
◎「スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは、
我が国の国際的地位の向上にもきわめて重要な役割を果たすものである。」（スポーツ基本法前文抜粋）

国際競技大会等の積極的な
招致・開催等

国際競技団体等における役員
ポストの獲得支援

スポーツのインテグリティ（高潔性）の確保（アンチ・ドーピングの推進）

○オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめと
する大規模な国際競技大会等の積極的な招致や
円滑な開催への支援を実施
→ 地域創生及び経済発展への貢献
→【スポーツ国際展開基盤形成事業】

○日本は、世界ドーピング防止機構（ＷＡＤＡ）の常任理事国としてアジア地域代表を務め、世界のスポーツにおけるドーピング撲滅に向けて、国際的な
アンチ・ドーピング活動を推進。その際、ユネスコ・国際規約において、アンチ・ドーピングに係る教育・研修活動及び研究活動は国の役割となっている。
→【ドーピング防止活動推進事業】・【国際アンチ・ドーピング強化支援事業】・【世界ドーピング防止機構等関係経費】・【世界ドーピング防止機構拠出金】

○国際的な舞台における日本人選手の十分
な活躍や、国際競技大会等の招致のためには、
ＩＦ等における日本人役員の数を増やすことで
我が国の発言力を高め、国際的なルール作り
に参画していくことが必要
→ 【スポーツ国際展開基盤形成事業】

○ ２０２０年に向けて効果的なスポーツ国際
交流・国際協力の実施を目指して「スポーツ国
際戦略連絡会議」を設置。

○ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会の開催国として、開発途上国を始めとす
る１００か国以上の国において、１，０００万人以
上を対象に、スポーツを通じた国際協力及び交
流等を推進。
→ 【スポーツ・フォートゥモロー事業】

国際交流・国際貢献

(SFT)タンザニアでの
全国野球大会の開催支援ラグビーワールドカップ2015

(日本対南アフリカ戦)

○スポーツや文化による国際貢献や有形・
無形のレガシー等について議論、情報発信し、
オリンピック・パラリンピック・ムーブメントを国
際的に高めるためのキックオフイベントとして
「スポーツ・文化ワールドフォーラム」を、2016
年秋に、京都と東京で開催。

オリンピック・パラリンピック
ムーブメントの推進

【スポーツ振興の土台】

○2019年ラグビーワールドカップに向けたラグ
ビーの普及啓発によるムーブメントの推進
→【ラグビーW杯普及啓発事業】

【国際的地位・プレゼンスの向上】 【国際交流・貢献】【国際競技大会等を通じた発展】

（現状の取り組み）スポーツを通じた国際交流・国際協力
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スポーツ国際展開基盤形成事業 - Global Sport Initiative -

我が国の国際的地位の向上：2020年を超えた、スポーツ立国の実現

（前年度予算額： 70,828千円）
29年度予算額： 101,047千円

国際的地位の向上、国際競技大会等の招致・開催、スポーツを通じた国際交流・協力等の我が国のスポーツ国際政策を統合的に展
開し、その効果を最大限に高めるために、官民合同の「スポーツ国際戦略会議」を設置するとともに、IOC、IPC、国際競技連盟（IF）、
国内外の政策・情報を収集・分析し、共有・活用する国際情報収集・分析拠点を形成し、戦略的に発信する基盤を構築する。これらの
基盤を活用し、ＩＦ役員等の選挙、国際的な人材の育成及び新たな国際競技大会の招致等をオールジャパンで戦略的に支援する体制
を整備し、支援・推進する。

① スポーツ国際政策推進基盤の形成 【新規】
国内外に拡散する情報を集約し、戦略的に発信する基盤を構築

政府間会合への参画：
国際戦略推進の国家間交渉及び意思決定をリード
（平成29年度はユネスコスポーツ大臣会合、日ASEANスポー
ツ大臣会合への参加等）

IF役員人材輩出／NF等のグローバル化

スポーツ国際戦略連絡会議の設置：
国内の関係機関と連携し、スポーツ国際展開に関する情報共
有・戦略策定等を実施

② IF役員ポスト獲得支援 【拡充】
政策決定プロセスの中核、IF等の日本人役員増加を支援

新規立候補者の掘り起し（メンター制度新設等含む）
国際会議や競技大会への派遣、ロビー活動支援
再選支援強化、会長・副会長への格上げ支援強化
パラ競技支援強化（戦略事務局設置、クラス分け委員支援等）

③ 若手人材の育成支援 【拡充】
国際スポーツ界の中核的存在となる人材の育成を支援

ネットワーク形成、
政策決定過程等の
実務経験

スポーツ国際人材育成
大学
NF

企業

国際機関（IF、IOC、IPC）へ中長期派遣IF IOC IPC 障害別
国際組織

アジア
連盟

政策決定への影響力向上
（ルール改正, 開催地選定等）

国際展開・情報集約拠点の設置：
我が国(政府、NF、企業、大学等)のスポーツ国際政策
展開及び情報収集を最大限有効化するとともに、支援す
るための海外拠点（例：ローザンヌ）の設置に関する調
査・研究
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大 会 名 大 会 名 招致状況

平成29年 第28回ユニバーシアード冬季競技大会 アルマトイ（カザフスタン） 1/28～2/8 第8回アジア冬季競技大会 決定 札幌市、帯広市 2/19～2/26

第23回デフリンピック競技大会 サムスン（トルコ） 7/18～7/30

(2017年) 第29回ユニバーシアード競技大会 台北（台湾） 8/18～8/30

平成30年 第23回オリンピック冬季競技大会 平昌（韓国） 2/9～2/25 女子バレーボール世界選手権 決定 未定 未定

(2018年) 第12回パラリンピック冬季競技大会 平昌（韓国） 3/9～3/18 ソフトボール女子世界選手権 決定 千葉県 8/2～8/12

FIFAサッカーワールドカップ2018 ロシア 6/8～7/8

第18回アジア競技大会 ジャカルタ（インドネシア） 12/5～12/20

平成31年 第29回ユニバーシアード冬季競技大会 クラスノヤルスク（ロシア） 未定 柔道世界選手権 決定 東京都 8月

(2019年) 第30回ユニバーシアード競技大会 ブラジリア（ブラジル） 未定 ラグビーワールドカップ2019 決定 全国12会場 9/20～11/2

ウィルチェアラグビーワールドチャレンジ2019 決定 東京 10月

バレーボールワールドカップ2019 決定 未定 未定

女子ハンドボール世界選手権 決定 熊本県 11/30～12/15

TAFISAワールドコングレス2019 決定 東京都 未定

平成32年 第32回オリンピック競技大会 決定 東京都他 7/24～8/9

(2020年) 第16回パラリンピック競技大会 決定 東京都他 8/25～9/6

FIFAフットサルワールドカップ2020 招致中 愛知県 秋季

平成33年 第30回ユニバーシアード冬季競技大会 未定 ワールドマスターズゲームズ2021関西 決定 関西圏 5/15～5/30

(2021年) 第31回ユニバーシアード競技大会 未定 世界水泳選手権2021 決定 福岡市 未定

平成38年 第20回アジア競技大会 決定 愛知県・名古屋市 未定

(2026年)

スポーツ庁調べ

平成２９年以降に開催される主な国際競技大会等

平成２９年９月現在

開催年
国外で開催される主な国際競技大会等 日本で開催予定の主な世界選手権・アジア選手権大会等

開催予定地・期間 開催予定地・期間
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資料５－４

役職 在任期間

1 サッカー 田嶋幸三 会長 理事 2015～2019年

2 陸上 横川 浩 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 秦　浩太郎 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 小川豊和 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー 河野一郎 理事 理事（日本代表） 2016～任期なし

8 体操 渡辺守成 顧問 会長 2017～2021年

9 トライアスロン 大塚眞一郎 専務理事 副会長 2016～2020年

10 卓球 前原正浩 副会長 執行副会長 2017～2021年

11 バレー 木村憲治 （前会長） 理事 2016～2020年

12 セーリング 大谷たかを 参与 理事（評議員） 1998～2020年

13 スキー 村里敏彰 理事 副会長 2016～2018年

14 スケート 平松純子 （元理事） 理事 2016～2018年

15 水泳 鈴木　大地 名誉顧問 理事 2017～2020年

16 カヌー 成田昌憲 会長 常任理事 2013～2017年

17 ハンドボール 渡邊佳英 （元会長） アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 太田雄貴 理事 理事 2017～2021年

19 レスリング 富山英明 常務理事 理事 2014～2018年

20 ボート 細淵雅邦 理事 理事 2017～2018年

21 ゴルフ 平山伸子 理事 理事 2016～2020年

22 空手 奈蔵稔久 理事 事務総長 2014～2018年

23 野球・ソフト 宇津木妙子 副会長 理事 2014～2021年

24 スポーツクライミング 小日向徹 常務理事 副会長 2017～2020年

25 バスケットボール 三屋裕子 会長 理事 2017～2019年

26 ウエイトリフティング 三宅義行 会長 理事 2017～2021年

1 IOC 竹田恆和 会長 委員

2 IPC 山脇康 委員長 委員

柔道

ＩＦ役員状況一覧

2017/9/9時点

No ＩＦ名 氏名 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 河野一郎 理事 理事（日本代表） 2016～任期なし

8 体操 2016年10月(終了） 渡辺守成 副会長 会長 2017～2021年

9 トライアスロン 2016年12月(終了) 大塚眞一郎 専務理事 副会長 2016～2020年

10 卓球 2017年5月（終了） 前原正浩 副会長 執行副会長 2017～2021年

11 バレー 2016年10月(終了） 木村憲治 会長 理事 2016～2020年

12 セーリング 2016年10月(終了） 大谷たかを 参与 理事（評議員） 1998～2020年

13 スキー 2016年6月（終了） 村里敏彰 理事 副会長 2016～2018年

14 スケート 2016年6月（終了） 平松純子 理事 理事 2016～2018年

15 水泳 2017年7月 佐野和夫 名誉顧問 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年11月 成田昌憲 会長 常任理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年10月 渡邊佳英 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2016年11月（終了） 太田雄貴 － 理事 2017～2021年

19 レスリング 2018年 富山英明 常務理事 理事 2014～2018年

20 ボート 2016年11月（終了） 細淵雅邦 理事 理事 2017～2018年

21 ゴルフ 2016年9月（終了） 平山伸子 理事 理事 2016～2020年

22 空手 2018年 奈蔵稔久 理事 事務総長 2014～2018年

23 野球・ソフト 2021年 宇津木妙子 副会長 理事 2014～2021年

24 スポーツクライミング 2017年3月（終了）小日向徹 選手強化委員長 副会長 2017～2020年

25 バスケットボール 2017年5月（終了）三屋裕子 会長 理事 2017～2019年

26 ウエイトリフティング 2017年5月（終了）三宅義行 会長 理事 2017～2021年

1 IOC 竹田恆和 会長 委員

2 IPC 山脇康 委員長 委員

柔道 2017年8月

ＩＦ役員状況一覧

2017/6/5時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 河野一郎 理事 理事（日本代表） 2016～任期なし

8 体操 2016年10月(終了） 渡辺守成 副会長 会長 2017～2021年

9 トライアスロン 2016年12月(終了) 大塚眞一郎 専務理事 副会長 2016～2020年

10 卓球 2017年5月 前原正浩 副会長 執行副会長 2013～2016年

11 バレー 2016年10月(終了） 木村憲治 会長 理事 2016～2020年

12 セーリング 2016年10月(終了） 大谷たかを 参与 理事（評議員） 1998～2020年

13 スキー 2016年6月（終了） 村里敏彰 理事 副会長 2016～2018年

14 スケート 2016年6月（終了） 平松純子 理事 理事 2016～2018年

15 水泳 2017年7月 佐野和夫 名誉顧問 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年11月 成田昌憲 会長 常任理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年10月 渡邊佳英 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2016年11月（終了） 太田雄貴 － 理事 2017～2021年

19 レスリング 2018年 富山英明 常務理事 理事 2014～2018年

20 ボート 2016年11月（終了） 細淵雅邦 理事 理事 2017～2018年

21 ゴルフ 2016年9月（終了） 平山伸子 理事 理事 2016～2020年

22 空手 2018年 奈蔵稔久 理事 事務総長 2014～2018年

23 野球・ソフト 2021年 宇津木妙子 副会長 理事 2014～2021年

24 スポーツクライミング 2017年3月（終了）小日向徹 選手強化委員長 副会長 2017～2020年

25 バスケットボール 2017年5月（終了）三屋裕子 会長 理事 2017～2019年

1 IOC 竹田恆和 会長 委員

2 IPC 山脇康 委員長 委員

柔道 2017年8月

ＩＦ役員状況一覧

2017/5/10時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 河野一郎 理事 理事（日本代表） 2016～任期なし

8 体操 2016年10月(終了） 渡辺守成 専務理事 会長（就任予定） 2017～2021年

9 トライアスロン 2016年12月(終了) 大塚眞一郎 専務理事 副会長 2016～2020年

10 卓球 2017年5月 前原正浩 専務理事 執行副会長 2013～2016年

11 バレー 2016年10月(終了） 木村憲治 会長 理事 2016～2020年

12 セーリング 2016年10月(終了） 大谷たかを 参与 理事（評議員） 1998～2020年

13 スキー 2016年6月（終了） 村里敏彰 理事 副会長 2016～2018年

14 スケート 2016年6月（終了） 平松純子 理事 理事 2016～2018年

15 水泳 2017年7月 佐野和夫 名誉顧問 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年5月 成田昌憲 会長 常任理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年10月 渡邊佳英 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2016年11月（終了） 太田雄貴 － 理事 2017～2021年

19 レスリング 2018年 富山英明 常務理事 理事 2014～2018年

20 ボート 2016年11月（終了） 細淵雅邦 理事 理事 2017～2018年

21 ゴルフ 2016年9月（終了） 平山伸子 理事 理事 2016～2020年

22 空手 2014年 奈蔵稔久 理事 事務総長 2014～2018年

23 野球・ソフト 2021年 宇津木妙子 副会長 理事 2014～2021年

24 スポーツクライミング 2017年3月（終了）小日向徹 選手強化委員長 副会長 2017～2020年

1 IOC 竹田恆和 会長 委員

2 IPC 山脇康 委員長 委員

柔道 2017年8月

ＩＦ役員状況一覧

2017/3/21時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 河野一郎 理事 理事（日本代表） 2016～任期なし

8 体操 2016年10月(終了） 渡辺守成 専務理事 会長（就任予定） 2017～2021年

9 トライアスロン 2016年12月(終了) 大塚眞一郎 専務理事 副会長 2016～2020年

10 卓球 2017年5月 前原正浩 専務理事 執行副会長 2013～2016年

11 バレー 2016年10月(終了） 木村憲治 会長 理事 2016～2020年

12 セーリング 2016年10月(終了） 大谷たかを 参与 理事（評議員） 1998～2020年

13 スキー 2016年6月（終了） 村里敏彰 理事 副会長 2016～2018年

14 スケート 2016年6月（終了） 平松純子 理事 理事 2016～2018年

15 水泳 2017年7月 佐野和夫 名誉顧問 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年5月 成田昌憲 会長 常任理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年10月 渡邊佳英 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2016年11月（終了） 太田雄貴 － 理事 2017～2021年

19 レスリング 2018年 富山英明 常務理事 理事 2014～2018年

20 ボート 2016年11月（終了） 細淵雅邦 理事 理事 2017～2018年

21 ゴルフ 2016年9月（終了） 平山伸子 理事 理事 2016～2020年

22 空手 2014年 奈蔵稔久 理事 事務総長 2014～2018年

23 野球・ソフト 2021年 宇津木妙子 副会長 理事 2014～2021年

柔道 2017年8月

ＩＦ役員状況一覧

2016/12/14時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 河野一郎 理事 理事（日本代表） 2016～任期なし

8 体操 2016年10月(終了） 渡辺守成 専務理事 会長（就任予定） 2017～2021年

9 トライアスロン 2016年12月(終了) 大塚眞一郎 専務理事 副会長 2016～2020年

10 卓球 2017年5月 前原正浩 専務理事 執行副会長 2013～2016年

11 バレー 2016年10月(終了） 木村憲治 会長 理事 2016～2020年

12 セーリング 2016年10月(終了） 大谷たかを 参与 理事（評議員） 1998～2020年

13 スキー 2016年6月（終了） 村里敏彰 理事 副会長 2016～2018年

14 スケート 2016年6月（終了） 平松純子 理事 理事 2016～2018年

15 水泳 2017年7月 佐野和夫 名誉顧問 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年5月 成田昌憲 会長 常任理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年10月 渡邊佳英 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2016年11月（終了） 太田雄貴 － 理事 2017～2021年

19 レスリング 2018年 富山英明 常務理事 理事 2014～2018年

20 ボート 2016年11月（終了） 細淵雅邦 理事 理事 2017～2018年

21 ゴルフ 2016年9月（終了） 平山伸子 理事 理事 2016～2020年

柔道 2017年8月

ＩＦ役員状況一覧

2016/12/14時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 58歳 副会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 68歳 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 58歳 全日本柔道連盟副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 65歳 全日本柔道連盟顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 69歳 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 64歳 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 矢部達三 72歳 専務理事 理事（日本代表） 2011～任期なし

8 体操 2016年10月 渡辺守成 57歳 専務理事 理事 2013～2016年

9 トライアスロン 2016年10月 大塚眞一郎 59歳 専務理事 理事 2012～2016年

10 卓球 2016年10月 前原正浩 62歳 専務理事 執行副会長 2013～2016年

11 バレー 2016年10月 木村憲治 70歳 会長 理事 2013～2016年

12 セーリング 2016年11月 大谷たかを 70歳 参与 理事（評議員） 1998～2016年

13 スキー 2016年6月（終了） 村里敏彰 65歳 理事 副会長 2016～2018年

14 スケート 2016年6月（終了） 平松純子 73歳 理事 理事 2016～2018年

15 水泳 2017年 佐野和夫 75歳 常務理事待遇 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年9月 成田昌憲 67歳 専務理事 理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年 渡邊佳英 67歳 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2017年 太田雄貴 30歳 － 理事（アスリート委員長） 2013～2017年

19 レスリング 2018年 富山英明 58歳 常務理事 理事 2014～2018年

柔道 2015年8月（終了）

ＩＦ役員状況一覧
2016/06時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 年齢 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 58歳 副会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 68歳 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 58歳 全日本柔道連盟副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 65歳 全日本柔道連盟顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 69歳 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 64歳 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 矢部達三 72歳 専務理事 理事（日本代表） 2011～任期なし

8 体操 2016年10月 渡辺守成 57歳 専務理事 理事 2013～2016年

9 トライアスロン 2016年10月 大塚眞一郎 59歳 専務理事 理事 2012～2016年

10 卓球 2016年10月 前原正浩 62歳 専務理事 執行副会長 2013～2016年

11 バレー 2016年10月 木村憲治 70歳 会長 理事 2013～2016年

12 セーリング 2016年11月 大谷たかを 70歳 参与 理事（評議員） 1998～2016年

13 スキー 2016年6月 村里敏彰 65歳 理事 理事 2014～2016年

14 スケート 2016年 平松純子 73歳 理事 理事 2010～2016年

15 水泳 2017年 佐野和夫 75歳 常務理事待遇 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年9月 成田昌憲 67歳 専務理事 理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年 渡邊佳英 67歳 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2017年 太田雄貴 30歳 － 理事（アスリート委員長） 2013～2017年

19 レスリング 2018年 富山英明 58歳 常務理事 理事 2014～2018年

柔道 2015年8月（終了）

ＩＦ役員状況一覧
2016/05時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 年齢 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 58歳 副会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 68歳 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 58歳 全日本柔道連盟副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 65歳 全日本柔道連盟顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 69歳 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 64歳 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 矢部達三 72歳 専務理事 理事（日本代表） 2011～任期なし

8 体操 2016年10月 渡辺守成 57歳 専務理事 理事 2013～2016年

9 トライアスロン 2016年10月 大塚眞一郎 59歳 専務理事 理事 2012～2016年

10 卓球 2016年10月 前原正浩 62歳 専務理事 執行副会長 2013～2016年

11 バレー 2016年10月 木村憲治 70歳 会長 理事 2013～2016年

12 セーリング 2016年11月 大谷たかを 70歳 参与 理事（評議員） 1998～2016年

13 スキー 2016年6月 村里敏彰 65歳 理事 理事 2014～2016年

14 スケート 2016年 平松純子 73歳 理事 理事 2010～2016年

15 水泳 2017年 佐野和夫 75歳 常務理事待遇 理事 2013～2017年

16 カヌー 2017年9月 成田昌憲 67歳 専務理事 理事 2013～2017年

17 ハンドボール 2017年 渡邊佳英 67歳 会長 アジア代表理事 2013～2017年

18 フェンシング 2017年 太田雄貴 30歳 － 理事（アスリート委員長） 2013～2017年

19 レスリング 2018年 富山英明 58歳 常務理事 理事 2014～2018年

2015年8月（終了）

氏名

ＩＦ役員状況一覧
2016/05時点

現職（ＩＦ役職）
年齢 現職（ＮＦ役職）No ＩＦ名 選挙時期

柔道



役職 在任期間

1 サッカー 2015年4月（終了） 田嶋幸三 57歳 副会長 理事 2015～2019年

2 陸上 2015年8月（終了） 横川 浩 67歳 会長 理事 2015～2019年

3 山下泰裕 58歳 全日本柔道連盟副会長 理事 2015～2017年

4 上村春樹 64歳 全日本柔道連盟顧問 理事 2015～2017年

5 アーチェリー 2015年7月（終了） 秦　浩太郎 68歳 国際部長 理事 2015～2019年

6 カーリング 2015年9月（終了） 小川豊和 63歳 環境委員会委員長 理事 2015～2019年

7 ラグビー ― 矢部達三 71歳 専務理事 理事（日本代表） 2011～任期なし

8 2015年11月 徳増浩司 #VALUE! 理事 理事（アジア代表） 2011～2015年

9 ― 矢部達三 #VALUE! 専務理事 理事（日本代表） 2011～任期なし

10 トライアスロン 2016年10月 大塚眞一郎 58歳 専務理事 理事 2012～2016年

11 卓球 2016年10月 前原正浩 61歳 専務理事 執行副会長 2013～2016年

12 バレー 2016年10月 羽牟裕一郎 48歳 ― 理事 2013～2016年

13 セーリング 2016年11月 大谷たかを 69歳 参与 理事（評議員） 1998～2016年

14 スキー 2016年6月 村里敏彰 64歳 理事 理事 2014～2016年

15 スケート 2016年 平松純子 73歳 理事 理事 2010～2016年

16 水泳 2017年 佐野和夫 75歳 常務理事待遇 理事 2013～2017年

17 カヌー 2017年9月 成田昌憲 67歳 専務理事 理事 2013～2017年

18 ハンドボール 2017年 渡邊佳英 67歳 会長 アジア代表理事 2013～2017年

19 フェンシング 2017年 太田雄貴 29歳 － 理事（アスリート委員長） 2013～2017年

20 レスリング 2018年 富山英明 57歳 常務理事 理事 2014～2018年

柔道 2015年8月（終了）

ラグビー

ＩＦ役員状況一覧
2015/11時点

No ＩＦ名 選挙時期 氏名 年齢 現職（ＮＦ役職）
現職（ＩＦ役職）



役職 在任期間

1 陸上 2015年8月
田中克之
（横川 浩会長が立候補予
定）

73歳 国際委員長 理事 2007～2015年

2 アーチェリー 2015年 秦　浩太郎 68歳 国際部長 理事 2011～2015年

3 カーリング 2015年9月 小川豊和 63歳 環境委員会委員長 理事 2012～2015年

4 2015年11月 徳増浩司 63歳 理事 理事（アジア代表） 2011～2015年

5 ― 矢部達三 71歳 専務理事 理事（日本代表） 2011～任期なし

6 体操 2016年10月 渡辺守成 56歳 専務理事 理事 2013～2016年

7 トライアスロン 2016年10月 大塚眞一郎 58歳 専務理事 理事 2012～2016年

8 卓球 2016年10月 前原正浩 61歳 専務理事 執行副会長 2013～2016年

9 バレー 2016年10月 羽牟裕一郎 47歳 ― 理事 2013～2016年

10 セーリング 2016年11月 大谷たかを 69歳 参与 理事（評議員） 1998～2016年

11 スキー 2016年6月 村里敏彰 64歳 理事 理事 2014～2016年

12 スケート 2016年 平松純子 72歳 理事 理事 2010～2016年

13 水泳 2017年 佐野和夫 74歳 常務理事待遇 理事 2013～2017年

14 カヌー 2017年9月 成田昌憲 67歳 専務理事 理事 2013～2017年

15 ハンドボール 2017年 渡邊佳英 66歳 会長 アジア代表理事 2013～2017年

16 フェンシング 2017年 太田雄貴 29歳 － 理事（アスリート委員長） 2013～2017年

17 レスリング 2018年 富山英明 57歳 常務理事 理事 2014～2018年

現職（ＩＦ）

ラグビー

ＩＦ役員状況一覧
2015/4時点

No ＩＦ名 選挙時期

立候補者情報

氏名 年齢 現職（ＮＦ役職）



競技団体名 派遣先名（予定） 派遣先国（都市名） 派遣期間（予定） 主な業務内容（予定）

公益社団法人日本フェンシング協会 国際フェンシング連盟 スイス（ローザンヌ） H29.6～H29.12
組織・大会運営への関与
競技普及への関与

公益財団法人日本バレーボール協会国際バレーボール連盟 スイス（ローザンヌ） H30.1～H30.3
組織・大会運営への関与
競技普及への関与

公益財団法人日本サッカー協会
欧州サッカー連盟
イングランドサッカー協会

スイス（ニヨン）
イギリス（ロンドン）

H29.8～H30.3
組織・大会運営への関与
競技普及への関与

公益社団法人日本トライアスロン連合
国際トライアスロン連合
USA　Triathlon

スイス（ローザンヌ）
アメリカ（コロラド）

H29.10～H30.3
組織・大会運営への関与
競技普及への関与

ＩＦ等事務局スタッフ派遣支援事業（平成２９年度）派遣一覧

資
料
５
－
５



   1 
 

 

日中韓スポーツ大臣会合について 

１．経緯 

昨年１１月の日中韓首脳会談において「北東アジアの平和と協力のための共同宣言」の

合意事項の具体化を図るべく実施されたもの。 

 

２．第１回日中韓スポーツ大臣会合 

日時：９月２２日及び２３日 

場所：韓国・平昌 

出席者：松野文部科学大臣、韓国文化体育観光部・趙允旋（チョ・ユンソン）長官、中国

国家体育総局・劉鵬（リュウホウ）総局長 

 

○ 2018 年平昌、2020 年東京及び 2022 年北京の東アジアにおけるオリンピック・パラリ

ンピック大会のリレー開催を踏まえたスポーツ交流の促進等について、未来志向の交流

協力の在り方について協議した。 

○ 本会合の成果は、「平昌宣言」としてまとめられ、特に、①2018 年の平昌、2020 年の

東京、2022 年の北京の東アジアにおけるオリンピック・パラリンピック大会のリレー開

催を踏まえたノウハウの共有や共同のムーブメント作り、②スポーツを通じた東アジア

の平和共存、③スポーツを通じたインクルーシブな社会発展、④アジア発展の原動力と

なるスポーツ産業の推進、⑤国際的なドーピング防止活動における連携強化等について

合意した。 

○ また、本スポーツ大臣会合の定例的な開催及び次回会合を 2018 年に日本において開催

することについても決定した。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

資料５－６ 







スポーツ庁国際課 

平成 29 年 10 月 

ユネスコスポーツ・体育担当大臣等国際会議（MINEPS Ⅵ ）報告 

 

MINEPS Ⅵ全体概要 

MINEPS(International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible for 

Physical Education and Sport)は、ユネスコ主催で、ユネスコ加盟国、準加盟地域のスポー

ツ担当大臣及び高級実務者等が集まり、スポーツにおける国際的重要課題について議論し、

実行志向型の提言を発表する会議です。6回目を迎えた今回は約 120カ国（大臣参加 41カ国）

から約 500 人が参加し、ロシアのカザンにて 7 月 13 日から 15 日の３日間開催されました。

本会議は「万人のためのスポーツへのアクセスに関する包括的な構想の展開」、「持続可能な

開発と平和に向けたスポーツの貢献の最大化」、「スポーツの高潔性の保護」の３つのテーマ

で議論され、前回大会である MINEPS V で発表された「ベルリン宣言」等の過去の成果の実行

を重視した、３つのメインテーマ、２０の政策項目及び５つの具体的な行動からなる「カザ

ン行動計画（※）」が承認されました。 

 

※「カザン行動計画」5つの行動 

① スポーツにおける投資について証拠に基づいた議論を提示するための意見ツールの制作 

② 体育、身体活動及びスポーツが SDGs（持続可能な開発目標）及びターゲットへの貢献を測定

するための共通指標の開発 

③ スポーツ・インテグリティの分野におけるスポーツ大臣の介入による包括的な一連の国際指

針の策定（スポーツにおけるドーピング防止の国際規約との関係） 

④ 「Global Observatory for Women, Sport, Physical Education and Physical Activity」に

関する実現可能性調査の実施 

⑤ MINEPS VI のために発展したスポーツ政策フォローアップフレームワークに関する情報共有

のためのツールの開発 
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第１回 日 ASEAN スポーツ大臣会合について 

 

平成 29 年 9 月 

スポーツ庁国際課 

 

第１回 日 ASEAN スポーツ大臣会合が今年 10 月 11 日（水）にミャンマー・ネ

ピドーにおいて開催される。 

 

1. 日 ASEAN スポーツ大臣会合概要 

○ 2013 年日・ASEAN 友好協力 40 周年記念として開催された特別首脳会議の

成果（＝日・ＡＳＥＡＮ友好協力に関するビジョン・ステートメント）を

踏まえてスポーツを通じた交流促進を図るとともに、2020 東京オリンピ

ック・パラリンピックのホスト国として、スポーツ・フォー・トゥモロー

等を通じたオリンピック・パラリンピックムーブメントを広める観点から、

スポーツ分野における我が国と ASEAN との関係強化を図るもの。 

○ 下村元文部科学大臣が、日・ASEAN 非公式スポーツ大臣会合（2015 年、ク

アラルンプール）において日・ASEAN の枠組みで正式にスポーツ大臣会合

を設置することを提案し、合意されたことに端を発する。 

○ 日本と ASEAN 諸国のうち開催国（今回はミャンマー）の２国が共同議長国。 

 

2. 第１回日 ASEAN スポーツ大臣会合概要 

○ 開催日：１０月１１日（水）午後 閣僚会議 

    （10 日は高級実務者会合、11 日午前は ASEAN スポーツ大臣会合が開催予定） 

○ 開催場所：ネピドー（ミャンマー） 

○ 議題：現在以下のとおり調整中 

① 日 ASEAN 大臣会合の共通ビジョンについて 

② 「政策ガイドライン」、「協同作業プログラム」について 

③ その他（次回会合について含む） 

④ 成果文書について           等 

 

3. 出張日程案 

10 月 10 日（火） 午後 成田発、ヤンゴン着→ヤンゴン泊 

11 日（水） 

      

朝 ヤンゴンにおいて視察 

昼 ミャンマースポーツ大臣とのバイ会談 

午後 日 ASEAN スポーツ大臣会合 

夜 ヤンゴンへ移動、ヤンゴン発 

   12 日（木） 早朝 成田着 

 

（参考）ASEAN スポーツ大臣会合 

○ 2011 年に ASEAN 諸国のスポーツ担当大臣をメンバーとし、ASEAN 間のスポーツ連携強化

を目的とした ASEAN スポーツ大臣会合を設立。 

○ 2011 年 第 1回会合 ジョグジャカルタ（インドネシア） 

○ 2013 年 第 2回会合 ビエンチャン（ラオス） 

○ 2015 年 第 3回会合 クアラルンプール（マレーシア） 

○ 2017 年 第 4回会合 ネピドー（ミャンマー） 
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（別紙：参考） 

○日・ＡＳＥＡＮスポーツ大臣会合の目的 （ＴＯＲ上の規定） 

① 日・ASEAN スポーツ大臣会合は、日・ASEAN のスポーツ分野における友好とパートナ

ーシップの実現に貢献するために設置される。 

② 日・ASEAN スポーツ大臣会合は、スポーツ分野における日・ASEAN 間の友好関係や

相互に利益のある協力やパートナーシップを発展させるために、政策対話、調整メカニ

ズム、促進プログラムに向けて、指示や戦略的な方向性を提示する。 

 

○日・ＡＳＥＡＮスポーツ大臣会合の権限と機能 （ＴＯＲ上の規定） 

① 日・ASEAN のスポーツに関する協力への政策ガイドラインを提供すること。 

② 日・ASEAN のスポーツ分野における協力作業プログラムへの戦略的方向性を提示す

ること。 

③ 日・ASEAN 友好協力に関するビジョン・ステートメントの実現において貢献度を最大化

すること及び ASEAN スポーツ 5 か年行動計画（2016-2020）を支援することを通じて、ス

ポーツとその他の分野の連携を強化すること。 

④ その他の相互に利益のあるイニシアティブを実施するため、地域又は国際的なフォー

ラムにおいて、スポーツ関連の話題について意見交換を行うこと。 

⑤ 合意された協力プログラムと計画の実施状況を監視し評価すること。 

 

（参考） 「ASEAN スポーツ 5 か年行動計画 2016-2020」における日本からの協力 

① 「Key Element 1 ASEAN の人々の結束や地域コミュニティに寄与するスポーツ活動を通

じた、ASEAN の連帯意識の促進」  

 

② 「Key Element 2 相互利益のあるスポーツ交流を通じた ASEAN 共同体の意義の醸成」 

・「Priority Area 2. ASEANとそれを超えた国々の住民の関係を強化し、友情と相互理解

を促すための有効な要素としてのスポーツ・文化の交流プログラム（インドネシア主導）」  

③ 「Key Element 3 健康ライフスタイルによる ASEAN の人々の耐性の強化」 

・「Priority Area 1. スポーツにおけるドーピング対する共同の取組を行うための、SOMS

や関係者が関わる体制の構築（シンガポール主導）」 

④ 「Key Element 4 能力開発や技術プログラムを通じたスポーツのダイナミズム、競争力、

能力の強化」 

・「Priority Area 1. スポーツの試合をリードするレフェリー、指導者、スポーツチームを運

営する事務担当の能力を高めるための、質の改善プログラム（大学間連携、ウェブサイ

ト構築、ASEANセンター設立を除く）」 

・「Priority Area 2. スポーツイベントや施設の運営に関する専門性を向上させるための、

スポーツの技術的側面における質の向上（マレーシア主導） 

・「Priority Area 3. 政治対話、スポーツの研究開発、地域のセクターを支援するためのイ

ベントに関するASEANのスポーツ関係者の協力」 

 



発表日 成果文書 日本語 英語

2016年9月23日 平昌宣言 ○

2016年9月27日 ASEANスポーツ五カ年計画 ○

2016年10月21日 議長サマリー ○ ○
2017年7月15日 カザン行動計画 ○

署名日 国名 日本側 相手国側 日本語 英語

2014年2月8日 ロシア 文部科学省 スポーツ省 ○ ○

2015年2月20日 カタール 文部科学省 青少年スポーツ省 ○ ○

2015年4月16日 フランス 文部科学省 都市・青少年・スポーツ省 ○ ○

2015年5月19日 サウジアラビア 文部科学省 青年福祉庁 ○ ○

2016年4月7日 ウクライナ 文部科学省 青少年・スポーツ省 ○ ○

2016年9月27日 ブルガリア 文部科学省 青少年・スポーツ省 ○ ○

2016年10月21日 ブラジル 文部科学省 スポーツ省 ○ ○

2016年10月20日 ジブチ 文部科学省 青少年・スポーツ省 ○ ○

2016年10月21日 アルゼンチン 文部科学省 教育・スポーツ省 ○ ○

2016年10月21日 オランダ 文部科学省 健康・福祉・スポーツ省 ○ ○

2016年11月11日 インド 文部科学省 青年スポーツ省 ○ ○

2017年1月14日 オーストラリア 文部科学省 保健省 ○ ○

2017年2月27日 カザフスタン 文部科学省 文化・スポーツ省 ○ ○

2017年3月14日 サウジアラビア スポーツ庁 スポーツ庁 ○ ○

2017年3月24日 スペイン 文部科学省 教育・文化・スポーツ省 ○ ○

2017年5月17日 ニュージーランド スポーツ庁 スポーツ庁 ○ ○

2017年6月5日 ベトナム 文部科学省 文化・スポーツ・観光省 ○ ○

2017年7月15日 ギリシャ 文部科学省 文化・スポーツ省 ○ ○

スポーツ分野における二国間覚書締結国一覧

スポーツ大臣会合等成果文書及びスポーツ分野における二国間覚書

スポーツを通じた国際協力を戦略的に推進するため、スポーツ大臣会合等での成果文書の発表やスポーツ分野における二国間覚書締
結を通じて各国との政策合意を形成。

第１回　日中韓スポーツ大臣会合

スポーツ・文化・ワールド・フォーラム

スポーツ大臣会合名称

スポーツ大臣会合等における成果文書

第6回ユネスコ スポーツ・体育担当大臣等国際会議(MINEPS VI)

第6回ASEANスポーツ高級実務者会合
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