日本全国に拡大中！

地域スポーツコミッション

スポーツと文化などの地域資源を掛け合わせ、戦略的に活用することで、
まちづくりや地域活性化につなげる取組が全国で進んでいます。
例えばスポーツへの参加や観戦を目的とした
旅行や、
スポーツと観光を組み合わせた取組である
「スポーツツーリズム」、域外から参加者を呼び込む
「地域スポーツ大会・イベントの開催」、国内外の大規模な「スポーツ大会の誘致」、
プロチームや大学などの「スポーツ合宿・キャンプの誘致」などが代表的な取組です。
これらの取組を各地で推進しているのが、地方公共団体とスポーツ団体、観光産業等民間企業が一体となり組織された「地域スポーツコミッション」
です。
スポーツを通じた地域振興の
中心的存在として活動しています。
スポーツ庁では����年度よりスポーツコミッションの活動支援を行っており、
スポーツ庁の調査では、����年��月段階で、全国に���団体の存在が確認できています。第�期スポーツ
基本計画では、����年度末までに、全国の地域スポーツコミッションの設置数を���団体に拡大することを目標としています。

��団体（����年度）→���団体（����.��現在）→���団体（����年度目標）
福岡県

北九州市大規模国際大会等誘致委員会

佐賀県

佐賀県スポーツコミッション

一般社団法人 みやきスポーツコミッション
鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会

佐賀市スポーツキャンプ誘致・交流推進協議会
嬉野市スポーツ大会キャンプ誘致推進協議会
佐賀県基山町

長崎県

長崎県スポーツコミッション

熊本県

南関町スポーツコミッション

スポーツの里づくり推進協議会

肥後おおづスポーツ文化コミッション

阿蘇サイクルツーリズム学校「コギダス」協議会

大分県

大分県スポーツ合宿誘致推進協議会

鳥取県

鳥取県アウトドアスポーツ協議会

島根県

特定非営利活動法人 出雲スポーツ振興��

岡山県

美作国スポーツコミッション

スポーツキャンプ誘致岡山美作実行委員会

渋川ビーチスポーツキャンプ誘致実行委員会

おかやまスポーツプロモーション機構

赤磐市東京����ホッケー競技国内キャンプ誘致実行委員会

広島県

一般財団法人 どんぐり財団

スポーツアクティベーションひろしま

山口県

下関市観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツコミッション推進係
一般社団法人 宇部市スポーツコミッション
サイクル県やまぐち推進協議会

宮崎県

えびの市スポーツ観光推進協議会
小林市合宿誘致推進協議会

西都市スポーツランド推進協議会

一般社団法人 ツノスポーツコミッション

公益財団法人 宮崎県観光協会

鹿児島県

かのやスポーツコミッション

コンベンションタウンさつま推進協議会
薩摩川内スポーツコミッション

霧島市スポーツ団体誘致歓迎実行委員会

奄美スポーツアイランド協会

三重県

青森県

一般社団法人 みえゴルフツーリズム推進協会

スポーツコミッション青森

岩手県

熊野マリンスポーツ推進委員会

一般社団法人 志摩スポーツコミッション

いわてスポーツコミッション

特定非営利活動法人 伊賀FCくノ一

滋賀県

一般社団法人 北上観光コンベンション協会

高島くつきトレイルランレース実行委員会

ワールドマスターズゲームズ����関西京丹後市実行委員会

大阪府

くまとりスポーツコミッション

由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション

一般社団法人 東大阪ツーリズム振興機構

三種町スポーツ・地域振興推進協議会

スポーツコミッションおおがた

兵庫県

香美町ウォーキングネットワーク会議

神戸マラソン実行委員会

奈良県

秋田県

橿原市スポーツツーリズム推進実行委員会

和歌山県

山形県

高野山・龍神温泉ウルトラマラソン実行委員会
南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会

一般社団法人 南紀ウエルネスツーリズム協議会

新潟県

白浜町ランフェス実行委員会

関西広域

石川県 富山県

スポーツコミッション関西

南さつま市スポーツ観光推進協議会

島根県

特定非営利活動法人 ヨロンSC

垂水市スポーツ団体等誘致実行委員会
スポーツコミッションいぶすき

中種子町スポーツ合宿等誘致推進協議会

九州広域

一般社団法人 九州スポーツツーリズム推進協議会

以下の�要件に合致した活動を行っている組織を、地域スポーツコミッションとして集約。
≪要件�≫常設の組織であり、年間を通じて活動を行っている。
(時限の組織を除く)
≪要件�≫スポーツツーリズムの推進、
イベントの開催、大会や合宿・キャンプの誘致など、
スポーツと地域
資源を掛け合せたまちづくり・地域活性化を主要な活動の一つとしている。
≪要件�≫地方自治体、
スポーツ団体、民間企業(観光産業、
スポーツ産業)等が一体となり組織を形成、
または
協働して活動を行っている。
≪要件�≫特定の大会・イベントの開催及びその付帯事業に特化せず、
スポーツによる地域活性化に向けた
幅広い活動を行っている。
※構成員の常勤・兼務は問わない。※上記の要件を備えていれば必ずしも、組織名称は問わない。

福岡県

佐賀県

長崎県

山口県
大分県

広島県
愛媛県

鳥取県
岡山県

香川県

高知県

福井県
京都府
滋賀県
兵庫県

徳島県

岐阜県

大阪府
奈良県 三重県

長野県

群馬県

栃木県

埼玉県

茨城県

山梨県 東京都
神奈川県 千葉県

愛知県 静岡県

岩手県

宮城県

福島県

ホームタウンTENDO推進協議会
山形県スポーツコミッション

蔵王坊平アスリートヴィレッジ構想推進協議会

岐阜県

清流の国ぎふスポーツコミッション事務局

飛騨御嶽高原ナショナル高地トレーニングエリア推進協議会
郡上市スポーツコミッション

静岡県

東部地域スポーツ産業振興協議会
中部地域スポーツ産業振興協議会

一般社団法人 富士山観光交流ビューロー
三島市スポーツ・文化コミッション
御前崎スポーツ振興プロジェクト

裾野市スポーツツーリズム推進協議会

あいちスポーツコミッション

刈谷市国際スポーツ大会等誘致推進委員会

いぬやまスポーツコミッション

徳島県

国際スポーツ大会とくしまレガシー創出会議
徳島県自転車利用促進協議会
徳島県スポーツコミッション

スポーツによる人・まちづくり推進協議会
いわき市スポーツコミッション
楢葉町スポーツコミッション

新潟県

一般財団法人 佐渡市スポーツ協会

愛知県

沖縄県

伊南スポーツツーリズム実行委員会

特定非営利活動法人 ふじさんスポーツコミッション協会

特定非営利活動法人 掛川市体育協会

ホームチームサポーター事業実行委員会

宮崎県

相馬スポーツツーリズム推進協議会

新潟市文化・スポーツコミッション

御殿場市スポーツタウン推進連絡会

和歌山県

福島県

西部地域スポーツ産業振興協議会

フェンシングのまち沼津推進協議会

熊本県

鹿児島県

山形県

青森県

ひめじスポーツコミッション

志布志市スポーツ団体誘致推進協会

日置市施設利用促進協議会

秋田県

一般社団法人 KIX泉州ツーリズムビューロー

岡崎市国際スポーツ大会等推進委員会

名古屋トップスポーツチーム連絡協議会(通称:でらスポ名古屋)

沖縄県

公益財団法人 沖縄県スポーツ協会

読谷村スポーツコンベンション受入協力会

豊見城市オリンピック・パラリンピック強化合宿誘致推進協議会
一般社団法人 沖縄市観光物産振興協会

十勝岳スポーツコミッション

特定非営利活動法人 東北海道スポーツコミッション

稚内市スポーツ合宿誘致推進協議会

スポーツネットワークかくだ

舞洲スポーツ振興事業推進協議会

旭川市スポーツ合宿誘致等推進協議会

みやこスポーツコミッション連絡会議

スポーツコミッションせんだい

北海道

一般社団法人 北海道ゴルフ観光協会

さっぽろグローバルスポーツコミッション

宮城県

京丹波町ホストタウン推進協議会

北海道オリパラの会

はなまきスポーツコンベンションビューロー
盛岡広域スポーツコミッション

京都府

北 海 道

十日町市スポーツコミッション

特定非営利法人 ソーシャルファームさんじょう

富山県

利賀地域ふるさと推進協議会

石川県

金沢文化スポーツコミッション

福井県

福井県スポーツまちづくり推進機構

長野県

長野県スポーツコミッション

一般社団法人 菅平高原観光協会

特定非営利活動法人 スポーツコミュニティー軽井沢クラブ
白樺湖活性化協議会

長野市文化スポーツ振興部スポーツ課スポーツコミッション推進室
一般社団法人 松本観光コンベンション協会
小諸市エリア高地トレーニング推進協議会

一般社団法人 とうみ湯の丸高原スポーツコミッション

軽井沢カーリング活性化プロジェクト推進委員会

合宿の里士別推進協議会

苫小牧市大会等誘致推進協議会
芦別市合宿の里推進協議会

千歳市スポーツ合宿・大会誘致等推進協議

帯広市スポーツ合宿・大会誘致推進実行委員会
釧路町スポーツでまちを元気に推進委員会
Nスポーツコミッション

新得町スポーツ合宿の里事業推進委員会
幕別町スポーツ合宿誘致実行委員会
斜里スポーツ合宿誘致実行委員会

栃木県

那須高原オールスポーツアソシエーション NASA
日光市ゴルフ活性化推進協議会
矢板スポーツコミッション

群馬県

前橋スポーツコミッション

茨城県

特定非営利法人 境スポーツクラブ

かすみがうらアクティビティコミッション

一般社団法人 アントラーズホームタウンDMO

埼玉県

一般社団法人 さいたまスポーツコミッション
熊谷スポーツコミッション

千葉県

きさらづスポーツコミッション

特定非営利活動法人 成田臨空スポーツ文化推進ネットワーク

特定非営利活動法人 銚子スポーツコミュニティー

一般社団法人 成田スポーツツーリズム推進協会
一般社団法人 ウェルネスポーツ鴨川

成田市スポーツツーリズム推進協議会
千葉県スポーツコンシェルジュ

東京都

一般社団法人 おおたスポーツコミッション

