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１. 本事業における実装（デモンストレーション）の概要
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（１）実施概要

仕様 データベースの利用例及び利用マニュアルの策定を行う

ねらい

武道ツーリズムに取り組む観光・武道関係事業者、地方公共団
体等の利用を想定したデータの利用例を実装（またはデモンス
トレーション）として示し、その成果物を事業者等が閲覧可能
な形でスポーツ庁ホームページ等にて公開する。

本事業で実施した実装

①Googleマイマップ機能を活用した武道場「Webマッピング」
②各施設の詳細情報を表示する「Web検索システム」

※上記①・②について、別途制作するホームページにて
公開・運用する。

③データベースを活用した「モデルコース事例集」
※本報告書内で5コースを事例集として掲載する。

実施機関

①・②の企画・開発：FINE PROPS(株)
①・②の掲載データベースサーバの構築

：(株)ニューロテックシステム
③の企画・制作：(株)JTBグローバルマーケティング＆トラベル

（２）実施事項と体制

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

FINE PROPS株式会社
株式会社ニューロテックシステム

事業全体統括・責任者

モデルコースの企画・制作WEB系コンテンツの実装
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（１）全体像（実施事項）

２.Web上での実装（デモンストレーション）の概要

調査事業で収集した武道施設の情報を活用しWeb上で公開

競技・エリア等で施設の
情報閲覧が可能に

②武道施設情報検索システム ③Googleマイマップでの施設掲載
Googleマイマップ機能にて武道施設名称と所在地
情報が地図上で参照できる機能

施設名や都道府県名、競技種別等の検索項目を
元に、一般情報や外国人ツーリストの受け入れ等の
回答情報が参照できる機能

①データクレンジング後のCSVデータ
回答を獲得した2,406件の施設情報のうち、
公開可施設1,850件からの回答を掲載

※取り込み可能データ1378件の情報を抽出可能

令今年度実施した武道施設の調査事業で獲得した情報について、整備（データクレンジング）を
行い、「CSVデータ（下図①）」を元に、事業者等の利用者が情報を閲覧しやすいよう「検索シス
テム（下図②）」と「Googleマイマップ（下図③参照）」を作成し、オンライン上で公開します。

※公開可能情報を
抽出・反映

＜補足＞
■掲載URL：https://budotourism-japan.com/db/
■掲載されるデータは、調査実施時（2020年12月~2021年1月）時点のもので、施設から得られた回答を元に、
公開可能情報のみを掲載しています。
■検索システムは、Microsoft社のサポートが終了している、InternetExproleでは検索が実行できません。

武道系競技が実施可能な施設をマップ上で閲覧可能に

※公開可能情報を
抽出・反映
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（２）Webページの画面遷移のイメージ

（１）武道施設データベース（ランディングページ）
■データベースのランディングページでは、今回開発した「武道場施設検索（以下①部分）」
画面とし、「武道場地図（Googleマップ）」機能への遷移リンク（以下②部分）、
「全件CSVダウンロード」 ボタン（以下③部分）を配置

①武道場施設検索機能
※P5にて解説

②マッピング機能への遷移
※P6にて解説

③全件CSVダウンロード
※P7にて解説

① ② ③

２.Web上で実施する実装の概要
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（２）各機能の解説

①武道施設情報検索

■本機能では、検索項目に名称やチェックを入力し、「検索する」をクリックすることで、
該当施設の一覧や、各施設からの回答情報（詳細）を閲覧が可能です。

①施設の名称や、都道府県の選択、
競技等のボックスにチェック

（施設名／所在地／競技種別
／外国人ツーリズムの受け入れ可否

／可能な対応言語）

②「検索する」をクリック

③検索結果に該当施設が表示される

④詳細情報を施設をクリックする

①

②
③

④

⑤
⑤施設ごとの詳細情報が表示される

※拡大イメージ次頁参照

２.Web上で実施する実装の概要
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（２）各機能の解説

①武道施設情報検索

■武道施設情報 施設詳細情報画面（イメージ）

２.Web上で実施する実装の概要
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②Googleマイマッピングでの武道施設検索機能

■本機能では、Googleマップにプロットされた施設のピンをクリックすることで、
施設名称と所在地の情報を閲覧することができます。

① ①マッピング機能への遷移
「武道場地図（Googlemap）」

をクリック

②拡大ボタンでエリアに
ズーム

Googlemap
画面に遷移

拡大

③ピンをクリック

④施設名称と所在地情報
の閲覧が可能

※拡大イメージ次頁参照

②
③

④

２.Web上で実施する実装の概要

（２）各機能の解説
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②Googleマイマッピングでの武道施設検索機能

２.Web上で実施する実装の概要

（２）各機能の解説

■マイマップ 検索結果（イメージ）
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③全件CSVのダウンロード

■本機能では、オンラインアンケートで集計した回答結果をCSVにて閲覧することができます。
※CSVの閲覧方法については、画面上に解説を掲載します。

① ①「全件CSVダウンロード」
をクリック

②拡大ボタンでエリアに
ズーム

ダウンロード

②

※CSVの閲覧方法については、Web画面上に別途掲載します。

２.Web上で実施する実装の概要

（２）各機能の解説
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（１）外国人ツーリストの受入れ情報の確認方法

３.データベースを活用したモデルコースの企画

■武道施設データベースにて、外国人ツーリストの受け入れ可否を確認いただき、実際に施
設の許可が確認できれば、見学や体験をご案内することも可能となります。
※本事業では、データベースに掲載されている施設を含めた、外国人ツーリスト向けの、
モデルコースを作成し、訪日旅行事業者のツアー企画事例を作成しました。

※上記検索結果にて、受入可否が「可」となっている場合でも、施設側の都合や事情により、
受入れができない場合もあります。実際に、送客、または利用を行う意向がある場合には、
事前に施設に問い合わせの上、日程や人数、その他条件を確認いただくようお願いします。

①
①検索ボックスの

「旅行会社などが企画する
外国人ツーリズムの受入可否」

のうち3項目のいずれかをクリック

②
②「検索する」をクリック

③

③3項目での受入れ可否を確認
結果は、「可／不可／応相談」

の3種類で表示されます
※未回答の場合空欄となります



日時 行程 備考

１

08:56
10:13
11:50
13:00

16:00

東北新幹線にて郡山へ
郡山にて在来線へ乗り換え、会津若松へ
着後、市内レストランにて昼食
専用車にて会津若松市内見学
★鶴ヶ城
★会津武家屋敷
東山温泉の旅館にチェックイン(東山温泉 泊)
温泉と和食会席の夕食をお楽しみください

武家文化の色が濃く残る城下町、会津若松にて松平家
の居城であった鶴ヶ城、家老・西郷頼母の居宅であった武
家屋敷を訪れ、江戸時代の侍文化、精神を感じていただ
きます。その後、松平家もよく訪れた奥座敷、東山温泉で
和風旅館の体験をお楽しみいただきます。

2

09:00
11:30
13:19
14:08

17:07
17:46

旅館にて朝食
専用車にて日新館へ（施設見学）
見学後郡山市内にて昼食
新幹線にて米沢へ
到着後、専用車にて米沢市内見学
★上杉博物館
★上杉神社
新幹線にて山形へ
山形着後、市内ホテルにチェックイン
市内レストランにて夕食

「什（じゅう）の掟」と呼ばれる会津藩士の行動指針を子
弟に教えていた藩校、日新館を見学します。その後新幹
線で、江戸時代の有力大名であった上杉家が治めた米沢
を訪れ、上杉家の統治の様子、文化、精神に触れていた
だきます。その後山形市内のホテルにご宿泊いただきます。

3
08:30
09:30

13:42
16:48

ホテルにて朝食
専用車にて村山市へ
村山居合振武館にて居合道体験
終了後、村山市内のレストランにて昼食
新幹線にて東京へ
東京着

村山市内の道場にて、居合道の体験をしていただきます。
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（２）モデルコース案 紹介①

コース名 東北侍文化と居合道体験コース
データベースから
参照した施設 村山居合振武館（山形県・村山市）

企画のポイント

外国人ツーリストから、人気の高い居合道。山形県の村山居合振武館では外国人向けにこうしたプログラムを
提供しており、こちらをハイライトとして体験いただく。また、東北地方はもともと武家文化の色合いが濃く残る地
域であり、特に会津若松は会津藩の影響をひときわ強く残し、当時の文化、精神をいまだに受け継いでいる地
域である。また、山形県米沢市も戦国時代からの有力大名であった上杉家の所領であり、その史跡があちこち
に残っている。今回は居合道体験と合わせて、こうした武家文化が残る地を訪れ、武家の精神屋文化を合わ
せて学んでいただくことで、居合道のバックグラウンドにも思いをはせていただけるような内容とした。

（１）企画概要

（２）モデルコース案

郡山

東京

会津若松

米沢

村山

東山温泉

山形

郡山

会津若松

米沢

村山

東山温泉

山形

上杉神社

上杉博物館

村山居合振武館

鶴ヶ城

会津武家屋敷

日新館

３.データベースを活用したモデルコースの策定



日時 行程 備考

１
13:00
14:00
16:00
19:00

専用車にて都内ホテル発
講道館柔道発祥の場所、永昌寺見学
講道館にて柔道体験
都内ホテル帰着

柔道の創始者、嘉納治五郎が創設した道場「講道館」にて
柔道体験をしていただきます。またその前に、嘉納治五郎が
初めて道場を開いたといわれる浅草の永昌寺を見学します。
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コース名 東京都内での柔道体験コース

データベースから
参照した施設 講道館（東京都文京区）

企画のポイント
日本発祥の武道である柔道は今や世界中で行われ、競技人口も多くオリンピックの正式競技にも採用されて
いる人気スポーツである。今回はその柔道を創始した嘉納治五郎により設立された道場、講道館にて本場の
柔道を体験していただく。なお、体験前に講道館が最初に設けられた都内の永昌寺を訪れ、創設期からの歴
史を学んでいただくことで、柔道がどのようにして発展し、世界に広まっていったのかも学んでいただく。

（１）企画概要

（２）モデルコース案

講道館

東京駅

後楽園駅

３.データベースを活用したモデルコースの策定

（２）モデルコース案 紹介②



日時 行程 備考

１

9:00
10:45
13:30

17:00

電車にて羽田空港へ
航空機にて那覇へ（昼食機内）
着後、専用車にて空手関連史跡の見学
★東恩納寛量・宮城長順の顕彰碑
★空手古武術首里手発祥の地
那覇市内ホテルにチェックイン
市内レストランにて夕食

沖縄では、空手のもととなった「那覇手」の中興の祖と言わ
れる東恩納寛量と、その弟子で剛柔流の流祖である拳聖・
宮城長順の偉業を讃える顕彰碑などを訪問し、沖縄空手
の歴史について知っていただきます。

２

9:00
10:00
12:30
13:30
14:30
16:30

ホテルにて朝食
専用車にて豊見城市へ
琉翔会総本部にて沖縄空手体験
終了後、市内レストランにて昼食
専用車にて浦添市へ
空手博物館見学
那覇市内ホテル着
※夕食各自

訪日外国人の受け入れが可能な豊見城市の沖縄空手道
場にて、空手体験をお楽しみいただきます。那覇への帰路、
浦添市の空手道場に併設された博物館で空手に関する展
示などをご覧いただきます。

３
9:00
10:30
13:30
14:30

ホテルにて朝食
専用車にて那覇空港へ
航空機にて東京へ
着後、電車にて都内ホテルへ
ホテル帰着

13

コース名 沖縄空手体験コース
データベースから
参照した施設 琉翔会総本部（沖縄県豊見城市）

企画のポイント 空手の発祥地である沖縄で、沖縄空手の体験をお楽しみいただきます。合わせて、空手に関連した史跡や博
物館を訪問し空手の歴史やバックグラウンドも学んでいただきます。

（２）モデルコース案

（１）企画概要

那覇

東恩納寛量・宮城長順の顕彰碑

空手古武術首里手発祥の地

琉翔会総本部

空手博物館

３.データベースを活用したモデルコースの策定

（２）モデルコース案 紹介③



日時 行程 備考

１

08:00
09:55
11:40
13:00
14:00

17:30

電車にて羽田空港へ
航空機にて熊本へ
着後、専用車にて熊本市内へ
市内レストランにて昼食
熊本市内の侍関連史跡見学
★熊本城
★水前寺公園
市内ホテルにチェックイン
市内レストランにて夕食

熊本で肥後藩主・細川家の居城であり、西南戦争でも政
府軍要塞として機能した熊本城、細川家により造営された
水前寺公園を見学し、江戸時代の侍の文化、精神を学ん
でいただきます。

２

09:00
10:00

16:00
17:00

ホテルにて朝食
専用車にて肥後大津町へ
大津町武道場にて各種武道体験
★剣道
★居合道
★弓道
途中、町内レストランにて熊本ラーメンの昼食
専用車にて熊本市内へ
市内ホテル着（夕食各自）

肥後大津町では剣道、弓道、居合道といった武道体験を
観光協会主導で実施しており、海外のお客様にも体験いた
だくことができます。今回はこちらで3つの武道を体験していた
だきます。特に剣道は九州で盛んな武道です。

３
08:30
10:40
12:15
13:30

ホテルにて朝食
専用車にて熊本空港へ
航空機にて東京へ
羽田空港着、電車にて都内ホテルへ
都内ホテル着
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コース名 九州武道体験（弓道・居合道・剣道）コース
データベースから
参照した施設 大津町武道場（熊本県大津町）

企画のポイント

九州は剣道をはじめ武道が大変盛んな地域です。特に熊本は有力大名であった加藤清正～細川家の影響
を色濃く受け、剣道の強豪チームも多くあります。大津町は以前より町を挙げて武道体験を訪日外国人向けに
企画しており、受け入れがしやすいエリアです。今回はその大津町で、剣道の他に弓道、居合道も体験していた
だきます。合わせて細川家の居城であった熊本城や水前寺公園を見学いただく他、ローカルフードとして熊本
ラーメンも楽しんでいただく内容に致しました。

（２）モデルコース案

（１）企画概要

熊本

肥後大津
大津町武道場

水前寺公園

熊本城

熊本

肥後大津

３.データベースを活用したモデルコースの策定

（２）モデルコース案 紹介④



日時 行程 備考

１

08:30
09:20
11:54
13:30
14:30
15:30

18:30

電車にて東京駅へ
北陸新幹線にて金沢へ
着後、市内レストランにて昼食
鈴木大拙館（予定）にて座禅体験
体験後、専用車にて白山市へ
白山市内武道場にて弓道体験
＊武道場の事情により本誌への掲載見送り
金沢市内ホテルにチェックイン
市内レストランにて夕食

戦国～江戸時代に最も勢力を持った加賀藩（前田家）
のおひざ元である金沢を訪れ、座禅体験、また、白山市にて
弓道体験を楽しんでいただきます。

２

08:30
09:02
11:09
13:00
15:30
17:00

ホテルにて朝食
専用車（または徒歩）にて金沢駅へ
特急列車にて京都へ
着後、市内レストランにて昼食
極真会館京都支部にて空手体験
京都市内にて茶道体験
市内ホテルチェックイン（夕食各自）

京都では極真会館にて空手を体験していただき、武士の素
養としてもたしなまれた茶道も体験していただきます。

３

09:00

18:01
20:15
21:00

ホテルにて朝食
専用車にて京都市内の武家とゆかりのある
史跡見学
★石清水八幡宮
★六波羅蜜寺
★金閣寺
★銀閣寺
途中、市内レストランにて昼食
新幹線にて東京へ
東京着、電車にて都内ホテルへ
都内ホテル帰着

京都では、武家によって建立されるなど、武士とのゆかりが深
い史跡、寺社仏閣を訪問し、武家文化、精神に触れていた
だきます。

15

コース名 金沢・京都での弓道・空手体験コース
データベースから
参照した施設 白山市某武道場（石川県白山市）・極真会館京都支部（京都府京都市）

企画のポイント
金沢は加賀百万石・前田家の所領で昔ながらの史跡・文化が多く残っています。また、京都と並び訪日外国
人の人気エリアでもあります。今回は石川県にて弓道体験の他、
座禅も体験していただきます。また京都では空手を体験していただく他、武家に関係の深い史跡を訪問する内
容にて企画させていただきました。

（２）モデルコース案

（１）企画概要

金沢

京都

金沢

鈴木大拙館（予定）

白山市武道場

京都

六波羅蜜寺

銀閣寺

金閣寺

極真会館京都支部

石清水八幡宮

琵琶湖

３.データベースを活用したモデルコースの策定

（２）モデルコース案 紹介⑤


