長野県スポーツコミッション定期総会

次第

日時： 令和元年（2019 年）５月 24 日（金）
13:30～16:00
場所： 長野県庁 講堂
１

開 会

２

あいさつ
長野県副知事

太田

議 題
（１）平成 30 年度
（２）平成 31 年度
（３）その他

寛

３

４

長野県スポーツコミッション事業報告について
長野県スポーツコミッション事業計画（案）について

事前合宿誘致事例発表
①「長野市の事前合宿誘致の取組－デンマーク（競泳）－」
長野市スポーツ課 スポーツコミッション推進室長 高池

正之 氏

②「上田市の事前合宿誘致の取組－イタリア（ラクビー）－」
上田市交流文化スポーツ課

ラクビーワールドカップ国際交流担当幹
小出

５

茂樹

氏

基調講演
演題：「ラグビーワールドカップ 2019™に期待すること」
講師：(一社)PRAS 代表理事/日本ラクビーフットボール協会普及育成部 ROD
冨岡 耕児（とみおか・こうじ）氏

６

閉 会

平成３０年度

長野県スポーツコミッション事業報告
【事業費(県予算)：７,３９３千円】

１ 関係者とのネットワーク構築・運用
(1) 定期総会の開催 （H30.5.18）参加者：約 70 名
(2) 事前合宿誘致実践研修会（H30.5.18）
講師：長野県国際スポーツキャンプ戦略アドバイザー 上野 裕一氏
演題：
「事前キャンプが生み出す『シビックプライド』～あなたの街への誇りと
愛着～」
(3)基調講演（H30.5.18）
講師：マカオトライアスロン代表ヘッドコーチ 安藤 健太 氏
演題：演題「トレーニングキャンプに求められる場所～海外チームはこう考え
ている～」
(4) 会員へのメールマガジン（15 回）、フェイスブック（23 回）による情報発信
会員からの情報、事務局が入手した情報等を定期的に会員へ発信
２

対象スポーツ大会（主なもの）
大会名

開催時期

国・都市

第 18 回アジア競技大会

2018 年 8 月

インドネシア・ジャカルタ

第 18 回世界水泳選手権大会

2019 年 7 月

韓国・光州

ラグビーワールドカップ 2019TM 2019 年 9-11 月

日本・12 都市

2019 年柔道世界選手権大会

2019 年 8 月

日本・東京都

2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会

2020 年 7-9 月

日本・東京都ほか

2022 年北京冬季オリンピック
・パラリンピック競技大会

2022 年 2-3 月

中国・北京市、河北省

３ 海外政府機関、競技団体等への誘致活動（主なもの）
(1) 駐日中国大使館への要請（H30.4）
阿部知事と駐日中国大使館の程栄華特命全権大使との会見の際に事前合宿の誘致
に対する協力を要請。
(2)中国国家体育総局への要請
（H30.3）
倪会忠主任が来県した機会を捉え、中国国家体育総局の苟仲文局長に対し、事前
合宿誘致への協力等を依頼する知事親書を手交。
（H30.4）
苟仲文局長より、長野県での事前合宿を前向きに検討する旨の返書あり。
（H30.9）
阿部知事を表敬訪問した高志丹副局長に対し、事前合宿誘致への協力等を要請。
(3)アメリカトライアスロンチームヘの要請（H30.5）
太田副知事を表敬訪問したアメリカトライアスロンチームの関係者に対し、県内での
事前合宿を要請。

(4)2018 世界ボート選手権大会における誘致（H30.9）
ブルガリアで開催された標記大会会場に設置されたオリンピック事前合宿合同ＰＲ
ブースに出展する下諏訪町の誘致活動に協力するため、職員を派遣。
(5)「Sports Camp Japan」大使館アピールイベントへの参加（H30.10）
東京で開催された全国知事会主催のアピールイベントに参加し、各国大使館関係
者へのＰＲ活動を実施。
(6)駐日クロアチア共和国大使への要請（H30.11）
阿部知事を表敬訪問した駐日クロアチア共和国大使館のドラジェン・フラスティ
ッチ大使に対し、ボート競技の事前合宿地として長野県を推薦いただくよう要請。
(7)ANOC（Association of National Olympic Committee）総会における誘致（H30.11）
東京で開催された標記総会におけるオリンピック事前合宿地ＰＲブースに県内
４市町村とともに出展し、各国オリンピック委員会関係者へのＰＲ活動を実施。
(8)2022 年北京冬季オリンピック・パラリンピック組織委員会への要請（H30.11）
阿部知事を表敬訪問した標記組織委員会の張建東実行副主席に対し、事前合宿誘
致への協力を要請
(9)駐日カザフスタン共和国大使館への要請（H30.12）
阿部知事を表敬訪問した駐日カザフスタン共和国大使館のイエルラン・バウダル
ベック・コジャタエフ特命全権大使に対し、事前合宿誘致への協力を要請
４

海外からの視察等への対応
海外からの事前合宿誘致について、市町村と連携し、各国 NOC 関係者等の視察
受入れを行った。
(1) アメリカトライアスロンチーム関係者（2 名）視察（小諸市・信濃町）（H30.5）
(2) マカオトライアスロンチーム（10 名）太田副知事表敬（県庁）（H30.7）
(3) 中国国家体育総局（高志丹副局長以下 5 名）視察（信濃町）（H30.9）
(4) 中国トライアスロン協会（陳笑然秘書長）視察（信濃町）（H30.11）
(5) アメリカトライアスロンチーム関係者（2 名）視察（小諸市）（H30.11）
(6) 中国柔道協会（冼東妹主席）視察（佐久市、小諸市、軽井沢町）（H30.11）

５

事前合宿等の誘致状況（2019.5.15 現在）
(1)海外ナショナルチーム等によるトレーニング・キャンプの誘致状況（別紙１）
(2)国内スポーツ合宿の誘致状況（別紙２）
＜首都圏総合活動拠点（銀座 NAGANO）設置した誘客推進員による誘致実績＞

６

スポーツ大会等広報活動
(1) 県内で開催される大会ＰＲ、大会を通じた地域の魅力発信
(2) 長野県内で行われるスポーツ大会の広報（県 HP に掲載）
(3) 長野県スポーツコミッションのフェイスブックによる情報掲載（H29.4.3～）
【県 HP】
http://www.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/event_cal/cal_month.cgi
【県 HP（障がい者スポーツ）】
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/
【フェイスブック】
https://www.facebook.com/naganosc/

平成３１年度

長野県スポーツコミッション事業計画
【事業費(県予算)：１０,６１３千円】

１ 関係者とのネットワーク構築・運用
（1）定期総会の開催
（2）会員へのメールマガジン・公式フェイスブックによる情報発信
・会員からの情報、事務局が入手した情報等を会員へ発信
（3）講演会・研修会の開催
・地域による事前合宿誘致事例発表、基調講演の開催
２

対象スポーツ大会・イベント(主なもの)
大会名
開催時期

国・都市

第 18 回世界水泳選手権大会

2019 年 7 月

韓国・光州

ラグビーワールドカップ 2019TM

2019 年 9-11 月

日本・12 都市

2019 年柔道世界選手権大会

2019 年 8 月

日本・東京都

2020 年 7-9 月

日本・東京都ほか

2022 年 2-3 月

中国・北京市、河北省

2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会
2022 年北京冬季オリンピック
・パラリンピック競技大会

３ 重点事業
(1) 長野県への事前合宿誘致に協力いただく「長野県国際スポーツキャンプ戦略ア
ドバイザー」を上野裕一氏に引き続き委嘱。特にヨーロッパからの海外チーム
の誘致を推進する。
(2) 長野県スポーツコミッション顧問と連携し、海外からの事前合宿等の誘致を推
進する。
(3) 首都圏総合活動拠点（銀座 NAGANO）に引続き、誘客推進員を設置。特に国内の
スポーツ合宿等の誘致を推進する。
(4）本県の強みが発揮できる競技に焦点を合わせ、誘致を推進する（トライアスロ
ン、ボート、柔道、自転車、陸上競技 など）。
（5）東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、都道府県で唯一、中国を
相手国とするホストタウンに登録していること、中国国家体育総局との間でス
ポーツ友好交流提携を強化させる覚書を締結していること等中国との緊密な関
係をアドバンテージに市町村と連携して誘致を推進する。
４ スポーツ大会広報活動（再掲）
（1）県内で開催される大会ＰＲ、大会を通じた地域の魅力発信
（2）長野県内で行われるスポーツ大会の広報（県 HP 等に掲載）
【県 HP】
http://www.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/event_cal/cal_month.cgi
【県 HP（障がい者スポーツ】
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/
【フェイスブック】
https://www.facebook.com/naganosc/

