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◇ 本会議で言う「スポーツ観光」とは 
        
  ◎ スポーツを通じて、地域の活性化を図るものや、新たな産業（※）や雇用の創出等 
           地域経済の振興に資するもの 
           ※ 新たな産業 ： インストラクター業 ・ 貸し用具業 ・ スポーツ専門宿泊業 等 
 
 
 
 
 

                                                               
 

 
 
その①    京都府の資源・特性等を踏まえ、 京都府にふさわしい 
         スポーツ観光とは、どのようなものか？ 
                               （種目・対象・規模等） 
 
 
その②    京都府でスポーツ観光を推進していくためには、どのような 
         推進体制がふさわしいと考えられるか？ 
 
 
 
 
 



スポーツ観光の成功例 
 

① 全国各地で人気の「ウルトラマラソン」大会 
 

• 近年のランニング・ジョギングブームは「東京マラソン」の影響が大きい。 
• 制限時間を7時間と大幅に延長されたことで初心者でも参加可能。市民エントリーが大幅に増えるきっかけ。 
• 他都市でも制限時間延長を認める流れとなり、ランニング人口と市民参加型都市型マラソン開催数が増加。 

• フルマラソンの「次の目標」であるウルトラマラソンが注目される。 
• サロマ湖一周、オホーツク海の絶景コースの「サロマ湖100㎞ウルトラマラソン」は日本最大規模。 

28回開催され国内外から4,000人のランナーが参加。 
• 「隠岐の島ウルトラマラソン」が最近、注目を集めている。最強市民ランナー埼玉県庁職員 川内選手も参加。 
島外からの定員は650人であるが、これは隠岐の島で受入可能な宿泊数。隠岐の島の場合、前後に宿泊滞
在しなければ参加が困難であることから、島民全体で協力体制をつくる一大イベントとなっている。 

 
  高知県四万十市「四万十川ウルトラマラソン」 
 

• 19回開催され、定員2,000人に対し全国から4,500人の応募がある。 
• ウルトラマラソン参加者のみでなく、受け入れる地域も元気になる地域活性化事業として開催。 
• 日本一美しい四万十川を一周する100㎞ウルトラマラソンであることがポイント。 
  100㎞の距離のため、前日の宿泊や終了後の温泉治癒など地元への確実な経済効果。 
• 地域のボランティアに支えられる「手作り感」が魅力となっている。 

• 参加ランナーと地元住民の交流、地元産品のＰＲなど。 
 

スポーツ観光事例調査結果 
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② 新潟県佐渡市「佐渡国際トライアスロン大会」 
 

• 日本最初の大会「宮古島」と同様に認知され、国内外から多くのエントリー。 
• 佐渡島の魅力をスポーツとともに発信、島への直接的な経済効果をもたらしている。 
• 25回を迎えた本年大会には定員1,500人のところ、2,444人がエントリーし抽選となる。 
  受付から閉会式まで4日間のプログラムで構成。3泊から4泊の滞在が必要なため、経済効果となっている。 
• 人気タレントが参加しテレビ中継され、観光地「佐渡島」の魅力を発信。波及効果大。 
• ただし、過酷な競技の「トライアスロン」は危険を伴う。主催者側の綿密な計画と体制の確保、準備コスト大。 

 
 ＴＡＮＴＡＮロングライドの事例 

 

• 丹後（ＴＡＮ）から中丹（ＴＡＮ）を自転車で一周する府内最大ロングライドイベント。 
• 2回目である本年は、エントリー数、参加者数、完走者数ともに増え1,000人を超える。 
• コースは、天橋立、伊根の舟屋、由良川、山陰海岸ジオパーク等多彩な景観。 

• 地域全体で受け入れようとする機運が醸成されてきている。 
• 全国的に認知され、地域活性化に繋がる事業として大きく育てていくためには、実施していくことが大切。 
継続することが必要である。 
 

海外へのスポーツ観光展開の事例 
 

• 山口県下関市「下関海響マラソン」 
• 韓国からの市民ランナーエントリー増加から、「下関海響マラソン2013」で、日韓市民ランナーの交流イベン
トが開催される。 

• その他 
• 石川県金沢市「金沢マラソン」台湾と韓国でＰＲ。 
• 名古屋市や神戸市は都市マラソン大会を目玉として組み立てた旅行商品をＰＲ。 



      海・山などの自然地形などのフィールド  

京丹後市／久美浜湾 

小天橋と称される砂洲で、湾口をふ
さがれた内海。ドラゴンカヌー選手権
大会等が開催される。 

福知山市／酒呑童子の里 

森林浴、キャンプや林間学校、
ハイキング、ゆき遊びと四季
折々の自然が楽しめる。起伏
が大きく自転車の難コースと
しても設定されている。 

舞鶴市／由良川河口 

午前・午後と風向きが変化。
ウィンドサーフィン・パラグライ
ダーなどのスポーツが盛ん。  

宇治市／宇治川  

平等院など歴史資産にも恵ま
れ、風光明媚な景観がある。
宇治川マラソン、スタンプラ
リーなどが開催される。 

和束町／茶畑 

京都府景観資産第１号に選ばれた原
山の茶畑景観。茶の道サイクリング、
ヒルクライムや観光を楽しむマラニック
の大会などが開催されている。 

舞鶴市・綾部市・福知山市
／由良川 
由良川沿いをサイクリング
ロードとして活用。 

城陽市・京田辺市・木津川市・
井手町・笠置町等／木津川 

淀川水系の支流で一級河川。
カヌーツーリングなど盛んで、
「笠置」から「大阪」まで４日で
下るイベントなどを実施。 

京都市／ 

京都市街を取り囲む山々を中心に、全
長約７０キロのコースと、京北エリアを
一周する全長約４０キロのコースなど
の古都京都を巡るトレイルなど活用が
検討できる。 

南丹市／美山かやぶきの里 

日本の原風景の中を走るサ
イクリングイベントなどのス
ポーツが盛ん。 

京丹後市／八丁浜 

ビーチ中央部は、八丁浜の中
でも特に良い波が立ち、八丁
浜の良質な波は、サーフィン日
本選手権で日本海側の会場に
も選ばれたことがある。 

京都市・木津川市等／ 
京都八幡木津自転車道 

京都嵐山から木津川市泉大橋ま
で４５㎞の区間で整備されたサイク
リングロードがある。 
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京都府内既存スポーツ事業一覧
大会名 主催者 開催場所 参加者数 開催時期

丹後半島全日本ラリー選手権 大阪電気通信大学体育会自動車部
丹後文化会館～

森林公園スイス村
5,740（来場者数） 8月

よさの大江山登山マラソン大会 よさの大江山登山マラソン実行委員会 大江山運動公園～大江山 816 9月
天橋立ツーデーウオーク 天橋立ツーデーウオーク実行委員会 天橋立一帯 1,242 9月

丹後

関西学生陸上競技連盟関西学生対校駅伝

歴史街道丹後100kmウルトラマラソン 

TANTANロングライド実行委員会
　・京都府　　・福知山市　　　・舞鶴市　　・綾部市
　・宮津市　　・京丹後市　　　・伊根町　　・与謝野町
　・（公社）京都府観光連盟　 ・福知山観光協会
　・舞鶴観光協会　　　　　　　 ・綾部市観光協会
　・（社）天橋立観光協会　　　・京丹後市観光協会
　・伊根町観光協会　　　　　　・与謝野町観光協会
　・福知山商工会議所          ・福知山市商工会
　・舞鶴商工会議所             ・綾部商工会議所
　・宮津商工会議所             ・京丹後市商工会
  ・伊根町商工会                ・与謝野町商工会
  ・KTR北近畿タンゴ鉄道株式会社
  ・丹後海陸交通株式会社   ・京都交通株式会社
  ・京都府自転車競技連盟   ・京都サイクリング協会
  ・京都府自転車軽自動車商協同組合

～京都うみ・やま・さと～TANTANロングライド

320 11月

9月3,307

歴史街道丹後100kmウルトラマラソン実行委員会
　・京丹後市
　・京丹後市教育委員会
　・京丹後市商工会
　・京丹後市体育協会
　・京丹後市観光協会
　・京丹後交通安全協会
一般財団法人　京都陸上競技協会、北丹陸上競技協会

七竜峠～久美浜湾～浅茂川
漁港～碇高原牧場

久美浜・浜公園～八丁浜シー
サイドパーク～京丹後市大宮

庁舎付近～宮津市役所

8月1,000
京丹後市ドラゴンカヌー大会実行委員会
 ・京丹後市
 ・久美浜ドラゴンカヌー振興会

ドラゴンカヌー選手権大会 久美浜湾

1,144 6月
丹後半島～天橋立～私市円

山古墳公園～福知山

中丹
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京都丹波ロードレース大会
京丹波町、南丹市陸上競技協会、京丹波町体育協会
京都府立丹波自然運動公園

丹波自然運動公園～京丹波
病院～竹野小学校～丹波自
然運動公園

4,190 11月

日吉ダムマラソン 日吉ダムマラソン実行委員会 府民の森ひよし（ダム周辺） 2,725 4月
ほづがわチャリティ・ファンラン ほづがわチャリティ・ファンラン実行委員会 亀岡市保津川河川敷 500 12月

京都美山サイクルロードレース 美山ロード実行委員会
美山支所～長谷運動公園～
九鬼ヶ坂峠～美山支所

800 5月

京都スポーツ祭典　京都ロードレース大会 新日本スポーツ連盟京都府連盟、京都ランナーズ 嵐山東公園（嵐山、桂川周辺） 1,260 3月

全国高等学校駅伝競走大会 日本陸上競技連盟、全国高体連、京都陸上競技協会
西京極総合運動公園～国際
会館～西京極総合運動公園

1,000 12月

全国都道府県対抗女子駅伝 日本陸上競技連盟、京都陸上競技協会
西京極総合運動公園～国際
会館～西京極総合運動公園

1,000 1月

全国車いす駅伝 京都陸上競技協会
国際会館～西京極総合運動
公園

250 3月

バレーボール　ワールドグランドチャンピオンズカップ 国際バレーボール協会、日本バレーボール協会 府立体育館 11月
テニス　島津カップ 日本テニス連盟 府立体育館 3月
テニス　ＧＳユアサオープン 日本テニス連盟 府立体育館 9月

京都

南丹

舞鶴赤れんがハーフマラソン

舞鶴市（主催）
舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会（主管）
 ・舞鶴市           ・(一財)舞鶴市スポーツ協会
 ・海上自衛隊舞鶴地方隊   ・海上自衛隊第21航空群

福知山マラソン

福知山マラソン実行委員会
  ・福知山市              ・福知山市教育委員会
  ・（一財）京都陸上競技協会  ・福知山市陸上競技協会
  ・（一財）福知山市体育協会

10,000 11月
三段池公園～大江町二箇下

～三段池公園

東体育館～前島埠頭～海上
自衛隊北吸岸壁～日本板硝
子舞鶴事業所～舞鶴赤れん

がパーク

京都マラソン 2月16,000
西京極総合運動公園～渡月
橋～仁和寺～宝ヶ池・国立京

都国際会館～平安神宮

中丹

11月500京都府、一般財団法人京都陸上競技協会鴨川ジョギング＆ウォーキング大会 鴨川の賀茂大橋（鴨川沿い）

京都市、一般財団法人京都陸上競技協会 （主催）
京都マラソン実行委員会（企画・運営）
一般財団法人京都陸上競技協会（主管）

2,469 10月



京都スポーツ祭典陸上競技大会 新日本スポーツ連盟京都府連盟、京都ランナーズ 山城総合運動公園 1,045 9月
京都ご当地グルメリレーマラソン 京都ご当地グルメリレーマラソン実行委員会 山城総合運動公園 3,000 10月

城陽マラソン大会
城陽マラソン実行委員会（主催）
城陽市体育協会（主管）

文化パルク～南部コミセン～
木津川堤防～文化パルク

2,068 3月

八幡市民マラソン大会 市民マラソン大会実行委員会
八幡市民スポーツ公園～木津
川左岸堤防～八幡市民ス
ポーツ公園

2,000 12月

京都木津川マラソン大会 京都木津川マラソン大会実行委員会
草内木津川運動公園～木津
川サイクリングロード～草内木
津川運動公園

5,000 2月

ＴＯＰＥＡＫ（トピーク）　ゆぶね　行楽弁当　エンデューロ
ゆぶねMTB Project（主催）
NPO法人IBO,Japan（主管）

和束町湯船森林公園 100 9月

木津川カヌーの日 琵琶湖・淀川流域圏提携交流会 木津川・淀川 120 9月

山城

2月4,024

宇治川マラソン大会実行委員会
 ・宇治市　　　・宇治市教育委員会
 ・（財）宇治市体育協会　・宇治市スポーツ推進委員協議会
 ・宇治市体育振興会連合会 ・宇治市中学校体育連盟
 ・宇治商工会議所   ・（公社）宇治市観光協会
 ・宇治茶商工業協会  ・宇治市茶業青年会
 ・（社）宇治青年会議所  ・宇治市子ども会連絡協議会
 ・（公財）京都府公園公社   ・（公財）宇治市公園公社

宇治川マラソン大会

山城総合運動公園～宇治川
白川浜～源氏物語ミュージア
ム～黄檗公園～山城総合運

動公園


