
JAPAN SPORT NETWORK 主催「地域スポーツ政策イノベーションセミナー」 

第４回プログラム開催要項 
 

１．テーマ 

  第４回『海外都市にみるスポーツ政策〜なぜ海外事例なのか、どう活用するか〜』 

JSN ではスポーツ政策に係る海外の最新事例を配信している。国内及び海外にみるスポ

ーツ政策の類似点は何か、相違点は何かを明らかにする。海外の取組事例の意義を再考

し、どう活用するか考える。 

 

２．開催日時 

令和 2年 12月 3 日（木）15時 00分～16時 15分 

 

３．内容（予定） 担当：情報戦略課 阿部篤志・中村宏美 

15:00〜 導入：自治体の海外情報活用の現状と活用を巡る「誤解」 

15:30〜 情報提供：海外情報活用のコツ、JSN限定事例データベースの活用（実演） 

16:00〜 質疑応答、意見交換（チャット機能を活用） 

 

４．実施方法 

ウェブ会議サービス「Zoom」を用いたオンラインセミナー 

 当日はチャット機能を活用した質疑応答や、地方自治体における海外情報の活用

などについて意見交換を行います。 

 前日（12/2：16:00～16:30）に希望者には Zoomの接続テストを行うことが可能で

す。 

 

５．参加申込 

  11月 26日（木）までに①か②の方法でお申込みをお願いいたします。 

①参加申込書に記入のうえ、メールまたは FAXで申し込む。 

②オンラインフォーム URL又は QRコードにアクセスし、申し込む。 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43zUXs2iiU2F9Z5vNax2neF0hHL_

Q1RBvJ6cmnnC2hxUN0oxVlVQWVhDSkY4UlNWNUY5UExJNlNRRS4u 

 

 

 

６．問い合わせ 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 情報・国際部 

JAPAN SPORT NETWORK 

オンラインセミナー担当：池野・樽見 

TEL 03-5410-9161（直通）FAX 03-5410-8870 

Email jsnet@jpnsport.go.jp 

 

第４回参加申込用

QRコード 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43zUXs2iiU2F9Z5vNax2neF0hHL_Q1RBvJ6cmnnC2hxUN0oxVlVQWVhDSkY4UlNWNUY5UExJNlNRRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43zUXs2iiU2F9Z5vNax2neF0hHL_Q1RBvJ6cmnnC2hxUN0oxVlVQWVhDSkY4UlNWNUY5UExJNlNRRS4u
mailto:jsnet@jpnsport.go.jp


JAPAN SPORT NETWORK オンラインセミナー参加者の皆様へ 

 

 

 

個人情報の使用許諾ならびに撮影等肖像権の同意について 

 

 

 

オンラインセミナーへの参加にあたり、個人情報ならびに肖像権に関して以下のとおりお

取り扱い致します。 

 

 

１．個人情報の取り扱いについて 

・ご提出いただいた個人情報は、JSCが主催するセミナーに係る連絡・確認等の事務管

理並びにスポーツ推進に係る調査のために使用します。 

・ご記入いただいた個人情報について、第三者へ提供することはありません。 

・個人情報の取扱いについて、委託することはありません。 

・個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去

及び第三者への提供の停止に応じる窓口はお問合せ先と同じです。 

 

 

２．撮影等肖像権に関する取扱いについて 

・本セミナーにおいて主催者が撮影・録画した映像を、インターネットによって配信す

る場合があります。 

・本セミナーにおいて主催者が撮影・録画した静止画・動画を、JSCの広報活動、各種

報告書及び JSCウェブサイト等に使用する場合があります。 

・その他、セミナー登壇者や講師などの JSC 関係者が所属先での活動報告等に使用する

ため、セミナーで撮影した静止画や動画を提供することがあります。 

 

 

 

 

 

＜お問合せ＞ 

（独）日本スポーツ振興センター情報・国際部企画運営課 TEL 03-5410-9161 

 

 

 

 



 FAX 03－5410－8870  

JAPAN SPORT NETWORK 主催「地域スポーツ政策イノベーションセミナー」 

（1203）第４回プログラム参加申込書 

 

自治体から複数のご参加の場合は、個別にお申込みいただきますようお願いいたします。 

記載のメールアドレスに「受付完了メール」をお送りしますのでご確認ください。  

基 礎 情 報 

１．氏名（カナ） 
 

２．自治体名（カナ） 
※都道府県名からご記入ください 

３．所属（部署・役職） 
 

４．メールアドレス 
※Zoom接続先 URLをお送りします 

５．緊急連絡先 
※当日連絡が取れる連絡先 

６．同意の確認 

別紙「個人情報の使用ならびに撮影等肖像権の同意について」をお読みい

ただき、同意の確認（☑）をお願いします。 

 

 個人情報の使用ならびに撮影等肖像権について同意します 

事 前 ア ン ケ ー ト  

●あなたの部署の海外情報の収集・活用について現状を教えてください。 

① 海外情報の「収集」について、当てはまるもの全てに「☑」をお願いします。 

 海外視察 

 有識者や専門家からの聞き取り 

 国や他自治体が収集した情報（海外視察報告書など）の参照 

 国内の新聞や雑誌など 

 JSCから配信される情報（週 2回のメールニュースやデータベース） 

 グーグルなどの検索による海外ウェブサイトの閲覧 

 特定の海外ウェブサイトの閲覧（サイト名：                など） 

 いずれも当てはまらない／ 海外情報を収集していない 

 

②海外情報の「活用」について、当てはまるもの全てに「☑」をお願いします。 

 グーグル翻訳などの機械翻訳を用いている 

 部署内に英語（外国語）を理解できる職員（自分を含む）がいる 

 他部署に英語（外国語）を理解できる職員がおり必要に応じて協力を得ている 

 外部の有料サービスや市民ボランティアなどを必要に応じて活用している 

 （日本語で収集可能なものを除き）外国語の情報には対応していない 



JAPAN SPORT NETWORK 主催「地域スポーツ政策イノベーションセミナー」 

第５回プログラム開催要項 
 

１．テーマ 

  第５回『スポーツ国際展開〜未開拓分野の可能性〜』 

スポーツ政策における新しい領域としてのスポーツ国際展開について、その概念及び

構成要素、効果を整理し、自治体のスポーツ政策としての可能性を探る。 

 

２．開催日時 

令和 2 年 12 月 10 日（木）15 時 00 分～16 時 15 分 

 

３．内容（予定） 

  14:30〜 （Zoom オープン 接続・機能についての確認） 

15:00～ イントロダクション 

  15:10～ プレゼンテーション（JSC 情報・国際部） 

  15:30～ パネルディスカッション（登壇者：JSC 情報・国際部 / 地域） 

  16:00～ ディスカッション 

16:10～ クロージング 

 

４．実施方法  

ウェブ会議サービス「Zoom」を用いたウェビナー 

 当日は、Zoom のウェビナー機能を用いて実施するため、パネルディスカッション

までは参加者はビデオ・音声はオフの状態での参加となります。質疑応答やスポー

ツ国際展開に関する意見交換はチャット機能を活用して行います。 

 16:00 から、全ての参加者のビデオ・音声をオンにさせていただきます。 

 前日（12/9：16:00～16:30）に希望者には Zoom の接続テストを行うことが可能です。 

 

５．参加申込 

  12 月 3 日（木）までに①か②の方法でお申込みをお願いいたします。 

①参加申込書に記入のうえ、メールまたは FAX で申し込む。 

②オンラインフォーム URL 又は QR コードにアクセスし、申し込む。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43zUXs2iiU2F9Z5vNax2neF0hH

L_Q1RBvJ6cmnnC2hxUOVpVSVdaT1JPUlkwWUpPSlkwRzVMOERGRi4u 

 

６．問い合わせ 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 情報・国際部 

JAPAN SPORT NETWORK 

オンラインセミナー担当：池野・樽見 

TEL 03-5410-9161（直通）FAX 03-5410-8870 

Email jsnet@jpnsport.go.jp 

 

第５回参加申込用

QRコード 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43zUXs2iiU2F9Z5vNax2neF0hHL_Q1RBvJ6cmnnC2hxUOVpVSVdaT1JPUlkwWUpPSlkwRzVMOERGRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43zUXs2iiU2F9Z5vNax2neF0hHL_Q1RBvJ6cmnnC2hxUOVpVSVdaT1JPUlkwWUpPSlkwRzVMOERGRi4u
mailto:jsnet@jpnsport.go.jp


JAPAN SPORT NETWORK オンラインセミナー参加者の皆様へ 

 

 

 

個人情報の使用許諾ならびに撮影等肖像権の同意について 

 

 

 

オンラインセミナーへの参加にあたり、個人情報ならびに肖像権に関して以下のとおりお

取り扱い致します。 

 

 

６．個人情報の取り扱いについて 

・ご提出いただいた個人情報は、JSC が主催するセミナーに係る連絡・確認等の事務管

理並びにスポーツ推進に係る調査のために使用します。 

・ご記入いただいた個人情報について、第三者へ提供することはありません。 

・個人情報の取扱いについて、委託することはありません。 

・個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去

及び第三者への提供の停止に応じる窓口はお問合せ先と同じです。 

 

 

２．撮影等肖像権に関する取扱いについて 

・本セミナーにおいて主催者が撮影・録画した映像を、インターネットによって配信す

る場合があります。 

・本セミナーにおいて主催者が撮影・録画した静止画・動画を、JSC の広報活動、各種

報告書及び JSC ウェブサイト等に使用する場合があります。 

・その他、セミナー登壇者や講師などの JSC 関係者が所属先での活動報告等に使用す

るため、セミナーで撮影した静止画や動画を提供することがあります。 

 

 

 

 

 

＜お問合せ＞ 

（独）日本スポーツ振興センター情報・国際部企画運営課 TEL 03-5410-9161 

 

 

 

 



 FAX 03－5410－8870  

JAPAN SPORT NETWORK 主催「地域スポーツ政策イノベーションセミナー」 

（1210）第５回プログラム参加申込書 

 

自治体から複数のご参加の場合は、個別にお申込みいただきますようお願いいたします。 

記載のメールアドレスに「受付完了メール」をお送りしますのでご確認ください。 

 

基 礎 情 報 

１．氏名（カナ） 

 

２．自治体名（カナ） 

※都道府県名からご記入ください 

３．所属（部署・役職） 
 

４．メールアドレス 

※Zoom 接続先 URL をお送りします 

５．緊急連絡先 
※当日連絡が取れる連絡先 

６．同意の確認 

別紙「個人情報の使用ならびに撮影等肖像権の同意について」

をお読みいただき、同意の確認（☑）をお願いします。 

 

 個人情報の使用ならびに撮影等肖像権について同意します 

 

 

 

 

 

 

 

 

※JSC 記入欄 

受付日 

 

受付担当者 データ管理  

 

 


