
地域スポーツ政策イノベーション
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幅広いテーマ

全29講座

全国からオンライン
参加

▼セミナー情報

『スポーツ担当者向け全２９講座』８月から開催中！

2021年度のオンラインセミナーでは、幅広いテーマで基礎から実践・応用まで体系的に
学べるプログラムを提供いたします。また、昨年度ご参加いただいた方も新たな知識や
情報を獲得できます。
各プログラムで獲得した知識や情報を皆さんの業務や事業で活用いただき、新たなス
ポーツ事業の企画、政策立案等にお役立てください。

私どもJSCと地方公共団体の連携強化はもちろんですが、
このセミナーを通じて、日ごろ繋がりの無い地方公共団体同士の関係構築も
重要と考えております。情報共有の機会として有意義な時間を参加する
皆さんと一緒につくっていけたらと思います。
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JAPAN SPORT NETWORKでは、オンラインセミナーをきっかけに
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現に直接的・間接的に貢献していきます

オンラインセミナーを通して、地域とスポーツの活性化を図るとともに地域
で暮らすすべての人々の健康的な生活の実現を目指します。

オンラインセミナーは、政策イノベーションへ繋がる教育の機会を提供します。

オンラインセミナーでは、女性も講師として活躍します。また、障がい者を含
め、すべての人々のスポーツ参加について考えます。

環境へ配慮したオンラインセミナーを実施し、移動不要によるCO2削減や
ペーパーレス化による廃棄物の抑制ができます。

オンラインセミナーでは、地方公共団体や民間企業などとの協働によりプロ
グラムを提供します。



テーマ01 「政策イノベーション ～スポーツ政策革新の実態と課題～」

第1回（基礎編）8月18日（水）15:00-15：45（45分）
政策革新（イノベーション）とは何か。なぜ、政策革新なのか。スポーツ政策領域における政策革新の実態と課題に
ついて概説し、自治体における今後のスポーツ政策の在り方について考えます。

第2回（応用編）8月30日（月）15:00-16:15

スポーツ政策革新における自治体の抱える障壁は何かを掘り下げて考えます。それらの障壁を軽減し、自治体のス
ポーツ政策革新を促進するためには、どのような対策や支援が必要かを考えていきます。

第3回（実践編）9月13日（月）15:00-16:15

自治体のスポーツ政策革新の事例の１つに福岡県の「地域スポーツイノベーションカレッジ」の新設があります。本
事業を創設するまでのプロセスを関係者とともに振り返り、スポーツ政策革新をどう実現するか考えていきます。

テーマ02 「スポーツ参加促進策 ～ターゲットとアプローチを問う～」

第1回（基礎編）9月27日（月）15：00-15：45（45分）
地方スポーツ政策の柱の１つであるスポーツ参加促進について、問い直します。今後のスポーツ参加促進策における
真のターゲットとは誰か、ターゲットにどのようにアプローチするか、最新の理論やデータから考えます。

第2回（応用編）10月6日（水）15:00-16:15

今後のスポーツ参加促進策を企画するために正しい問いとは何か。その問いを明らかにし、問いに対する正しい答え
を見つけ出すためにどのような情報や知識が必要か、考えます。

第3回（実践編）10月27日（水）15:00-16:15

運動・スポーツ無関心層の行動変容を促す方策の１つとして、クチコミが注目されています。健康ビジネス分野にお
けるクチコミの実践例を学び、自治体のスポーツ参加促進策におけるクチコミについて考えます。

テーマ03 「スポーツ未実施者層へのアプローチ ～自治体の実証モデルからみえたこと～」

第1回（基礎・応用編）10月13日（水）15：00-16：15
JSN共催事業の「Active For Sleep プロジェクト（睡眠改善×スポーツ）」の取組事例と成果を紹介するとともに、
スポーツ未実施者層とはどう人たちなのか、またスポーツ未実施者層を対象としたアプローチ等について考えます。

第2回（基礎・応用編）10月20日（水）15：00-16：15
JSN共催事業の『Read BOOK Lead ACTIVEプロジェクト（図書館×スポーツ）』の取組事例と成果を紹介し、ス
ポーツ未実施者層へのアプローチについて、地域に必ず存在するが、一見、スポーツとは対極にみえる「図書館」に
着目して、これまでにないターゲットの特定とターゲットと繋がる方法（チャネル）から考えていきます。

Ⅰ プログラム一覧（全２９講座）

※このプログラムは「テーマ02」と関連が高いため、併せて受講することをお勧めします

2

終了しました

終了しました

終了しました



テーマ04 「海外都市にみるスポーツ政策 ～なぜ、海外事例なのか、どう活用するのか～」

第1回（実践編）8月25日（水）15:00-16:15

海外事例を活用して独自の取り組みを進める国内自治体の事例を紹介します。なぜ海外事例に着目したのか、どのよ
うにして業務に落とし込んだのかなどの実践知を共有しながら、JSN参加自治体が海外事例を活用するときのポイント
を考えます。

第2回（応用編）9月8日（水）15:00-16:15
人口1万〜5万人規模の市町村での海外事例の活用を想定したデモンストレーション会議（自治体職員とJSC職員によ
る施策検討会）を公開します。自治体の住民アンケート調査結果（地域データ）やJSNのデータベースに掲載されてい
る海外事例を実際に用いた議論を行い、地域の課題を解決する新たな企画案を考えます。情報・データを組み合わせ
た現状分析や施策検討の進め方のイメージを持ちたい方にお勧めです。

第3回（基礎編）9月17日（金）15:00-16:15
JSNから提供される海外事例の種類や特徴、データベースの使い方、自治体業務での活用方法などを分かりやすく解説
します。ご自身の知識獲得や新規事業の企画・立案、会議や意思決定過程でのエビデンス情報としての海外事例の活
用など、さまざまな情報資源のなかから役に立つものを取り出し、有効に活用することに関心のある方にお勧めです。

テーマ05 「スポーツを通じた共生社会 ～障がい者のスポーツ参加促進のための方策と仕組み～」

第1回（基礎編）8月19日（木）※時間は調整中のため、メールにてお知らせいたします＜LIVE配信＞
JSN共催事業「GameChanger プロジェクト～パラスポーツで社会を変える～」に参加する自治体でどのような取組
が展開されているか、東京2020大会に合わせて開催されている「TeamNL Tokyo Expo」からライブ配信します。

第2回（応用編）10月18日（月）15:00-16:15

障がい者のスポーツ参加を促すためには地域に暮らす障がい者に関することをよく理解し、どのようにスポーツ参加
を促していくか、その具体的な方策を検討することが重要です。GameChangerプロジェクトに参加する自治体事例
を参考にスポーツを実施する障がい者とはどういう人なのか等、深く考えていきます。

第3回（応用編）11月15日（月）15:00-16:15
障がい者のスポーツ参加を促すには、1回のイベントを催すだけでなく、継続的にスポーツに参加する場や機会をどの
ように整備するのか、重要な論点となります。障がい者が継続的にスポーツに参加するうえで求められる持続可能な
環境とは何か等について、深く考えていきます。

テーマ06 「スポーツ国際開発 ～理論と実践～」

第1回（基礎編）2月9日（水）15：00-16：15

スポーツ国際開発とは何か。その基礎理論、対象領域、活動形態、実践例などスポーツ国際開発分野の全体像を知る
とともにスポーツ国際開発は地域にどのような効果をもたらし得るかを考えます。

Ⅰ プログラム一覧（全２９講座）
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申込受付中

終了しました

終了しました



テーマ07 「スポーツ国際展開 ～未開拓分野の可能性～」

第1回（基礎編）9月1日（水）15:00-16:15

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っていきます。

第2回（実践編）9月22日（水）15:00-16:15

スポーツ国際展開を推進するための第一歩は、自治体の取組や資源を知ってもらうことである。「実際に国際的な情報
発信を行うにはどうしたらいい？」という疑問に答えるべく、国際会議やイベントの活用方法や事前準備の具体例を紹
介する。また、今年度開催予定の主要国際会議を例に、テンプレートを用いて今後活用可能な基礎資料を作成する。

第3回（応用編）9月29日（水）15:00-16:15

本編では、さらに今年度（または来年度以降）開催される国際会議への参加を希望する自治体が、それらの機会を有効
に活用し、適切なネットワークづくりと効果的な情報発信ができるように、目的別の国際会議の選定〜参加方法の検討
〜事前準備までを実践形式（ワークショップ）で体験する。

テーマ08 「スポーツ国際連携 ～スポーツ振興や地域活性化に繋がる国際交流・連携の在り方～」

第1回（基礎編）11月24日（水）15:00-16:15

少子高齢化や人口減少等を踏まえた地域スポーツの課題解決における切り口の一つとして「国際」という視点を持つ
ことは重要となります。本編では、JSCでのMOU等に基づく国際交流・連携の取組と成果を通して、地方自治体が国
際交流・連携を推進する上で重要な観点を紹介します。

第2回（実践編）12月8日（水）15:00-16:15

多くの自治体が姉妹都市やスポーツを通じた国際交流を展開しています。本編では、実際に国際交流・連携を実施し
た自治体から直面した課題や、その解決策について共有していただきます。様々な事例の検討を通じて、国際交流・
連携をより具体的に推進する方策についての理解を深めます。

第3回（応用編）12月20日（月）15:00-16:15

自治体の豊かな未来につながる国際交流・連携を実現する上で重要なのは「継続性」です。本編では、継続的な国際
交流・連携が地方行政にもたらす多様なメリットについて考えます。また、「継続性」と「有益性」を担保するため
に必要な準備や仕掛け方について具体的な事例をもとに紹介していきます。

テーマ09 「国際スポーツイベントの招致・開催のための基礎知識 ～ノウハウと最新の知見～」

第1回（基礎編）2月17日（木）15:00-16:15
新型コロナ感染症の影響により、国際スポーツ界の情勢や取り巻く社会環境は様々な面で大きく変化しております。
本セミナーでは新たな変化を見せる国際潮流について全容を明らかにし、その上で、ポスト東京2020を見据えた国際
スポーツイベント招致・開催の活用の意義（地域創生や地方活性化）について、わかりやすく解説し、参加者からの
疑問点についてお答えします。

第2回（応用編）2月21日（月）15:00-16:15

国際競技大会をはじめ、各種スポーツイベントが地域活性化に及ぼす効果について確認したうえで、世界における国
際競技大会の開催実態からみた戦略と可能性について、最新の研究知見をもとに探っていきます。

Ⅰ プログラム一覧（全２９講座）
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申込受付中



テーマ10 「スポーツを通じたSDGｓへの貢献 ～持続可能な開発と経済・社会・環境面におけるスポーツ～」

第1回（基礎編）2月3日（木）15:00-16:15
スポーツと持続可能な開発目標（SDGs）の接点はどこにあるのかを紐解きながら、関連する国際政策の動向や地
方政策における取り入れ方を解説し、SDGsへの貢献を最大化するためのスポーツに基づく施策の在り方を検討し
ていきます。

テーマ11 「ウィズコロナにおけるスポーツ推進 ～自治体事例と最新調査からともに考える～」

第1回（実践編）11月10日（水）15:00-16:15

新型コロナウイルスの感染対策をきっかけに従来のスポーツ事業をオンライン化した自治体が多く存在します。その
オンライン事例について紹介し、その成果をもとに参加自治体同士で情報交換を行います。また、オンラインとリア
ル（参集）を併用した最新のハイブリッド事例についても取り上げていきます。

第2回（応用編）12月16日（木）15:00-16:15
2021年度ＪＳＮが実施する「新型コロナウイルスワクチン接種とスポーツ活動に関する認識調査」の結果をもとに感
染対策を講じたスポーツ推進の在り方について提言し、参加自治体の皆さんとともに考えていきます。

テーマ12 「スポーツ・インテグリティ～地域スポーツのインテグリティを確保するためには～」

第1回（基礎編）12月10日（金）15:00-16:15

スポーツ・インテグリティとは何か？ガバナンス・コンプライアンスの欠如、暴力・ハラスメント、ドーピングなど、
スポーツの価値を脅かすできごとは身近にあります。その背景や起こりうる状況について考えながら、問題を未然に
防ぐために「自分たちにできること」を考えていきます。

テーマ13 【スペシャルセッション】「これからの地域とスポーツの発展に向けて」

2月25日（金）15:00-16:15
地域スポーツの推進に関わるすべての人にとって、有意義な機会を企画しております。
詳細は開催要項でお知らせいたします。

Ⅰ プログラム一覧（全２９講座）

第2回（特別編）1月17日（月）15:00-16:15
「スポーツをよりよく推進していくために「スポーツ」とその価値にどのように向き合うか？」
急激に社会が変化するなかで、「スポーツ」との関わりも変化していくと考えられます。
特別編では、今後、行政やスポーツ関係者がスポーツをよりよく推進していくために「スポーツ」とその価値にどの
ように向き合うか、共有していきます。
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終了しました



Ⅱ プログラム日程表（全２９講座）日程変更版

テーマ
No

テーマ・タイトル 第１回 第２回 第３回

０１
政策イノベーション
～スポーツ政策革新の実態と課題～

8/18(水)
15:00－15:45

※45分

8/30(月)
15:00－16:15

9/13(月)
15:00－16:15

０２
スポーツ参加促進策
～ターゲットとアプローチを問う～

9/27(月)
15:00－15:45

※45分

10/6(水)
15:00－16:15

10/27(水)
15:00－16:15

０３
スポーツ未実施者層へのアプローチ
～自治体の実証モデルから見えたこと～

10/13(水)
15:00－16:15

10/20(水)
15:00－16:15

０４
海外都市にみるスポーツ政策
～なぜ、海外事例なのか、どう活用するのか～

8/25(水)
15:00－16:15

9/8(水)
15:00－16:15

9/17(金)
15:00－16:15

０５
スポーツを通じた共生社会
～障がい者のスポーツ参加促進のための方策と
仕組み～

8/19(木)
※LIVE配信

10/18(月)
15:00－16:15

11/15(月)
15:00－16:15

０６
スポーツ国際開発
～理論と実践～

2/9(水)
15:00－16:15

０７
スポーツ国際展開
～未開拓分野の可能性～

9/1(水)
15:00－16:15

9/22(水)
15:00－16:15

9/29(水)
15:00－16:15

０８
スポーツ国際連携
～スポーツ振興や地域活性化に繋がる国際交
流・連携の在り方～

11/24(水)
15:00－16:15

12/8(水)
15:00－16:15

12/20(月)
15:00－16:15

０９
国際スポーツイベントの招致・開催のための基
礎知識
～ノウハウと最新の知見～

2/17(木)
15:00－16:15

2/21(月)
15:00－16:15

１０
スポーツを通じたＳＤＧｓへの貢献
～持続可能な開発と経済・社会・環境面におけ
るスポーツ～

2/3(木)
15:00－16:15

１１
ウィズコロナにおけるスポーツ推進
～自治体事例と最新調査からともに考える～

11/10(水)
15:00－16:15

12/16(木)
15:00－16:15

１２
スポーツ・インテグリティ～地域スポーツのイ
ンテグリティを確保するためには～

12/10(金)
15:00－16:15

特別版
1/17(月)

15:00－16:15

１３
【スペシャルセッション】
これからの地域とスポーツの発展に向けて

2/25(金)
15:00－16:15

【日程に関する留意点】
 開催日時が赤字になっているものは、当初から変更となっておりますので、ご確認の上、お申込みください。
 開始後、プログラムの進行により、終了時間が変更となる可能性がありますので余裕をもってご参加ください。
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