
令和２年度郡上市スポーツコミッション

事業計画

（令和2年6月30日現在）



Ⅰ．基本方針

　これまで、大会・合宿誘致事業やホストタウン交流事業をより活性化させるべ
く、任意団体として「郡上市スポーツコミッション」の設立準備を進めてきた。ま
た、より多くの方に合宿地として郡上市を選択して頂けるよう基礎固めを着実に進
めるとともに、スポーツ振興課の担当事業を本団体として継承・実質的に運営する
ことを目的に、平成30年8月「郡上市スポーツコミッション設立準備委員会」を立
ち上げた。

本団体が実施する事業を、より一層目に見える形で外部に発信し、「スポーツに
よる健康づくりと地域の活性化を官民と連携・協働して推し進めていく組織」とし
て、存在意義を明確に示す段階に入ると考えている。特に、合宿誘致事業に関して
は、スポーツツーリズムの一端を担う主力事業となるので、地域スポーツの振興と
地域経済の活性化を図るためにも、早急に「郡上市スポーツコミッション」（任意
団体）の組織を設立する。

機能形態は行政が主導する形で民間と連携して設立する。また、財源確保は、行
政からの受託事業を中心としてスタートし、将来的には収益性の伴う自主事業を拡
大するとともに、指定管理者制度等による運営も視野に入れ、将来的に行政のパー
トナーとして自立した組織（法人化）を目指す。

令和2年度には、２０２０東京オリンピック・パラリンピック開催を迎えるが、ホ
ストタウンとして世界のトップアスリートとの交流を通じて醸成された機運を活か
し、市民がスポーツを通じた国際交流の基礎を築くため、その取り組みを強化して
いく。
また、健康増進・体力づくり事業においては、スポーツ教室の開催や部活動・ク
ラブ活動等の課題を解決し、少年スポーツ指導者の育成や指導者の派遣をより活発
化していく。



Ⅱ．事業計画
（１）スポーツツーリズム推進事業（主な大会・合宿誘致予定）

月 日 　　　　　　　　内　　容 備考 延人数（人）

4 １～２ 藤田塾全国ラグビー小中学生合宿 合宿 中止　450

４ 28～29 ＦＣ岐阜ユースサッカー合宿 合宿 中止　100

5 2～５ ＣＩＬＩＦＥＴＹサッカー大会 大会 中止　300

5 18～27 コロンビア・マダガスカルラグビー合宿　 合宿 中止　300

5
２

23
20～21

日本スポーツアカデミー主催全国小学生セブンズ大会 大会 　延期　300

5 24 第3回郡上グローバルラグビーセブンズ大会 大会 中止　200

6 26～28 東海代表高校ラグビー合宿 合宿 中止　200

６ 29～５ オーストラリアＵ-18野球代表チーム合宿 合宿 中止　120

7 23～24 滋賀県小学生ラグビー交流会 合宿 中止　100

７ 23～25 ヤングトラベルサッカー 大会 新規　300

7 25～26 滋賀県小学生サッカー交流会 合宿 中止　200

8 1～５ 小学生サッカー　郡上合宿 合宿 中止　500

８ １～2 ラブリッジ女子中学　サッカー 合宿 新規　60

8 3～５ ＦＣ岐阜ユースサッカー合宿 合宿 中止　500

8 6～９ 大阪桐蔭高校、春日丘高校他5校夏季合宿 合宿 650

8 11～15 近畿大学ラグビー合宿 合宿 1,000

8
10

15～16
17～18

郡上カップミニラグビー大会 大会 日程変更100

8 16～20 岐阜大学アメフト合宿 合宿 中止1,000

8 22～23 社会人サッカー合宿 合宿 160

8 24～27 神戸女子大学サッカー合宿 合宿 　中止　120

８ 25～26 至学館大学サッカー合宿 合宿 新規　　60

８ 29～30 瀬戸ＦＣサッカー 合宿 新規　300

９ 24～27 名鉄観光サッカーフェスティバル 大会 新規　1,200

9 4～6 名古屋大学サッカー同好会交流会 合宿 中止　150

9 12～13 ＦＣ岐阜ユースサッカー合宿 合宿 中止　200

9 19～21 中部大学春日丘高校フェスティバル 合宿 800

10 3～４ 春駒カップバスケット大会 大会 中止　100

10 17～18 ＧＯＯＤ女子カップラグビー女子セブンズ大会 大会 110

10
２

17～18
20

日本スポーツアカデミー主催セブンズ大会（一般） 大会 日程変更100

12 5～11 オーストラリアロビナ高校スポーツ交流 合宿 中止　240

Ｒ3.3 下旬 ＦＣ岐阜サッカースクール交流会 合宿 500



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　10,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更後　　　　　7,140

（２）通年事業：生涯スポーツ推進事業/少年スポーツ推進事業
Ⅲ． 事業概要 
　　　　　　
市民一人一人が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るためには、スポーツ活
動を通じて、自ら進んで健康や体力を保持増進できる組織等の体制やスポーツ施設
を整えることが大切である。このため気軽に楽しむことができる参加型イベント
や、体力・年齢に応じたスポーツ・レクリエーション活動を通じて、継続的にスポー
ツに取り組むような機会を提供し、年代に応じたスポーツライフを確立する観点か
ら、生涯にわたり市民のスポーツ参画を促進していく。

（１）子どもたちのスポーツ活動の推進
①スポーツ少年団活動の推進
団員は、集団活動を通じて協調性や忍耐力が育成され、指導者は認定員養成講習会を受講し
正しい知識と指導法を習得する。
※10団体、団体１６８名、指導者67人、本部役員11名。

②少年スポーツ団体連絡協議会の運営
少年スポーツを振興し、青少年の健全育成に資するため、課題を共有し解決に向けて協議す
る場として組織化された。スポーツを通じて「青少年の健全育成」と生涯を通じてスポーツを
継続する「スポーツ好きの育成」を目指す。
※H19.6設立　１１９団体　2,083人

③スポーツクラブ活動支援事業企画づくり　　　　　
少子化により各地域の学校では部活動やクラブ活動が困難となり、高鷲、大和、白鳥で１チー
ムを編成するといった事例もあり、今後の部活動の受け皿として、クラブ活動の充実が求めら
れる。学校の枠を外し地域が担うためには、子どもたちの送迎も1つの課題となっている。
様々な課題解決のため調査研究を行い支援事業を確立する。

Ｒ３.3 下旬 岐阜県ラグビースクール交流会 合宿 200

中旬 一宮サッカー大会 大会 250

冬季スキー合宿　愛知県、三重県、静岡県スキー連盟他 合宿 530

スキークロスカントリー記録会他 合宿 520



（２）ライフステージに応じたスポーツの振興
①郡上市チャレンジウォーク　　　　　　　
参加者は各自のペースで年間2,000Kｍを目標に歩き、手帳に記録し成果を確認する。達成者
には、認定書と記念品を贈呈する。
期間：４月１日～３月３１日　　変更➡　６月２３日～１２月２２日

②市民健康増進体力づくり事業　　　
　健康増進の裾野活動として、健康体操教室を実施。　郡上市内７町で会場を設け、前期（５
回）（2回）後期（５回）年間１０回（7回）×7町＝７０回開催。（50回開催）
教室は１回２時間エアロビクスインストラクターによる上質な運動を展開。

③県民スポーツ大会開催運営事業　　　（中止）
　第１3回目となる県民スポーツ大会スキー競技。（郡上⇒高山⇒飛騨）
　県スキー連盟、郡上市スキー競技会と連携し運営する。

（３）スポーツを支える指導者の育成
①スポーツアドバイザー活用事業　　　　　　

　スポーツに携わる市民の技術及び知識の向上を図り、一流選手を育成する環境を整える。
　　①簱　修子（はた　のぶこ）　クロスカントリ－スキー
　　②狩　野靖（かの　やすし）　陸上選手中距離　
　　③小澤由里子（おざ　わゆりこ）　柔道　　　
　　④木村　雄（きむら　ゆう）　相撲　　　　　　　　　　
　　⑤末松　佳子（すえまつ　よしこ）　カヌー　　　　　　　　　　
⑥辻　　秀一（つじ　しゅういち）　スポーツドクター

　　⑦井上　春樹（いのうえ　はるき）　アルペンスキー　　　　
⑧吉田義人（よしだ　よしひと）　ラグビーフットボール
⑨林　邦夫（はやし　くにお）　剣道

②指導者の資質と能力向上等育成研修会の開催
　　専門員（学識経験者）による指導者育成・指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
（４）スポーツツーリズム推進事業　　　　　　　　　　
スポーツによる交流人口の拡大と地域活性化に関する事業　　

　　スポーツを通じて、地域の交流を活発にすることで、元気なまちづくりを創っ
ていくため、市内の多様な地域資源を活かしたスポーツイベントやスポーツの楽
しさ・魅力を伝えるためのツアーを実施する。また観光に関わる各主体を包括的



にマネジメントする郡上市DMOと連携し、地域資源とスポーツ、観光を組み合わ
せたスポーツツーリズムを推進する。
①オーストラリアスポーツ交流事業　　　【中止】　　　　　　　　
●目的：海外に向けたスポーツツーリズムの発信　　　　　　　　　　　　　
●目標：スポーツ先進国に学び、スポーツ文化交流を発信
●戦略
海外では、中学・高校の教養課程の一環として、異国の地を訪れ、言語や文化、特定分野の学
習をする「教育旅行」が一般的に行われている。　他県との差別化を図るために郡上市内の学
校等を絡め郡上ならではのスポーツ・文化交流を展開する。
●戦術
オーストラリアのスポーツ学校ロビナ高校を招聘し、市内のスポーツ施設や観光施設を活用し
た国際交流を推進するとともに学生の相互短期留学など教育面での交流を展開。
来日期間：12月５日～12月１１日（６泊７日）
12/6スキー、12/7市長訪問、12/8八幡中踊り、郡上北踊り、12/9岐阜第一
12/10岐阜第一
訪 問 先：郡上北高校、郡上高校、岐阜第一高校連携でスポーツ交流
訪問人数：40名（引率者　ロビナ校長/ロビナ高校スポーツ主任）
●効果
交流実績をつくることでオーストラリアだけでなく、スポーツ文化交流を希望している国々に
情報発信ができ、スポーツを通した国際交流の場として郡上市の認知度が向上する。今後、国
際交流による地域経済の活性化だけでなく、受け入れ環境の改善やおもてなし意識の醸成、雇
用の創出が期待できる。
※オーストラリアクインズランド州政府は2032年夏季オリンピック・パラリンリンピック大会
の招致に向け、誰もがスポーツできる環境づくりを推進しており、スポーツクラブ交流の機
会が、郡上市の子どもたちの未来に繋がるよう取り組んでいく。

②オーストラリアU-18野球代表チーム合宿誘致　　　【中止】　　　　
●目的：海外に向けたスポーツツーリズム　
●目標：オーストラリアスポーツコミッショナーを通し、郡上市の魅力を世界にPR。
●戦略
学生代表チームを招く事により、選手保護者の同行を見込んだ観光ツアーを実施し、保護者の
方々に郡上観光を満喫してもらう。
●戦術
海外の野球代表チームの合宿を誘致し、市内2高校を中心とした交流試合の開催等を通して、野
球を中心としたスポーツへの関心や意欲、参加者同士の交流による連帯感を高め、地域の絆や郷
土または市内有数の野球場への愛着・誇り、地域スポーツの盛り上がり、地域の魅力づくりや
発信などの取組みをさらに発展させる。
来日期間：6月29日～7月5日（5泊6日）
　6/29郡上高・郡上北高合同試合、6/30ＡＭ郡上北交流ＰＭ試合、7/1岐阜第一
　7/2ＡＭ郡上高交流ＰＭ野球試合、７/３～7/5名古屋市観光、



●効果
合宿実績をつくることで、オーストラリアだけでなく、今後、野球の盛んな台湾、韓国等への野
球合宿への情報発信ができ、また、選手に同行する保護者に別途郡上観光を満喫してもらうこと
で、郡上の魅力が世界に発信されることが期待できる。

③スポーツ大会誘致事業　　　（一部延期）　　　　　　　　　　　
●目的：ラグビーフットボールの普及と女子セブンズラグビーの聖地
●目標：スポーツアドバイザー吉田義人氏を通し、郡上市での合宿を国内にPR。
●戦略
ラグビーワールドカップ2019日本大会が開催され、ラグビーへの関心が高まっている。　ま
た、2020東京オリンピックでは男女のセブンズラグビーが開催される。この契機を活かし、郡
上市スポーツアドバイザーである吉田義人氏の監修によるラグビー大会を各種開催し、更なるス
ポーツへの関心や意欲を高めるとともに、地域スポーツの盛り上がりと交流の促進による地域の
魅力づくりや発信などの取組みを発展させる。　　　
●戦術
元ラグビー選手として知名度が高く、また郡上市スポーツアドバイザーである吉田義人氏の監修
のもと、全国小学生セブンズ大会、昭和43年生まれのレジェンドラグビー選手が集まる全国セ
ブンズ大会、ミニラグビー交流大会、女子セブンズラグビー大会を開催する。
●効果
地域スポーツの盛り上がりはもちろんのこと、吉田義人氏の監修により大会を行うことで、大き
な発信力があり、また注目を集めることとなり、郡上市におけるスポーツツーリズムや合宿地誘
致の契機となる。

1.郡上カップミニラグビー大会　8/15（土）～16（日）　100名　　
10/17（土）～18（日）に【延期】 　

　　（大阪、京都、奈良、滋賀、福井、石川、長野、岐阜、愛知（9県）

2.Ｇｏｏｄ女子カップラグビー女子セブンズ大会10/17～10/18　110名
　　（福井、三重、京都、滋賀、石川、長野、岐阜、愛知、静岡（９県）

3.日本スポーツアカデミー主催全国小学生セブンズ大会５/23（土）300名　
2/20（土）に【延期】

4.日本スポーツアカデミー主催セブンズ大会　10/17～10/18　100名　
　　　　　　　　　　　　　　　　2/20（土）に【延期】

④春日丘高校フェスティバルin郡上　　　　　　　　　　
　
・これまで中部大学春日丘高校で開催していた「ラグビーフェスティバル」を郡上
市で開催する。

　・９月19日（土）～20日（日）叺高原スポーツ広場
　・全国の強豪校が集うため最大のＰＲ効果



　・三重、愛知、埼玉、岐阜、東京、石川等
　・昨年の叺高原スポーツ広場のオープン記念事業で高評価を得た。
　・昨年同様に記念品（飲料水・地元パンなど）でおもてなしとしたい。
　・これから「ラグビー郡上フェスティバル」として定着するための需用費
　・延べ800人

（５）情報発信（ホームページ・SNS）　　　　　　　
〇コミッション活動支援
コミッション事務局、関係団体等と連携し、迅速な対応ができる仕組みの構築
支援。
・県内外のスポーツ合宿情報の収集と提供。
・新たな競技、高齢者層、女性獲得や観光関連企業と連携したスポーツ環境やお
もてなしについての改善など、魅力ある合宿地作りのための企画・提案、

〇情報発信
・ＳＮＳやホームページ等、メディアを活用した合宿地情報、観光情報、地域の
魅力等が一体となった情報を積極的に発信する。
・合宿の模様など、旬な情報として発信すべきものについては効果的にＰＲを行
う。
・合宿誘致を図る為のパンフレットやポスターなどの原案作成
・スポーツ合宿やスポーツイベントの誘致を支援するワンストップサービスの構
築

（６）東京2020オリンピック・パラリンピックホストタウン交流事業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
スポーツを通じた国際交流や、郡上市を世界に発信していく一環として、東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、ホストタウン国のコロ
ンビア共和国（平成３０年６月第８次登録）、マダガスカル共和国（平成　　３１
年4月第１３次登録）両チームが、万全な体制で大会に臨めるようサポートする。あ
わせて、多くの市民や子どもたちとの交流を促し、スポーツの振興、教育文化の向
上、途上国の中南米・アフリカ地域の多様な文化を学ぶ機会とし、　２０２０年を
超えた、両国との末永い関係を築き上げることを目指す。こうした活動により、受
け入れ体制のノウハウの蓄積や、スポーツ・文化の友好交流の促進など、今後の郡
上市のレガシー（遺産）として世界に発信していくことを目指す。



①コロンビア・マダガスカルラグビー7’sナショナルチーム合宿招致【中止】
　●期間：10日間　5月18日（月）～5月27日（水）
　●学校訪問：郡上市内の小学校～高校6校を予定。
　●宿 泊 先：ホテルヴィラモンサン
　●訪問人数：30名（選手24名、スタッフ6名）
　　コロンビア15名　マダガスカル15名

●目的：Good女をキャッチフレーズに、女子スポーツの合宿誘致
　●目標：女子ラグビー合宿のメッカへ
　●戦略：岐阜県ラグビーフットボール協会女子ラグビー強化部と提携し、女子チー

ムだけに絞った郡上市での合同合宿の実施。　
　●戦術：女子が合宿したくなるようなプラン開発。そのため、ホテルと女子ラグ

ビー強化部との打合せを実施。また、太陽生命カップ（女子ラグビーの
トップリーグ）の出場チームへヒヤリングを行い、同時に合宿誘致も行
う。

②第3回郡上グローバルラグビー女子7’s（ナショナルチーム）大会開催【中止】
　●大　会：　5月２４日（日）
　●開会式：  ５月２３日（土）

（７）その他業務　

①叺高原スポーツ広場・まん真ん中広場活用業務（窓口、現場対応）
②北京冬季オリンピック事前合宿誘致
　③ねんりんピック岐阜２０２０支援　次年度へ延期
　④スポーツ・健康分野の活動を担う人材育成及び確保に関する事業
・年齢や障害の有無など、多様なニーズに対応できる、スポーツ・レクリエーショ
ン指導者など、スポーツを支える人材の確保・育成、活躍の場の創出に取り組
む。 
⑤郡上市スポーツアドバイザーの活用 
・豊富な知識と経験、専門性を有する指導者、講師等を「郡上市スポーツアドバ
イザー」に登録し学校や地域に派遣する。
⑥その他 
・職員全体が組織の健全・円滑な経営感覚を持ちながら、常に予算等の進捗管理
を念頭において業務に取り組むとともに、働き方改革を意識し、業務改善に努
める。
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