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大会本番に向けた準備の本格化
大会の骨格の決定
・事業計画・収支計画
・第二次総合実施計画

コロナの状況・エントリー状況
を踏まえた
事業計画・収支計画の見直し・
事業の再構築

大会開催までのロードマップ
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2020年度

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

2021年度 2022年度

大

会

本

番

★１年前 ★200日前 ★100日前

★オリンピック（7/23～8/8）

★パラリンピック（8/24～9/5）

●競技日程の発表

●エントリー中断

●エントリー締切（2/28）

●エントリー再開（5/13）

●エントリーシステムでの個人ボランティア受付再開（5/13～9/30）

●理事会で開閉会式会場決定

●WMG2021関西特別体験プラン受付再開

●宿泊予約サイト受付再開

●開閉会式の式典プログラム・出演者決定

● ２００日前 節目イベント
● １００日前集中ＰＲ

（エントリー締切直前）

●団体・個人       受付締切（～10/31）
※募集状況によって延長の場合あり

●トータルモビリティサービス「モビONE」運用開始

●ＷＭＧ．ステーション・多言語翻訳チャットアプリのテスト運

用開始

●１年前集中ＰＲ

・エントリー再開告知

・メダルデザイン公表

●オリンピック終了から

２００日前 にかけて集中ＰＲ

・新TVCMの放映

・新ビジュアルでのPR



節目PR
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大会開催までの節目である、1年前・東京オリンピック終了後から200日前・100日前に、PRを集中し大
会認知度向上、大会機運醸成、参加者獲得を行う。

１．大会1年前（エントリー再開）
エントリーの再開とともに、メダルデザインの公表など、コロナ禍の中、さあ今から再スタートを切るぞといった
大会開催への期待感を打ち出す。

【具体案】
・エントリー再開、メダルデザイン公表など、リスタートを打ち出す報道発表
・メディアパートナー（新聞等）との連携、ポスター、チラシ等によるメッセージ発信並びに大会告知の
再開（エントリー再開）他

２．東京オリンピック終了後（8月下旬）から200日前（10月25日）
コロナが収束しスポーツを取り巻く環境が整う中、東京オリンピック・パラリンピックにより高まった「見る」ス
ポーツの機運を「する」スポーツの機運につなげることによりエントリー喚起・大会の機運醸成を図る。

【具体案】
・新CMによる大会告知
・メディアパートナー（TV・新聞・ラジオ・WEBメディアなど）との連携による大会告知
・体験型スポーツイベントの開催
・公共交通機関等と連携した大規模広告の実施 他

３．100日前（エントリー締切り前）
知名度調査の結果、エントリー状況を見ながら実施内容を検討する。

・メディアパートナー（新聞・ラジオ・WEBメディアなど）との連携によるエントリー促進 他

【参考】
・東京オリンピック 2021年7月23日～8月8日
・東京パラリンピック 2021年8月24日～9月5日



大会総合本部の概要

大会期間中、各実行委員会は府県政令市本部や開催市町等実行委員会本部を設置し、競技会やビレッジ等の運
営に当たる。本大会がこのように複数の主体によって運営されていながらも、一つの大会としてまとまりがあり、且つ有事の
際には統制の取られた運営を取ることができるように、組織委員会では大会総合本部を設置し、各実行委員会（府県
政令市・開催市町）の本部から集約される各会場情報を一元的に管理し、対外的な情報を発信を行う。

【大会総合本部に設置される機能・セクション】
・大会運営の根幹となる「競技運営・記録管理」「ビレッジ運営統括」「ボランティア」
・大会の満足度向上に大きく寄与する「交流、交通、宿泊観光」
・対外的に情報発信を行う「広報報道センター」
・安心、安全の大会運営を担う「安全対策本部」「医療救護本部」
・スポンサーやＩＭＧＡの対応を支援する「ＶＩＰ対応」「スポンサー対応」

【情報の集約と発信】
競技結果やビレッジの運営状況などから緊急事態情報まで、各実行委員会本部から大会総合本部への集約される情
報は様々で、その内容により内部伝達手段とタイミング（定時・随時・緊急）を予めか決めておき、これら集約された情報
のうち、対外的な情報発信は大会総合本部広報報道センターが原則対応（とりわけ有事対応＝安全対策本部と連
携）する。

情
報
は
双
方
向
・
各
段
階
で
適
切
に
意
思
決
定

情報発信

有事対応

大会総合本部
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「海外から多数の参加者が集う」、「高齢者や障がいのある方が多数参加する」、「広域で開催する」、「複数の主体が連
携して大会を運営する」という本大会の特性を踏まえ、災害や事故、テロ、サイバーなどのあらゆるリスクを想定し、必要な
対策を講じる。

１ リスク情報の収集及び共有
組織委員会の安全対策本部は、大会開催前から大会期間中にかけて、競技会場や関係機関等からの上記リスクに関
する情報収集を行うとともに、各会場等の安全対策班及び府県政令市の安全対策部に情報共有を行う。

２ 現地対応及び支援
安全対策班は、自然災害やテロ等のリスクが発生した際に備え、事前に中断・中止等の判断基準を定めるとともに、これ
らが発生した際には、自主的に中断・中止等の判断を行う。
安全対策班が判断に迷う事象や想定外の事象が発生した場合には、安全対策本部及び安全対策部は、安全対策班
が円滑な対応を行えるよう強く連帯して支援する。
とりわけ重大な事案が発生した場合には、安全対策本部は緊急対策本部会議を開催し、適正な判断を行うとともに、
関西広域連合等の関係機関とも連携する。

３ 有事広報への対応
有事の際も組織委員会、実行委員会において「一つの広報」が実現できるよう、広報方針の決定や広報を行う際の対
応について、広報報道センターと連携する。

安全対策・危機管理の概要

組織委員会

安全対策本部事務局

（事務局長：CSO）

広報報道

センター

緊急対策本部会議

議長：組織委員会

事務総長

関西広域連合

（災害対策本部）

関西広域連合

連合長

マスコミ

（全国、地方）

情報収集

①東京オリンピック・パラリン

ピック組織委員会

②日本リスク学会

③気象庁

④外務省

⑤厚生労働省

⑥国立感染症研究所

➆J-アラート

⑧IPA

⑨JPCERT/CC

運営連携

①国際マスターズ協会事務局

②警察庁・近畿管区警察局

③消防庁

④宮内庁

⑤在関西領事館

府県政令市実行委員会

安全対策部

運営連携

①国内競技団体、②市町災害対策本部、③消防署、④地

元警察署、⑤保健所、⑥地元公共交通機関運営会社（鉄

道、バス等）

安全対策班

安全対策本部

運営連携

①国内競技団体、②府県災害対策本部、③消防本部、④

府警・県警、⑤保健所、⑥公共交通機関運営会社（鉄道、

バス等）

安全対策・危機管理
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ポストコロナの交流のあり方

これまで交流事業として、開・閉会式や各ビレッジに付随する大規模なイベントを計画してきたが、ポストコロナ

の環境においては、各競技開催地域でリアルに交流できる機会とＩＣＴを活用してバーチャルに交流できる機

会を組み合わせ、参加者の安心・安全を確保すると共に、広域開催で分散している参加者に一体感を感じて

もらえる取り組みを行う。

交流事業
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１ 開会式・閉会式（予定）

（１）開会式関連

① 開会式

＊実施日：２０２２年５月13日（金）

＊会 場：たけびしスタジアム京都（京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場）

② オープニングＥＸＰＯの検討と実施

＊実施日：2022年５月10日（火）～５月12日（木）

＊会 場：調整中（京都市内）

開会式前にできるだけ多くの参加者が大会受付に足を運んでもらい、また一般の市民を巻き込んだ

大会機運の醸成となる取り組みを行う。

（２）閉会式関連

① 閉会式

＊実施日：2022年５月29日（日）

＊会 場：調整中（大阪市内）

② フィナーレイベントの検討と実施

＊実施日：2022年５月29日（日）【閉会式開始前】

＊会 場：調整中（大阪市内）

会場が決定次第、できるだけ多くの参加者及び一般市民が会場に足を運んでもらえ、閉会式と一体

となった取り組みを行う。

２ 開催地域（競技会場・開催市町）によるリアルな交流創出
（１）競技会場内や会場周辺等における交流の場の設置・運営

（２）地域イベントとの開催連携

（３）飲食店等、交流が期待できる提携施設への案

３ ＩＣＴを活用したバーチャルな交流企画
広域開催の距離感を情報通信技術で埋める方策を創出する。特に「動画配信サイト」に「多言語翻

訳機能」を付加したものは他に類がなく、今後の関西圏（広域）で開催される国際スポーツ大会に残

していくことのできるレガシーになる取り組みとなる。

（１）大会専用多言語チャット機能付き動画配信サイト「ＷＭＧ.ステーション」

① ライブ動画での多言語チャット交流

開会式、閉会式、注目競技、競技ダイジェスト等をライブ中継する際、視聴者のつぶやきやコメントを

多言語同時翻訳ツールに連携させ、あらゆる国籍の参加者が動画を見ながら言語の垣根

を越えて応援できる場を提供する。

② 多言語チャット交流が可能となるコンテンツ案

・ 開会式、閉会式のライブ中継は必須

※ 会場に来られない参加者にもインターネット上でライブ配信することにより参加（視聴）できる仕組

みを取り入れる。

・ 競技ダイジェストを編集制作し生配信を行い、チャットで語り合う

・ 各地のメダル授与式をチャットによる交流を交え毎日配信

・ 上記に日・英のビデオジョッキーによる実況を入れ臨場感を高める



（２）多言語翻訳アプリによる交流掲示板

母国語で送ったメッセージが相手の言語に自動翻訳されて届けられるチャットアプリを導入し、

参加者同士、参加者と地域のコミュニティ（情報交換の場）として活用することにより、参加者

の来日時の不安軽減や、地域側のフレンドリーな“おもてなし”の醸成を図る。
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４ 交流の促進施策
上述の交流機能を開催地域で促進させる為、実行委員会が実施する交流事業に係る費用の一部を

組織委員会で負担する。

５ 参加者へのホスピタリティ施策
（１）大会参加者特典

大会参加者へのホスピタリティと開催地の活性化を促すため、大会期間中に大会参加者が地域飲食店

やアミューズメント施設等の特典を受けられるように、店舗・施設の開拓、条件等の調整、加盟店舗の共通

掲示物の制作を行う。

（２）公式応援隊による会場の盛上げ

チアリーディングや吹奏楽等の団体を公募し、競技会場の盛り上げと参加者のモチベーションＵＰに繋げ

る。公募及び公認グッズ調達を組織委員会にて行う。



大会専用多言語チャット機能付き動画配信サイト「ＷＭＧ.ステーション」

① ライブ配信

サイトヘッダー
グローバルメニュー

② アーカイブ

③ SNS収集 画像・動画

④ スポンサー・観光情報

① 開会式・閉会式
② 注目競技
③ 競技ダイジェストライブ配信＋チャット交流

① 開会式・閉会式（見逃し配信）
② 競技収録動画
③ 競技ダイジェスト
④ 交流イベント ダイジェスト動画
⑤ 開催市町 観光・地域グルメ
⑥ メディアパートナーコンテンツ
⑤ スポンサーコンテンツ

①参加者による競技、イベント、交流、観光
体験等の投稿

開・閉会式のライブ中継、競技動画、地域の観光・グルメ紹介、参加者からのＳＮＳによる投稿動画などを

配信する。

遠隔地にある競技参加者同士が応援しあえる環境やいつでもどこでも配信動画をみることができる環境を構築

し、競技参加者の士気高揚・盛り上げを図る。
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ＷＭＧ.ステーション



①開催地別・競技別ページ

開催地別競技・イベント

検索機能

①タイムスケジュールから検索

タイムスケジュール

②開催地別・競技別ページから検索

以下の機能により、参加者が見たい競技をスムーズに検索することができる

競技別

開催地で開催される競技、イベント情

報をスケジュール形式で表示

閲覧した日の情報が初期表示される

開催地で開催される競技、イベント情

報を表示

閲覧した日の情報が初期表示される

競技別情報を表示

閲覧した日の情報が初期表示される
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〇 使用言語が異なる集団で、母国語
で一斉にメッセージを送受信すること
ができる

〇 言語が異なる者同士が集うコミュニ
ティを構築することができる

✓ 多言語自動翻訳機能が付いたチャットアプリ

✓ 母国語で送ったメッセージが相手の言語に自動翻訳されて届く

✓ 複数の言語が混在していても、グループ参加者が、それぞれの母国語でメッセージを送受信できる

✓ 翻訳できる言語数は、109言語に対応（チャット上では対応言語数を絞る予定）

WMG大会へのアプリ活用案

Kotoznaとは

交流掲示板の特徴

〇 競技種目毎等に、双方向型の交流掲示板を、大会開催前から運用していく。

〇 参加者同士・参加者と地域とのコミュニティ（情報交換の場）として活用することにより、参加者と地域

との信頼関係を構築し、参加者にとっての来日時の不安軽減や、地元側にとってのフレンドリーなおもてな

しの醸成（地元側の不安軽減）を図る。

①WEB上での交流の場づくり

〇 使用言語が異なる２者が、母国語
を使用して、メッセージを送受信

１対１のチャットの場合

〇 競技種目掲示板（59グループ）
〇 交流拠点掲示板（14グループ）
〇 テーマ別（開・閉開式、観光、宿泊、

グルメなど）

交流掲示板の設置例

（例）サッカー掲示板
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多言語翻訳アプリKotozna



〇 WMG.ステーションで、開・閉会式や注目競技等の動画配信に、双方向型のオープンチャットを

セットして公開

〇 遠隔地にある競技参加者同士が応援しあえる環境やいつでもどこでも配信動画をみることがで

きる環境を構築し、競技参加者の士気高揚・盛り上げを図る

②WMG.ステーションと連携した動画配信オープンチャット

〇 大会アナウンスは日・英で行うため、使用言語が異なる国外参加者も有事の際に即座に情報を知る

ことができるよう、会場毎に一方向型の一斉配信用掲示版を立ち上げ、大会運営側が参加者等に

一斉配信を行う。（参加者には会場に入場時等にＱＲコード読み込んでもらう）

③大会期間中の有事対応（緊急情報発信）

〔競技参加者画面〕
自身の使用言語（16言語程度）
でリアルタイムに表示

〔公式アカウント画面〕
運営側は、緊急情報を
日本語で入力

〔競技会場等〕
参加者は会場毎に設定する
一斉配信掲示板のQRコード読取

〇 大会スタッフやボランティアが国外参加者と会話をする際に、１対１の双方向型のチャット
ルームを作成し、非接触で多言語翻訳ツールとして活用（１０９言語）

※専用の翻訳機が手元にない状況であっても、自身のスマホさえあれば、会話可能

④対人翻訳用として活用

一斉配信用
掲示板

各スマホでは、全てのメッ
セージが、それぞれの母
国語に翻訳されて表示

英語 日本語 中国語

〇 開会式・閉会式
〇 注目競技（アンバサダー、元オリンピアン、最高齢競技者出場など）

〇 本日のハイライト（競技・表彰式など）

オープンチャットの設置例
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実行委員会を通じて地元事業者がWMG2021関西特別体験プラン（着地型観光商品）を造成
する。組織委員会において検索・予約・決済が可能なサイトを構築し、造成したプランを掲載。テーマ及
びエリア別に一元的に分かりやすく発信することで地域の魅力発信と参加者の利便性の向上に繋げる。
大会ならではの魅力性を高めたプランを造成し、参加者に購入（体験）してもらうことで地域での滞
在時間を増やし、地域経済の活性化を図る。

全大会参加者が必ず閲覧する

各実行委員会を通じて
地元事業者が造成

参加者へ
・商品掲示
・地域情報提供
・商品購入

大会ホームページ

WMG観光サイト

世界150ヶ国
の大会参加者

大会専用観光情報サイト

ＷＭＧ2021関西
特別体験プラン

・造成支援
・アドバイス・調整

１ 基本方針

・和歌山県上富田町 「お寺でZEN体験ツアー」
上富田町にある興禅寺にて座禅、写経、お茶
体験に田舎料理の精進弁当を食べるツアー

・福井県高浜町 「日本の海を肌で感じる ビーチヨガ」
国際環境認証ブルーフラッグを取得した若狭和田
ビーチの波打ち際で、きれいな空気を吸い込んで、
ヨガを体験

各地域が積極的に取り組んでいる施策を本大会を契機に更に拡大させるとともに、関西の豊富な観
光・文化資源を活かした関西ブランドを擁立する。本大会が持つ情報発信力を融合させて世界中の
人々に関西・日本の魅力を発信し、多くの方にスポーツツーリズムの感動的な体験を提供して、大会以
降にも引き継ぐ成果としていく。

２ 事業概要

目標造成数
約150件（競技開催市町村数×最大３件）

うち約７０件掲載済み

３ 今後の取り組み強化策

(１)プラン造成への積極的なアプローチ
本大会の機会を積極的に活用し、特別感のあるプラン造成を働きかけていく
・参加者の交流を促進するため開催期間中の特別なプログラム
（例：市長主催の晩餐会や文化財を活用したイベント等）
・各開催地において新たに取り組み始めた観光事業等

(２)掲載済みプランの磨き上げ
既に掲載しているプランについては、設定日、内容・付帯サービス、価格について留意し、販売ページの
再開に向けてコンサルティングを実施。

(３)新規プラン造成
新規プランの造成支援が必要な実行委員会については、状況の確認や造成の意向を確認するため
ヒアリングを実施。造成の意向がある場合は、具体的なプランの提案を行う。また、委託事業者からの
フォローについても強化する。
一方、開催地において造成が難しい場合については、開催地域間で掲載枠を有効活用する等検討
する。

《プラン一例》

観光事業
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ＩＭＧＡガイドライン、過去大会の宿泊施設の提供方法及び本大会の広域性を勘案
し、大会参加者目線に立った安全・安心な宿泊施設の提供を目指す。

〇 各競技会場まで公共交通機関を利用して概ね６０分以内の施設の提供

〇 宿泊施設については、ホテル・旅館等の多様な施設を想定

〇 競技日数や他の競技実施との宿泊施設重複も十分考慮して宿泊施設を設定

〇 多様な大会参加者に対応できるよう配慮

目 的

基本的な
考え方

(１) インターネットを活用した宿泊予約システムの導入

宿泊予約システムの構築にあたっては、大会参加者の選択利便性や地域内誘導に貢献できる検索方
法を提供する。

(２) 最適な宿泊環境を提供するため追加の客室手配等が必要な場合もあることから、宿泊センターを設置

(３) 「大会参加者」と「大会関係者」の2カテゴリーに分類し、最適な宿泊施設を提供

(１) 「大会参加者」への提供方法
インターネットでの個人予約を基軸とした宿泊施設予約サイトの構築
地域内誘導等の実効性を高めるため
① 在庫操配システムで様々な宿泊施設を検索できる
② 宿泊施設比較サイトを複合的に導入し、参加者の多様なニーズに対応する

〈導線イメージ〉

宿泊トップページ

パートナーホテル

公式宿泊予約ｻｲﾄ

グループ予約

競技から選ぶ

競技から選ぶ

大会HP

・大会情報
・競技情報
・エントリー
・・・・・・・・・
・
宿泊

在庫操配システム

宿泊施設比較サイ
ト（基本システム）

在庫操配システム上の当該競
技のパートナーホテル掲載画面
へ

該当競技会場周辺等まで条件
絞り込みされた画面へ

宿泊センター手配

HP上に宿泊条件等を記載する
フォーマットをリンクさせ宿泊センターで
対応

組織委員会で構築する宿泊施設予約サイト
（複合的にシステムを導入）

１

２

3

オフィシャルパートナー
ホテル

外部リンク
既存の予約サイトへ

(２) 「大会関係者」への提供方法

大会・競技運営に欠かすことのできない大会関係者については事前に宿泊施設を確保する必要
があるため、実行委員会からの意向等を集約し、宿泊センターで一括手配する。

大会関係者

・大会役員

・競技役員

・審判員等

実行委員会から情報を集約
・宿泊人数・宿泊施設・宿泊条件
（料金、部屋タイプ、食事可否等）

宿泊施設の確保・調整・
契約（配宿型）

希望条件をもとに、宿泊施設と
調整・部屋の確保等を行う

宿泊施設の提供
最新状況をもとに
配宿シミュレーションを
行いながら最終調整

実行委員会が宿泊施設を直接手配 宿泊施設の提供

※組織委員会が承認する場合に限る。

組織委員会（宿泊センター）で対応

１ 目的と基本的な考え方

２ 対応基本方針

３ 宿泊提供のあり方

宿泊事業
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１ 交通事業の基本方針

２ 交通事業

ワールドマスターズゲームズ2021関西大会の参加者がストレスなく競技に参加し、競技後も観光資源
あふれる関西の地を楽しめるような交通の提供と交通の取り組みが関西エリアの観光地としての魅力向
上に寄与するようなレガシーの構築。

(１) 交通パス
2種類の交通パスを海外参加者全員配布、国内参加者オプション販売。
◎WMGオリジナル関西ワイドエリアパス：エリア内のJR路線を連続した7日間乗り放題。
◎WMGオリジナルKANSAI ONE PASSワンパス：異なる鉄道事業者をシームレスに利用できる、

オリジナルデザインの交通系ICカード。

(２) シャトルバス
① 広域シャトルバスの提供
府県市をまたぐルートを運行するシャトルバスの提供。
・ 徳島シャトル
・ 競技地間シャトルバス
カヌー：久美浜⇔津風呂湖
オリエンテーリング：神戸市⇔養父市
バレーボール：和歌山市⇔淡路島

② 域内シャトルバスの調整
実行委員会が行う域内の輸送（最寄り駅ー競技会場、競技会場ー競技会場、ＳＶ－競技会
場）の情報共有。

③ シャトルバス集約センターの運営
集約センターを設置し、域内シャトルの調整や効果的なバス使用、域外配車等の調整を行う。

(３) 交通パス、シャトルバス補完する交通
タクシー、レンタカー等の交通事業者との連携。

(４) 交通インフォメーションの作成・提供
参加者が競技会場や主要な拠点にアクセスするためのインフォメーションの作成。

(５) 交通案内所の運営、交通に関する問い合わせ対応、マニュアル作成
ＯＶ，ＣＶの2か所に交通案内所を設置し、広域交通、専門的な質問の対応を行う。
ＣＶの交通案内所はＳＶの案内所で対応できない場合の相談窓口としての機能を有する。

(６）トータルモビリティサービス「モビONE」
本大会における競技会場や主要拠点であるマスターズビレッジ（ＭＶ）等の情報や開催エリア内の交通
に係る情報に加え、関西の魅力あふれる数多くの観光地やイベント情報を一体的に提供する事で、参加
者のストレスフリーな移動の実現および競技前後における開催エリア内の周遊観光の促進を図る。

交通事業
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（１）ルート案内 ～目的地までの経路検索を事前／オンタイムでも簡単に検索可能～

競技会場やマスターズビレッジ（ＭＶ）等の大会の主要な箇所の情報に加え、関西の主要な観光地400カ所、
特別体験プラン情報がカテゴリー別に検索でき、ジョルダンの経路検索システムにて最適の経路・料金を検索可能。

１ 概要

２ 機能

（２）旅行プラン作成、推奨、保存 ～それぞれのニーズに合わせた行程作成の補助～

大会参加の計画段階より滞在期間中の旅行プランの作成を実現。出発箇所～競技会場～到着地点の場所と時間
を設定し、空いた時間に周辺の観光地を選択して組み込むことが可能。個々の競技時間、観光地での時間の調整に
も対応出来るように、滞在時間も各自で調整できるようにしており、観光地は周辺の観光地が選択されやすいように画
面上に推奨されるなど、利便性、満足度を向上させることで大会満足度のＵＰと経済波及の向上を目指す。

（３）モデルコース案内 ～関西を知らない方にお勧めルートを案内～

関西観光本部と連携し、関西における推奨観光モデルコースを掲載。

（４）観光スポット／イベント検索 ～魅力あふれる観光地を簡易に検索～

関西の主要な観光地400カ所をカテゴリー別、エリア別に検索可能。掲載箇所は同じ情報を関西観光本部の案内
サイトである「The KANSAI Guide」にも掲載させることで関西観光の振興にも寄与する。

（７）徳島シャトルバス予約サービス ～安心した移動、効果的なバス台数の運行の実現～

競技目的と観光目的の二つの側面を持つ徳島シャトルにおいてサイト上での予約を可能にすることで確実な移動
の実現とシャトルバスの効果的な運行を実現。

（８）スタンプラリー機能 ～各エリアでの周遊促進の補助～

実行委員会が利用可能なスタンプラリーの機能を設置。各々のエリアでの周遊促進と個々でかかる経費の削減を実現。
閉会式会場にてスタンプラリーのスタンプ数に合わせて特別な景品を配布する事で、閉会式への参加促進を図ることも
可能。

〇参加者の利便性向上、スポーツツーリズム促進のための総合的なデータを活用した専用アプリおよびWEBの展開。
詳細は下記、機能を参照。

〇サイト構築期間；2020年8月～12月 サイトテスト期間；2021年1月～5月 運用開始；2021年6月～
〇委託事業者 関西広域交通システム研究会
〇対応言語 日本語・英語

（５）小売店飲食店の検索・紹介 ～競技会場周辺の盛り上がり促進～

競技会場周辺のお勧め店を検索・紹介が可能。実行委員会・開催市町実行委員会が地元の商工会と連携し、それ
ぞれが推奨店舗を選抜し、WEB上で登録・掲出できるようなシステムを構築。【掲載の際の簡易な審査は行う】

（10）PUSH通信機能 ～タイムリーに重要なお知らせを通達～

（９）大会期間中の人的流動の調査 ～大会期間中の参加者の移動調査～

アプリ利用者の大会期間中における移動、滞在時間データの収集が可能。競技参加者が競技前後にどのように動いたの
かのデータを取ることにより、大会の波及効果だけでなく、交通施策、観光施策等の効果を測定する際の参考とする。

（６）オリジナル交通パスの活用方法のナビゲート

オリジナルJR関西ワイドエリアパス、オリジナルKANSAI ONE PASSを有効に活用できるようなルートの案内。

トータルモビリティサービス「モビONE」

「モビONE」
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３ 画面構成

１日の動きをマップで可視化。
(例：左図予定表 5月21日分）

400を超える観光地情報を掲載

参加者それぞれの好みに合った行程表が作成できる

目的地の経路案内も可能。

スタンプラリー等の参加者目線の機能充実

※その他各自治体や地元事業者から情報を収集して掲載
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誘客（参加者獲得）の取り組み

18

【国内】
競技者層、スポーツ愛好家層、企業への働きかけなど、ターゲット別に効果的な誘客活動を展開する。今後は、
スポーツ愛好家やスポーツに関心をもつ方々へターゲットのすそ野をひろげ、国内３万人の参加者獲得につなが
る誘客活動に取り組んでいく。

〇主な取組み内容（★は新規・拡充）
・NFと連携した競技大会や広報媒体を活用したアスリート層への直接訴求
・関西経済連合会等経済団体と連携し、従業員への大会周知・参加促進のよびかけ
★スポーツ用品店やスポーツクラブなど身近な施設・店舗等へのポスター等の掲出
★WMG参加へのモチベーション維持・向上
・オンラインスポーツ大会「Doスポ」の実施
・ゴトスポ（ご当地×スポーツ）
競技開催市町の地元ならではの魅力を参加者等に発信するWEBマガジン

【海外】
コロナウイルス感染の影響により海外類似大会等の中止・延期や、世界各国での出入国管理の厳格化により、
競技者等への直接訴求が困難な状況をうけ、「対面から非対面へ」「マスからパーソナル（コネクション）へ」にア
プローチ手法を変更。

〇誘客重点国・地域
・台湾：次回WMG開催地であり、相互に誘客連携を図ることにより相乗効果が見込める。
・韓国：次回APMG開催地であり、相互に誘客連携を図ることにより相乗効果が見込める。
・豪・NZ・アメリカ・カナダ：過去大会参加者が多い国・地域
・そのほか、香港、インド、中国については、海外スポーツ競技大会への参加者が多く、WMGへの参加が期
待できることから誘客重点国とする。

〇主な取組み内容（★は新規・拡充）
・海外類似大会等での競技者への直接PR
・過去大会参加者へのメルマガ配信
・クレア海外事務所、在外公館、開催府県市海外事務所・姉妹都市交流事業等を活用した情報発信
→今後、外務省より在外公館あて大会広報協力について通知する予定
・海外類似大会運営団体や海外関係団体（台北・新北、APMGなど）との関係構築による団体エント
リーへの誘導

・海外にネットワークや販路をもつ旅行会社の活用
★スポーツ関連の海外現地有力情報媒体への記事出稿
★競技コミュニティ（ＳＮＳ）へのアプローチ
★IMGA、IFとの関係構築による情報拡散・参加呼びかけ
★インフルエンサー（海外PRサポーター等）によるマスターズスポーツ関心層への直接訴求


