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本業務の目的
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本業務の目的は、東大阪市及び西宮市をフィールドとして、地域のポテンシャルを生かした定住・交流人口の増加に

つながるまちづくりやビジネス創出に取り組む

本業務の目的

スポーツ産業は、今後、日本を支える成長分野として期待されており、「スポーツ未来開拓会議」中間報告においては、我が国政府は、

スポーツ産業の成長産業化に向けて、スポーツをコアとして周辺産業に波及効果を生む新スポーツ産業の創出等により、

2025 年までにスポーツ市場15 兆円の実現を目指すとされている。

近畿地域には、阪神甲子園球場や花園ラグビー場など、野球やラグビーの聖地を始めとするスポーツ施設が多く立地しているほか、野球や

サッカー、バスケットボールなどのプロスポーツチームも多く、さらには、スポーツ関連用品・ウェア・機器等のメーカーやサービス事業者も多数

存在する。また、今年2019 年秋にはラグビーワールドカップ、2020 年には東京オリンピック・パラリンピック、2021 年にはワールドマスターズ

ゲームズ関西が次々と開催されるゴールデン・スポーツイヤーズがスタートしたところであり、今後、日本のスポーツは大きな盛り上がりを

見せると期待されるところである。

中でも、東大阪市は高校ラグビーの聖地「花園」、西宮市は高校野球の聖地「甲子園」という関西を代表するスポーツ資源や文化を有しており、

経済産業省が進める「地域中核企業等の成長の促進に係るハンズオン支援事業」に採択され、スポーツ資源を生かし、定住・交流人口増加

に向けたまちづくりに取り組んでいるものの、両市においては、上記のまちづくりに向け、豊富で魅力的なスポーツ資源の更なる活用が課題で

ある。

そこで、本調査では、両市をフィールドとして、地域のポテンシャルを生かした定住・交流人口の増加につながるまちづくりやビジネス創出に

向け、全国の先進事例も踏まえながら、スポーツ資源を活用した地域経済活性化策の方向性を検討する。



西宮市
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地域スポーツ資源の現状整理及び課題抽出
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西宮市は、甲子園地域における課題解決に向けて、官民による協議会を立ち上げ、賑わい創出のイベントや新たな参画

事業者の発掘を目指している

甲子園地域における課題と解決に向けた取組（西宮市の認識）

甲子園地域には、スポーツやアウトドアを楽しむ資源が
多数存在するが、各施設の魅力を面的に発信する
取り組みが不足している。

阪神甲子園球場は、年間約400万人の集客を誇るが、
野球開催時以外は閑散としており、年間を通じた
賑わいづくりが必要である。

甲子園エリアを含む鳴尾地域の将来推計人口の減少
傾向が顕著であり、その抑制が必要である。

甲子園地域における課題

（西宮市都市ブランド発信課へのヒアリングを元に作成）

課題解決に向けた取組

スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会
の設立

賑わい創出イベントの実施

新たな参画事業者の発掘と参画の土壌づくり

具体の取り組みとして



 球場と新建物のデッキ接続
 商業店整備､甲子園記念館移転
※2020年春着工～2021年春開業
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西宮市として、協議会を通じて、甲子園駅周辺整備、甲子園球場南側の市営住宅跡地開発に加え、甲子園エリアのPRを

行っていく方針である

現状の課題に対する西宮市の具体的な取り組み状況

阪神甲子園球場

ららぽーと
甲子園

市営
住宅
跡地

ホテル
ヒューイット
甲子園

球
場
ア
プ
ロ
ー
チ

動
線
の
整
備

甲子園駅周辺整備事業

 円形広場ゾーン・ステージの整備
 道路の無電柱化・車寄せの整備

市営住宅跡地開発

具体の取り組み

出所：西宮市HP

出所：阪急阪神ホールディングスプレスリリース
※西宮市協議会の議論を基に記載

具体の取り組み

甲子園エリアPR媒体の作成

 甲子園スタイルによる発信

 阪神沿線やららぽーと甲子園内で
のプロモーション

 武庫川女子大学との連携



甲子園周辺には、幅広い種目に対応可能なスポーツ施設が整備されている

甲子園地域におけるスポーツ資源（施設）

9

1

①阪神甲子園球場

②大阪ガス今津総合グラウンド

2

3

③今津体育館

4

④甲子園浜海浜公園今津浜地区・浜地区

5

⑤JTバレーボール部体育館

6

⑥甲子園浜野球場

⑦甲子園浜海浜公園沖地区

7

8

⑧浜甲子園運動公園

9

⑨県立総合体育館

10

⑩阪神鳴尾浜野球場

11

⑪ひょうご西宮アイスアリーナ

12

⑫鳴尾浜臨海公園北地区

13

⑬兵庫医科大学鳴尾浜総合グラウンド

14

⑭武庫川女子大学総合スタジアム

15

⑮鳴尾体育館

16

⑯武庫川女子大学体育館

17

⑰兵庫医科大学東鳴尾テニスコート

18

⑱兵庫医科大学平成記念館

19

⑲武庫川河川敷

20

⑳鳴尾浜臨海公園南地区
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㉑リゾ鳴尾浜

野球場

体育館・陸上競技場・プール・野球場・テニスコート

体育館

多目的広場・小運動場・ジョギングコース・バスケットコート・健康遊具

体育館

野球場

BBQ可能エリア・サーファーエリア

野球場・テニスコート・多目的広場・体育館

体育館

野球場

アイスアリーナ

テニスコート・野球場

総合グラウンド（サッカー・野球・ラグビー）

スタジアム（サッカー・ラクロス・陸上・ソフトボール・ビーチバレー）

体育館

体育館3棟（プール含む）

テニスコート

アリーナ・武道場・アーチェリー場・ゴルフ練習場

ランニングコース・サイクリングコース

芝生広場・海釣り広場

プール・リラクゼーションバス・マシンジム・スタジオ）

名称 概要

㉒甲子園テニスクラブ

㉓甲子園テニスコート

㉔ロッケストラ甲子園店

㉕タイガースフィットネスクラブ ラフィット

㉖インドアテニススクールノア西宮校

㉗アコーディア・ガーデン

テニスコート

テニスコート

ボルダリングジム

スポーツジム

ゴルフ場

テニスコート

22
23

24
25

26

27



甲子園周辺のスポーツ施設では、数多くの市民向けのスポーツイベント・プログラムが展開されている

甲子園地域におけるスポーツ資源（イベント・プログラム）
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1

①阪神甲子園球場

②大阪ガス今津総合グラウンド

2

3

③今津体育館

4

④甲子園浜海浜公園今津浜地区・浜地区

5

⑤JTバレーボール部体育館

6

⑥甲子園浜野球場

⑦甲子園浜海浜公園沖地区

7

8

⑧浜甲子園運動公園

9

⑨県立総合体育館

10

⑩阪神鳴尾浜野球場

11

⑪ひょうご西宮アイスアリーナ

12

⑫鳴尾浜臨海公園北地区

13

⑬兵庫医科大学鳴尾浜総合グラウンド

14

⑭武庫川女子大学総合スタジアム

15

⑮鳴尾体育館

16

⑯武庫川女子大学体育館

17

⑰兵庫医科大学東鳴尾テニスコート

18

⑱兵庫医科大学平成記念館

19

⑲武庫川河川敷

20

⑳鳴尾浜臨海公園南地区

21

㉑リゾ鳴尾浜

プロ野球・高校野球・甲子園ボウル・小中連体・甲子園リレーラン

NOBY T&F CLUB

教室（バレー・バスケット・クォーターテニス・親子エクササイズ）

－

小学生バレーボール教室（単発）

タイガースアカデミー

教室（スタンドアップパドルボード・ウィンドサーフィン）

教室（親子キャッチボール・サッカー・フットサル・テニス）

教室（西宮ストークス・ヴィッセル神戸・ストークスチアリーディング等）

ファンクラブKIDS会員対象野球教室&握手会

教室（スケート・アイスホッケー）

教室（テニス）

－

－

教室（クォーターテニス・親子エクササイズ・バレー・バスケット等）

スポーツクラブ武庫女（体操・ハンドボール・水泳等）

－

－

－

教室（ヨガ・フットサル・陸上・ノルディックウォーキング等）

フィットネスクラブ

名称 主なイベント・プログラム

㉒甲子園テニスクラブ

㉓甲子園テニスコート

㉔ロッケストラ甲子園店

㉕タイガースフィットネスクラブ ラフィット

㉖インドアテニススクールノア西宮校

㉗アコーディア・ガーデン

教室（テニス）

教室（テニス）

ボルダリングジム

フィットネスクラブ・タイガースアカデミーダンススクール

教室（ゴルフ）

教室（テニス）

22
23

24
25

26

27



西宮市は、甲子園の立地を生かして、元アスリートのセカンドキャリアによるビジネスの集積や、スポーツビジネスの創出

により、スポーツを核とした住みやすい街を目指す

本業務における西宮市の目指す姿とテーマ
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目指す姿
スポーツを核とした住みやすい街「甲子園」
短期：トップアスリートにふれあえることで、交流人口による賑わいの創出
長期：スポーツビジネスに関心がある人材が集まり、新たなビジネスが生まれる街

テーマ

 元アスリートをコンテンツとしたイベント等の開催による交流人口の増加

 スポーツビジネスに関心がある人材による起業や新規事業開発、元アスリートによる
「セカンドキャリア」を起点としたスポーツビジネスの集積地

 西宮市の課題及び現状の取り組みについて、西宮市にヒアリングを行った結果、本業務における西宮市の
目指す姿及びテーマとして、以下を設定した



スポーツを核として住みやすい街「甲子園」を目指す

具体的なイメージ（仮説）
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コワーキング
スペース

就職先紹介

スポーツ

アカデミー

MBA

イベント

食

阪神の2軍選手等の
プロ選手が参加する
イベントを甲子園地域を

対象に行う

スポーツビジネスに関する
人々が集う場所を設置

健康増進につながる
食事の提供

西宮市の企業とスポーツ選手
をマッチングし、就職先の紹介

を行う

運動
ランニングコースや
ランステの設置

選手のセカンドキャリアの資格
取得、ネットワーク形成の支援

起業 合宿

健康データの活用や
スポーツをテーマにした
新商品の開発や

新規ビジネスの創出を行う。

西宮市
阪神電鉄
三井不動産

プロスポーツ
チーム

アスレチック
リエゾン

教育機関
医療機関

スポーツ
関連企業

小売／飲食
関連企業

・・・

甲子園及び周辺のスポーツ
施設を含めた合宿の誘致

スポーツを核とした住みやすい街
「甲子園」

 前ページの西宮市の目指す姿とテーマを元に、具体的なイメージを仮説して設定し、当該仮説に基づき、
甲子園地域やスポーツに関連する事業者へヒアリングを行う



西宮市・甲子園エリアにスポーツ及び周辺産業に関連する事業者及び有識者にヒアリングを実施した。

主要なスポーツ施設や関連事業者へのヒアリング

武庫川女子大学

阪神タイガース

西宮ストークス

アスレチック・リエゾン・西宮

阪神電気鉄道

三井不動産

事業者名（敬称略） ヒアリング内容

 現状の課題
 西宮市の取り組みに対するハード面及びソフト面での連携可能性

 現状の取り組みと課題（セカンドキャリアの取り組み、課題）
 今後の連携可能性（スポーツアカデミー・新規事業開発）

 現状の取り組みと課題（セカンドキャリアの取り組み、課題）
 今後の連携可能性（スポーツアカデミー・新規事業開発）

 現状の取り組みと課題（甲子園エリアのまちづくりの方向性、個別の取り組み）
 今後の連携の可能性

 現状の取り組みと課題（ららぽーと甲子園での取り組み）
 今後の連携の可能性

 現状の取り組みと課題（セカンドキャリア、スポーツ関連の取り組み）
 今後の連携可能性
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西宮市・甲子園エリアにスポーツ及び周辺産業に関連する事業者及び有識者にヒアリングを実施した。

主要なスポーツ施設や関連事業者へのヒアリング

事業者名（敬称略） ヒアリング内容

 現状の取り組みと課題（商品展開、酒蔵イベント、健康メニュー等）
 今後の連携の可能性（アスリートや大学と連携した食品の開発等）

 現状の取り組みと課題（商品展開、酒蔵イベント、健康メニュー等）
 今後の連携の可能性（アスリートや大学と連携した食品の開発等）

 現状の取り組みと課題（スポーツイベントの実施状況）
 今後の連携の可能性（西宮市におけるスポーツイベントの実施可能性）

 現状の取り組みと課題（西宮ストークスのスポンサーとしての活動）
 今後の連携の可能性（甲子園でのスポーツイベントやスポーツビジネスの展望）

 スポーツビジネスにおける現状の課題
 西宮市の取り組みに対する連携可能性及びアイデア

出島 誠之（専門家）

大関

日本盛

デカトロン

スマートバリュー

 現状の取り組みと課題（コーヒーを活用したサービス）
 今後の連携の可能性（大学との連携、健康関連イベントへのご協力）

DCS

14



スポーツビジネス及びセカンドキャリアの課題については、西宮市だけでなく全国的に共通した課題が認識された

ヒアリングにおいて認識された課題
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スポーツビジネスに関して

 スポーツビジネスを行う場合には、事業単独では事業採算性が低く、個別では成り立たないことが多い。単価を上げて、
ビジネスとして成立する仕組みや社会の認知、資金調達の手法等を検討する必要がある。

 スポーツ＝ボランティアの認識が多く、その先入観を打ち破り、正当な対価を提供することが、スポーツビジネスの振興には必要となる。

 スポーツ選手のセカンドキャリアについては、30歳前後での引退の場合に、それまで社会人経験がないことから、会社への適応が難しく、
多くの場合、うまくいっていない。

 中学校の部活についても先生の抵抗があり、元アスリートが入りこむ余地は限定的。

 スポーツに関わる新たな事業・ビジネスを生み出すためには、西宮市内のリソースだけでは難しい面もあり、市外を含めた様々な人材を
呼び込むことが必要

セカンドキャリアに関して

 選手のセカンドキャリアについては、スカウトの個人的なつながりから面倒を見ていることが多く、組織としてはチームスタッフとしての
紹介のみであり、他の職種を含めて選択肢を増やしていくことはチームにとっても選手にとっても価値がある。

 個々のチームだけでセカンドキャリアに取り組むには、規模が小さい。選手会やリーグ全体での取り組みの方が規模を確保できる。

 日本では、Bリーグや今後ラグビーのプロ化も進む中で、クラブチームのビジネスに精通した人材が不足しており、
スポーツマネジメント人材の育成が必要である。

 バスケットボールの人口が増加しているが、街でバスケットをする場所が少なく、スクール等を行うにもインフラが不足している

 アスリートのセカンドキャリア支援については、似たような構想が多くあるが、実現まで至っていないケースが多い。

 セカンドキャリア支援の大半は、マッチングにとどまっており、マッチング前のトレーニングやマッチング先となる就職先の開拓まで、
前後のフォローまで実施できている取り組みは殆どない

 2020年のオリンピック後に、引退するアスリートが増加し、それへの対応が必要と考えている。



甲子園地域をイベント等による賑わい創出に関するヒアリング結果として、イベント関連、食関連をまとめた

西宮市の取り組みに対する連携可能性及びアイデア（イベント等の賑わいの創出）
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イベント関連

 スポーツイベントでの連携についても、ボランティアでなく、アスリート側にもメリットがあれば、連携を検討できる

 甲子園やららぽーと内外におけるスポーツイベントついても、甲子園マルシェの開催時以外も含めて、開催を検討できる

 協議会に対し、甲子園周辺の事業者が賑わい活性化に関するアイデア・イベントを提案できる仕組みがあれば、コンテンツの幅やイベント
の開催頻度を増やすことは検討可能であると思われる。

 甲子園は高校野球の聖地であるので、高校野球界の著名人の講演等、高校野球にちなんだ取り組みを検討することも考えられる。

 鳴尾浜のスポーツ施設を活用して、プチトライアスロン（種目ごとに違う日・人でもよい）を開催することも検討できる。

 スポーツイベント後のケア（ゴミ拾いや違法駐輪対策等）も周辺住民の理解を得るには重要であり、清掃時に企業ロゴを掲載していれば、
企業イメージ向上にもつながる

食関連

 大学と連携して、健康増進につながるメニュー開発の検討も可能である。

 食×アスリートの観点からも連携は可能であり、食とトレーニングメニューを合わせたプログラムの作成も検討できる。

 甘酒がスポーツドリンクとして使われているケースがあり、単に糖分が多いだけではなく、プラスアルファの要素を追加して、
甘酒の成分を活用した自然由来のスポーツドリンクというのも考えられる

 コーヒーを活用したアレンジドリンクだけでなく、ハンドドリップなどのフィルターコーヒーに占める水の割合は99%程度であり、水へのこだ
わりが強いため、サービスステーションを設置し、水分補給として水の提供の検討も可能である



甲子園地域をイベント等による賑わい創出に関するヒアリング結果として、日常の健康増進及びその他の事項をまとめた

西宮市の取り組みに対する連携可能性及びアイデア（イベント等の賑わいの創出）
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 甲子園駅からのスポーツのまちとしての視認性を高めるため、阪神高速道路高架壁面や高架下の活用を行ってはどうか。

 甲子園球場において、顔認証でフリーで入退場、キャッシュレス決済、データでの甲子園周辺の店舗のクーポンを配布できるような
仕組みができれば、周辺への回遊性を高める取り組みが可能となる

日常の健康増進

 商業施設等で行われている既存の健康増進プログラムの開催範囲を、地域全体へ拡張していくことも検討可能である。

 西宮市内におけるランニングコースの設定について、コース設定の経験者やアスリートと連携することも検討可能である。

 ランニングステーションの設置について、前向きな企業や甲子園周辺のフィットネスクラブを活用することも検討可能である。

 ランニングコースにおける銭湯等のスポットや明るく安全なエリア等、ソフト面での情報提供だけでも、ランナーを集める仕掛けとしては
有効である

 甲子園周辺でランニングコースだけでなく、ボルダリング等のスポーツ関連設備を集積させることも考えられる（例えばシアトルの「Rei」）

 同じチームスポーツをやりたい人を探すことができる、マッチング・プラットフォームがあれば、参加者が増える可能性がある。

 バスケットのコートが西宮市では少ないので、整備することも考えられる。

その他



甲子園地域をセカンドキャリアに関するヒアリング結果として、スポーツアカデミー及び新規事業開発に関連する

事項をまとめた

西宮市の取り組みに対する連携可能性及びアイデア（セカンドキャリア）
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スポーツアカデミー

 スポーツビジネスに関心のある社会人を対象に、スポーツ事業にフォーカスした大学院を設置予定であり、連携の可能性はある。

 甲子園周辺には、会議室やイベントルームがいくつかあるため、アカデミー事業における活用は検討可能である。

 Bリーグや今後ラグビーのプロ化も進む中で、クラブチームのビジネスに精通した人材が不足しており、
スポーツマネジメント人材の育成が必要である。

 プロスポーツチームの成績は、選手の上手い・下手だけではなく、クラブマネジメント人材の手腕によっても大きく影響を受けるため、
人材育成は非常に重要

 スポーツとビジネスを融合させた知見を有する高度人材を育てる、スポーツヒューマンキャピタルの西宮版を目指すぐらいの目線の高い
取り組みであれば、人が集まることも期待できる。

 IMGの冠がついた講座を受けることができれば、アカデミーとしての求心力も高まる。

 スポーツアカデミー起点の取り組みで発生した収益については、一部スポーツアカデミーへ還元する仕組みをつくることも考えられる

新規事業開発

 プロチームのブランドを活用した新規事業について、提案内容次第ではあるが、協力することは検討可能である

 福山市では、スポーツビジネスに興味を持つ人を集め、講座を開設し、参加者の連携を通じて、新たなビジネスの創出に取り組んでいる。
西宮市も、まずは事業者間連携や産官学金の連携を生み出す仕掛けを作ることからはじめることが考えられる。

 既にスポーツ×関連産業の組合せで、西宮でも成功例があり、これらを積み重ねていくことが必要と考える。

 チームの選手の各種データの活用や、テストマーケティングの場としての活用は検討可能である。



甲子園地域をセカンドキャリアに関するヒアリング結果として、アスリートの就職先に関連する事項をまとめた

西宮市の取り組みに対する連携可能性及びアイデア（セカンドキャリア）
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アスリートの就職先

 大前提として、アスリートだからといって特別扱いするのではなく、いかに本人に努力させるかが重要である。

 スポーツ学童や部活動の支援等、スポーツの裾野を広げる活動については、OBの選手リストもあるため、スキームを検討してもらえれば
紹介は検討可能である。

 現状の紹介ルート以外にも、西宮市内や他地域で受けれてもらえる会社を紹介できれば、それは選手・チーム双方に取っても
メリットであることから、連携は検討可能である。

 西宮市はスポーツスクールへ子供を通わせる家庭が多く、バスケットのコートが整備されれば、スクール事業の実施やコーチの派遣も
検討可能である。

 従業員の健康に配慮する企業が増加しており、福利厚生のカフェテリアプランをスポーツ関連プログラムに活用できれば、
企業の福利厚生予算をスポーツ分野へ呼び込むことにつながる

 チアリーディングが西宮市が盛んであり、コーチが不足しており、マッチングのデータベースがあれば解決できる可能性がある

 スポーツを核にしたまちづくりという観点からは、大阪市住之江区で小中学校の体育の授業を一部教えている。
体育の授業や部活動のコーチという立場で協力は検討可能である。

 企業においては、若い年代が少なく年齢構成がいびつである状況のため、20代後半～30代中盤で元気がある人材であれば、
アスリートのセカンドキャリアの受け皿として、アスリートを受け入れることは検討可能である

 アメリカのようなアスリート向け年金制度がないことも日本のスポーツ界の課題であるので、セカンドキャリアだけでなく、
ファーストキャリアを継続することを目的に、金融機関や保険会社を巻き込んで西宮市・協議会の取り組みとして年金制度をつくることも
考えられる（西宮市で勤務する、居住することを前提にするなど）



賑わい創出については、甲子園のPRやイベントの提案募集の仕組み作り、高校野球に関連するイベントや

プチトライアスロンのイベント等のアイデアが出された

ヒアリングにより抽出したアイデア（賑わい創出）
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項目

a

c

掛け合わせ

甲子園スタイルの発信

プチトライアスロン
及び

ゴミ拾いイベント

大学生の目線からの情報発信

スポーツメーカーが主催のイベントをゴミ拾いと合わせて実施

アスリートスポーツ
メーカー

女子大学生
情報媒体
（紙、SNS）

b
スポーツ関連事業者から
のイベント活用の提案

甲子園駅前広場等の活用についてテナントからの提案制度

イベント
スポーツ
関連事業者×

× × アスリート

× 地域活動×

d

ランニングステーション
ランニングコース
ボルダリング施設
バスケットコート

スポーツメーカーとアスリートがコラボしたコース設計

アスリートスポーツ
メーカー ×



賑わい創出として、ランニングや健康メニュー、健康食品等の日常の健康増進に関するアイデアや、

ITを活用した甲子園のスマート化のアイデアが出された

ヒアリングにより抽出したアイデア（賑わい創出）
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項目

a

掛け合わせ

甲子園球場のスマート化

顔認証やキャッシュレス、クーポン配布によるスマート化

IT甲子園球場

b

健康メニューと
運動プログラムの開発

アスリートと大学生のコラボによる健康メニューの開発

運動
プログラム

健康
メニュー ×

×
c

酒蔵等と連携した
健康食品

酒蔵と連携した健康食品の開発

お酒
食品

スポーツ ×



セカンドキャリアについては、スポーツアカデミーや新規事業創出、就職先の紹介、就職先を創出するアイデアが出された

ヒアリングにより抽出したアイデア（セカンドキャリア）
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項目

a

c

d

掛け合わせ

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

スポーツビジネスやクラブマネジメントを行う人材の育成

個々のアスリートの特性に応じた就職先の紹介

就職先
データ
ベース

適性診断 職業訓練+ +

MBA

（マネジメントスキル）
スポーツ

西宮市の体育の授業・学童・部活におけるアスリートの活用

アスリート
体育の授業
学童
部活

×

b 新規事業創出

スポーツ関連人材、地元企業等による新たな価値の創出

地元事業者
スポーツ
関連人材

アスリート× ×

×



スポーツを核としたまちづくり・ビジネス創出に関する
先進事例調査

23
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セカンドキャリアに関連する項目を中心に、計5つの先進事例を調査した

先進事例調査の対象

項目

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

新規事業創出

 セカンドキャリアの取り組みについては、実現までに時間を要するとともに、関与するプレーヤーも多くなり、複雑となることから、

セカンドキャリアを中心に先進事例を選定した。

先進事例

Jリーグによるスポーツマネジメント人材の育成やスポーツビジネス創出に
向けた取組（スポーツヒューマンキャピタル）

SSKリレーションズによるスポーツ選手の就職先紹介の取り組み（アスカチ）

ミズノによるスポーツ学童の取り組み

DeNAによる横浜ベイスターズを活用したインキュベーション事業及び
アクセラレーション事業

NOBY T&F CLUBによる小中学校の体育の授業への支援
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西宮市の課題である、「クラブチームのマネジメント人材を育成する」という観点から、先進的に取り組んでいる

スポーツヒューマンキャピタルの取り組みを調査した

スポーツアカデミーに関する先進事例（スポーツヒューマンキャピタル）

項目

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

新規事業創出 先進事例（スポーツヒューマンキャピタル）

 Jリーグが母体となり、スポーツマネジメント人材の育成や
スポーツビジネス創出に向けた取組
→幅広い人材を集め、スポーツマネジメント人材を育てるための
仕組み・ポイントを調査

西宮・甲子園地域の現状・課題

 スポーツのプロ化が進む中で、クラブチームビジネスに精通した人材が
不足しており、西宮においても、スポーツマネジメント人材育成が必要

 スポーツに関わる新たな事業・ビジネスを生み出すためには、
西宮市内だけでなく、市外を含めた様々な人材を呼び込むことが必要

示唆・ポイント

 スキル習得に加え、ネットワーク・コミュニティ形成を支援する取り組み

 集客・運営を支える中核企業（Jリーグ）のブランド、資金支援

 スポーツビジネスに関する幅広いネットワークと知見を有したスタッフ



スポーツヒューマンキャピタル（以下、SHC）は、スポーツビジネス領域の人材開発・活用を通じた

スポーツ全体への貢献を目的に、スポーツビジネススクールを中心とした取り組みを行っている

スポーツヒューマンキャピタルの概要
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設立
目的

 Jリーグを発祥とするスポーツビジネス領域の人材開発・活用の仕組みとして、

スポーツの世界で活躍する人材を輩出し、

豊かなスポーツライフの原動力となる

 →社会貢献目的な意味合いが強く、利益創出を第一の目的としていない

設立
経緯

 2015年4月 Jリーグの企業内大学としての位置づけで、Jリーグヒューマンキャピタルとして

発足Jリーグ・立命館大学による「教育・研修コース」が開講

 2016年9月Jリーグ（プロサッカー）から、スポーツ全体への貢献へと目的が拡張されたこと

を背景に、スポーツヒューマンキャピタルとして、Jリーグから独立

事業
内容

 スポーツビジネススクール（SHCスポーツビジネスマスターコース）

 スポーツ業界への人材紹介（キャリアデザイン）

 SHC Café（教育・研修コース、OB・OG向けワークショップ）

 SHC Home Coming Day（年次OB・OG集合イベント）

出所：SHCホームページ、SHCへのヒアリング



スポーツビジネススクールは、スポーツ業界でのネットワークやOB・OGコミュニティへの参加を目的に、

高額な授業料にもかかわらず、多数の参加者を集めている

SHCのスポーツビジネススクールの概要
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期間

定員

授業料

成果物

目的

カリキュラム

 スポーツ経営者としての意思決定に関する基軸の獲得

 一生涯続く、スポーツ人材ネットワークの提供と交流

 インプット ：クラブビジネス・経営基礎に関する座学・スタジアム等の現場視察）

 アウトプット：グループワーク、クラブ経営者への事業計画プレゼンテーション

 休日中心・平日夜中心の3か月コースを年間各1回、計2回（1時間×80コマ＝80時間）

 幅広く参加者を募るため、設立当初と比較し、短期化している（以前は1年程度）

 各コース最大36名、年間最大72名（2020年度計画）

 クラブ・職員や卒業生からの紹介者は基本的に受け入れるため、一般応募の倍率は上記よりも高い

 1コース398,000円（税抜）

 意欲のある人を広く受け入れるため、2020年度から受講料を引き下げ（従前は50万円）

 授業料が、かかるコストや利益水準をベースに設定されているわけではない

 受講証明書（学士号・修士号ではない）

 スポーツ業界でのネットワーク獲得・OB・OGコミュニティへの参加する権利

出所：SHCホームページ、SHCへのヒアリング



一般ビジネスパーソンを中心に幅広い属性の受講生が通学し、3割弱がスポーツ関連業界へ転職している

SHCのスポーツビジネススクールの受講生の属性

SHCのスポーツビジネススクールの受講生の概要
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コンサルティング・

専門サービス
15%

製造
12%

インターネット広告
11%

商社
9%

IT・通信
8%

人材・教育
5%

建設・プラント・不動産
3%

金融・

保険
2%

流通・小売
2%

団体職員・官公庁・

研究機関
2% 放送・新聞・出版

2%
その他

6%

Jクラブ
15%

Jリーグ
3%

JFA
2%

V.LEAGUE

クラブ
3%

地域リーグク

ラブ
3%

スポーツ業界
26%

出身業界（2019年度参加者）

10

32

21

3
1

0

5

10
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20

25
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35

20代 30代 40代 50代 60代

年齢分布（2019年度参加者）（人）

平均37歳
（35~38歳で推移）

元アスリートは
例年1名程度

SHCのスポーツビジネススクールの受講生の進路

 会社に所属したまま通学する一般ビジネスパーソンが多いが、
既にスポーツビジネスに携わっている人が増加傾向

 関東圏が9割、年代は幅広いが30代後半が平均年齢

その他
73%

JFA
1%

Jリーグ本部
1%

国内サッカークラブ
9%

海外サッカークラブ
1%

その他スポーツ組織
9%

スポーツ関連

企業
6%

スポーツ関連業界

への転職*

27%

スポーツ関連業界への輩出状況（2015~2019年累計実績）

 これまでの受講生のうち、3割弱がスポーツ関連業界へ転職

*コース参加前より在籍しているケースは除く 出所：SHCホームページ、SHCへのヒアリング



主な運営・協力主体

様々な団体から、ヒト・モノ・カネのリソースの提供を受けつつ、企画・運営の中心はSHCが担っている

実施体制
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 SHCの立ち上げ母体
 SHCの人員派遣
 メインスポンサー

 立ち上げ時の講師派遣
 講義場所の提供

 資金援助
（中長期的な視点での連携効果を期待し、
短期の利益創出を第一には意図していない）

 講義、ケース課題の提供

 事務局機能
 企画立案・運営
 講義の提供

SHC

Jリーグ

立命館大学

その他
スポンサー

クラブチーム
講師陣

講師名（例） 所属 講義テーマ

川淵三郎 日本サッカー協会
スポーツ組織における

経営哲学

村井満 Jリーグ Jリーグの理念と事業戦略

上野山信行 ガンバ大阪
優秀なリーダーと
言葉の重要性

冨山和彦 経営共創基盤
「G」と「L」の2つの世界から
みたスポーツ組織の価値

島田慎二 千葉ジェッツふなばし 経営哲学について

根岸友喜
パシフィックリーグ
マーケティング

プロ野球パ・リーグの
ビジネス

大河正明 Bリーグ
スポーツ組織の産業構造

Bリーグ設立の趣旨

武田信平 川崎フロンターレ
川崎フロンターレでの

クラブ経営

本間浩輔 SHC、ヤフー
スポーツ組織におけるキャリ
アの考え方、リーダーシップ

西野努
SHC、オプト・スポーツ・イン

ターナショナル

スポーツビジネス概論、
スポーツ組織における
キャリアの考え方

出所：SHCホームページ、SHCへのヒアリング



立ち上げ母体であるJリーグがメインスポンサーであり、多額の資金支援を行っている

スポンサー一覧
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スポーツ団体会員

特別協賛会員

協賛会員

賛助会員

30,000,000円

4,450,000円

500,000円

1社あたり
年間拠出額
（推定）*

✔

－

理事会参加社名

博報堂DYメディアパートナーズ

パーソルグループ

モルテン

イマジカ・ライヴ

立命館

産業能率大学

Jリーグ

事業内容

広告代理店業

人材派遣・採用支援

スポーツ用品の製造販売

スポーツ・エンターテインメントの
LIVE映像の中継・制作

大学の運営

大学の運営

Jリーグの運営

出所：SHCホームページ、SHCへのヒアリング、SHC財務諸表

－

✔

* トーマツにて、SHC財務諸表記載の各会員カテゴリーの受取会費合計値を各会員カテゴリー社数で除して推定



SHCは、常勤2名非常勤6名の計8名体制で運営されている

収支状況（2018年）および人員体制
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収入

入会金 1,000,000 

スポーツ会員会費 30,000,000 

協賛会員会費 17,800,000 

賛助会員会費 1,000,000 

受講料 28,813,629 

研修請負料 515,120 

イベント収入 2,333,000 

業務委託収入 19,032,535 

その他 127,362 

計 100,621,646 

費用

人件費 66,594,464 

役員報酬 9,060,758 

給与手当 10,913,073 

臨時雇賃金 200,000 

法定福利費 2,766,012 

委託費 38,066,556 

諸謝金 5,588,065 

賃借料 3,905,227 

広告宣伝費 1,669,960 

支払手数料 5,421,177 

旅費交通費 1,268,933 

雑費 1,569,324 

通信運搬費 112,573 

減価焼却費 912,060 

消耗品費 222,444 

印刷製本費 605,659 

修繕費 64,800 

租税公課 13,350 

交際費 586,955 

研修費 864,000 

会議費 90,141 

計 83,901,067 

代表理事
（非常勤1名）

事務局
（常勤2名）

企画
ファシリテーター
（非常勤1名）

就職マッチング
担当

（非常勤2名）

マーケティング
担当

（非常勤1名）

事務担当
（非常勤1名）

最終意思決定

各事業の調整および運営

スポーツビジネススクールの
企画立案および司会進行

スポーツ団体等からの求人と
スポーツビジネススクール修了者等
とのマッチング

スポーツビジネススクールの
広報・集客業務

経理等の諸業務

役割

 本間浩輔氏
 ヤフー取締役常務執行役員

 中村聡氏（Jリーグから出向）
 住友商事出身、MBA修了

 田窪範子氏（Jリーグから出向）

 西野努氏（業務委託）
 元浦和レッズの選手・スタッフ
 MBA修了、企業経営者

 業務委託1名

 パーソルからの兼務出向1名

 業務委託1名
 Jリーグとも協業経験有り
 博報堂出身

 パートタイマー1名

担当者

出所：SHCホームページ、SHCへのヒアリング、SHC財務諸表、各種メディア記事
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新規事業創出に関する先進事例
（THE BAYS・ BAYSTARS SPORTS ACCELERATOR）

項目

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

新規事業創出
先進事例（THE BAYS・ BAYSTARS SPORTS ACCELERATOR）

 横浜DeNAベイスターズによる、スポーツによる新たな産業創出に向けた、
インキュベーション事業及びアクセラレーションプログラム
→スポーツ資源を活用し、人材・事業者を呼び込むためのポイントを調査

西宮・甲子園地域の現状・課題

 スポーツに関わる新たな事業・ビジネスを生み出すためには、
西宮市内だけでなく、市外を含めた様々な人材を呼び込むことが必要

 西宮の特色としては、スポーツ施設やスポーツチーム等、
市内にスポーツ関連資源が多数あることが強み

何を参考にするのかわかりづらい

示唆・ポイント

 人が集まる場の形成と継続的なイベントによる、コミュニティの形成

 スポーツチームだからこそ提供できるリソース（スポーツに関するデータ・
テストマーケティングの機会等）をフックにした、人材・企業の呼び込み

 スタートアップ発掘に関するノウハウ・リソースを外部から調達

西宮市の課題である、「新規事業創出に向けた人材・企業の呼び込み・発掘」という観点から、

先進的に取り組んでいる横浜DeNAベイスターズの取り組みを調査した



横浜DeNAベイスターズは、新産業育成を目的に、インキュベーション施設を開設、定期的にネットワーキングイベントを

開催することで、スポーツビジネスや事業開発に関心を持つ人が集まるコミュニティを形成している

THE BAYS（インキュベーション施設）の概要
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 概要：会員企業やクリエイターがオープンイノ ベーションを通じて商品開発などを行う会員制

シェアオフィス・コワーキングスペース（382㎡）

 入居者：慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科・メディアデザイン研究科､

横浜ゆるスポーツ協会､超人スポーツ協会､スノーピークビジネスソ リューションズ、その他個人

 利用状況：仕事場としてだけでなく、定期的にトークセッションやワークショップを開催

 未来を創る「デザイン思考」エッセンスワークショップ

• グロービス経営大学院・横浜DeNAベイスターズによる共催

• ビジネスパーソンを中心に、スポーツビジネスや事業開発に関心のある人が50名参加

CREATIVE SPORTS LAB

横浜DeNAベイスターズが推進する「横浜スポーツタウン構想」
（スポーツやエンタメの新たな産業創出を目指す）の
中核施設として2017年に開設

クリエイティブ企業や大学研究室、個人クリエイターシェアオフィス

ファンや市民が立ち寄れる、野球をテーマにした、カフェショップ

ヨガ・ピラティスを中心に体験プログラム展開

開設目的・経緯

出所：THE BAYS HP、各種メディア記事
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横浜DeNAベイスターズによる、保有データ・実証実験機会・ネットワーク・資金・ワークスペースの提供を掲げた

支援プログラムを通じて、横浜市内外からのスタートアップ・事業アイデアの呼び込み・発掘に成功している

BAYSTARS SPORTS ACCELERATORの取り組み

概要
 ステークホルダー*への新たなスポーツ体験の提供
 横浜の地域経済活性化

支援対象

 概ね設立10年以内の企業（市外企業も対象）
 事業展開エリアに横浜を含むこと
 取組テーマ
 スポーツ観戦体験
 ファン層の拡大・満足度向上
 スポンサー企業への提供価値
 物販・飲食サービス、スポーツ技術
 新たなスポーツ分野

提
供
リ
ソ
ー
ス

主催者 横浜DeNAベイスターズ
iSGSインベスメント
ネットワークス（VC）

球団が保有するデータ －データ

スポーツ業界での
ネットワーク

ベンチャー投資領域での
ネットワーク

ネット
ワーク

ディー・エヌ・エー
グループからの資金

iSGSインベスメント
ネットワークスの資金

資金
調達

CREATIVE

SPORTS LAB
－

ワーク
スペース

プロ野球興行時の横浜
スタジアム等での実施

実証
実験

－

応募受付

（1か月）

審査

（3カ月）

支援対象

決定

プログラム

開始

市内外の事業者より計52件の応募

 公募形式

 参考：OIHシードアクセラレーション
プログラム**第8期応募件数50件

主催者による書類・プレゼンテーション審査

 「課題解決手法・仕組みの実現可能性」
「当該プログラム参加の意義」「体制」

「新規性」「横浜活性化への貢献可能性」
の観点から審査

株式会社ギフティ（東京都品川区、設立7年目）

 会社概要：ギフト用電子チケットサービス運営

 支援事業：電子地域通貨を開発し、横浜スタ
ジアムや対象エリアの加盟店で
決済が可能となるサービス

**大阪市が実施するアクセラレーションプログラム

出所：BAYSTARS SPORTS ACCELERATOR HP、各種メディア記事

2018年6月より支援開始

 上記事業に関する具体的なサービス開始
時期は現在のところ未定

 上記事業のプロトタイプの体験会を
CREATIVE SPORTS LABで実施
（2018年11月）

*横浜市民、横浜DeNAベイスターズのファン・スポンサー企業等
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アスリート用の就職先紹介・データベースに関する先進事例（アスカチ）

項目

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

新規事業創出

先進事例（アスカチ）

 HR Techのタレントパレットと提携し、スキルの可視化・分析を支援する
アスリートの就職マッチングの先進事例
→就職マッチングにおけるアスリートのスキル・経験の棚卸手法、
およびマッチング先となる求人の開拓手法を調査

西宮・甲子園地域の現状・課題

 アスリートのセカンドキャリアは、30歳前後での引退の場合、社会人
経験がないことから、会社への適応が難しく、うまくいかない例が多い

 また、個人的なつながりに頼る例が多く、組織的な支援は少ない
 自身でキャリアを切り開くためには、スポーツで培ったスキル・経験の
棚卸を行い、企業に理解してもらうプロセスが必要

示唆・ポイント

 デジタルツールを活用し、競技生活で培った経験をビジネスで活きる
特性・強みとして可視化

 求人企業の母数を増やすため、アスリートのセカンドキャリア・
デュアルキャリアに理解のある企業の求人を積極的に開拓

西宮市の課題である、「アスリートの強みを可視化し、就職マッチングにつなげる仕組みの構築」という観点から、

先進的に取り組んでいるアスカチの取り組みを調査した



アスカチでは、デジタルツールと企業ネットワークをもとに、スポーツの力の可視化・言語化により、

スポーツ人材と企業をマッチングさせるプラットフォームを運営している

アスカチの取組概要
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 「自己診断」「スキル診断」
「適職診断」機能を備えた
マイページの提供

 Eラーニングの提供

→スポーツの力の可視化

 求職者の検索および面談

 スポーツ業界に精通した
エージェントによる就職支援

→「自己分析」を「自己PR」へ
変換し、言語化・文章化

有料職業紹介事業
「アスカチ」

アスリート
（求職者）

プラスアルファ・
コンサルティング

SSK

リレーションズ
企業

（求人者）

最適な
人材の推薦

アスカチへの
情報登録

タレントパレット
人材の見える技術

アスリートに対する深い理解
対企業ネットワーク

 トップアスリート
 体育会大学生
 体育会学生第2新卒
 スポーツ業界で働きたい
スポーツ人材

 プーマジャパン
 アルペン
 キシスポ
 モリスポ
・・・等

出所：アスカチ HP、SSKリレーションズへのヒアリング



求職者・求人の双方の母数拡大に向けて取り組みを行っており、例えばデュアルキャリアに理解のある企業の

求人開拓に向けて、地域に根差した取り組みも行っている

求職者・求人を増やすための取り組み
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プラットフォーム拡大に
向けた母数拡大の
アプローチ

（SSKグループ）

アスリート
（求職者）

プロスポーツチーム
（Jリーグ・Bリーグ等）や
選手会を通じた勧誘

1

大学生向けの講演会等を
通じたキャリア形成に
関する普及啓発活動

3

大学キャリア支援課への
訪問を通じた体育会系
学生へのアプローチ

2

エスエスケイ取引先企業
へのアプローチ

4

デュアルキャリアに理解の
ある企業（部活動保有
企業）の求人の開拓

6

元アスリート・体育会学生
要望企業の探索

5

企業
（求人）

 京都伏見クラブ：伏見工業高校（現京都工学院高校）のOB等が設立し、幼児から中学生のラグビーチームを運営

トップリーグを退団した選手や大学卒業後も競技を続けたい学生のために、京都を拠点とする

社会人チームの設立を目指す

 SSKグループ ：デュアルキャリアに理解のある京都府内の企業の求人を開拓することで、

上記アスリートがラグビーを続けながら働くことができる環境を整備

京都伏見における
取り組み

出所：SSKリレーションズへのヒアリング、各種メディア記事



就職先の創出に関する先進事例
（南港ポートタウンにおけるNOBY T&F CLUBの取り組み）
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項目

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

新規事業創出 先進事例（南港ポートタウンにおけるNOBY T&F CLUBの取り組み）

 元アスリートの特性を活かしつつ、マネタイズできているスポーツ事業、
かつ文教都市としての西宮の地域性と親和性の高いスポーツ事業の
先進事例
→元アスリートの働く場の創出手法を調査

西宮・甲子園地域の現状・課題

 スポーツビジネスは、事業単独では事業採算性が低く、
また、スポーツ＝ボランティアの認識が多いため、アスリートが
正当な対価を得て、ビジネスとして成立する仕組みの構築が必要

 小中学校の体育の授業や部活動において、
スポーツを指導する人材が不足している

示唆・ポイント

 スポーツを軸にした先進的教育と健康的教育によるまちづくりを目的
に、公立学校の体育授業において、元アスリートを活用

 公益目的を根拠に、公的資金を活用したマネタイズにより、
元アスリートへの一定の対価を支払い

西宮市の課題である、「アスリートが生計を立てるための就職先の創出」という観点から、

先進的に取り組んでいる南港ポートタウンにおけるNOBY T&F CLUBの取り組みを調査した



取組の方向性目指すまちの姿

少子高齢化・人口減少が進展する大阪市住之江区の南港ポートタウンでは、

健康を核としたまちづくりを推進している

南港ポートタウンのまちづくり構想
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現状

南港
ポートタウン

魅力

課題

 豊かな自然環境
 子育てしやすい安全・安心な環境
 南港ポートタウン内に
特色ある大学・企業が存在

 急激な少子高齢化・人口減少
 まちの自動更新ができない*

 まちに関する情報発信が不十分
 商業施設などの撤退傾向

*南港ポートタウンの住宅はすべて共同住宅であり、土地は公的所有、あるいは共有であるため、
個人所有や民間所有が多い他のまちであれば普通に行われるまちの柔軟な変化が期待できない

将来にわたって、みどり豊かで

安心・安全な住環境のもと、

若い世代を含め多様な世代により

良好なコミュニティが形成され、

住民自らが楽しみながら活動することで

まちの魅力が向上し、

誰もが心身ともに健康で、

いきいきと心豊かに暮らすまち

咲洲ウェルネスタウン構想

大学や企業が立地する特長を
活かした先進的教育により、
子どもの学力と体力、豊かな心
を伸ばす

先進的
教育

健康的なライフスタイルが
実践できる街として魅力を創出
し、
健康的な環境を整備する

健康的
環境

若い世代が自らのライフスタイル
に合った暮らしを実現できる
住環境の充実を図るとともに、
交流などを促進する

暮らしと
賑わいの
再構築

本取り組みの一環として、アスリートと
連携したプログラムを展開（次ページ参照）

出所：大阪市住之江区役所「咲洲ウェルネスタウン構想」



元アスリートと連携し学校への出張スポーツ授業を行うことで、アスリートのセカンドキャリアを支援しつつ、

地域の魅力向上につなげている
「NOBY T&F CLUB」の概要

「NOBY T&F CLUB」の概要
「NOBY T&F CLUB」と住之江の連携プログラムの概要
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スポーツを通して「青少年の健全な成長」と
「次世代を担うトップアスリートの育成」を目的に、
2010年4月から活動を開始した、
「地域に根差した運動・陸上クラブ」

概要

拠点

主な
プログラム

役割分担
主催：大阪ガス、主宰：朝原宣治
協力：アシックス、 後援：西宮市

大阪ガス今津総合グラウンド、もりのみやキューズ
モールBASE、ヤンマースタジアム長居

 小学生コース：平日16:40~17:40,17:00~18:00

 アスリートコース：平日18:15~19:30

 アスリートアドバンスコース：平日18:15~20:00

 一般コース：平日15:30~16:45

 長距離コース：平日19:00～20:30

運営体制

 事務局：大阪ガス
 主任コーチ：朝原宣治
 専任コーチ：荒川大輔（走り幅跳び世界陸上代表）

山本慎吾（100m全日本実業団7位）
進藤祐介（100m全日本実業団7位）
中村友梨香（マラソン北京五輪代表）
的場葉瑠香（槍投げ日本選手権2位）
鈴木奈都美（バドミントン専門）
石井まい（短距離専門）

NOBY T&F CLUBコーチが小中学校への出前授業を
行い、日々の授業で多忙、専門知識に乏しい教師に
代わりプロコーチが指導し、子どもの成長を後押し、
中長期的には広域からの住民誘致につなげる

概要

契約主体 大阪市住之江区と大阪ガスとの業務委託契約

実施
スケ

ジュール

【2018年度】
4月24日（火）、5月8日（火）、 6月13日（水）、
6月27日（水）、9月12日（水）、10月10日（水）、

11月7日（水）、 11月28日（水）、12月4日（火）、
12月18日（火）、1月16日（水）、 1月23日（水）

実施場所 咲洲みなみ小中一貫校運動場・体育館

対象校 咲洲みなみ小中一貫校（大阪全域から生徒募集）

授業内容

 様々な運動を体感することで多様な感覚を
身につける運動プログラム

 走・跳・投を様々な動きの中で身体を使って楽しく
理解し、どんなスポーツにも対応できる感覚や
運動能力、スキルを身につける運動プログラム

平日の隙間時間（午前中～夕方）を活用するスケジュール

「NOBY T&F CLUB」と住之江の連携プログラムの概要

出所：NOBY T&F CLUB HP、大阪市HP、各種メディア記事



就職先の創出に関する先進事例
（スポーツ学童「あそりーと AFTER SCHOOL」の取り組み）
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項目

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

新規事業創出 先進事例（スポーツ学童「あそりーと AFTER SCHOOL」の取り組み）

 元アスリートの特性を活かしつつ、事業として成立させている
スポーツビジネス、かつ文教都市としての西宮の地域性と親和性の高い
スポーツビジネスの先進事例
→元アスリートの働く場の創出手法を調査

西宮・甲子園地域の現状・課題

 スポーツビジネスは、事業単独では事業採算性が低く、
また、スポーツ＝ボランティアの認識が多いため、
アスリートが正当な対価を得て、ビジネスとして成立する仕組みの構築
が必要

示唆・ポイント

 特定種目に関する単なるスポーツトレーニングではなく、
幅広いスポーツを通じて子どもの基礎能力とスポーツへの関心を喚起
するための独自プログラムを展開することにより、他サービスと差別化

 元アスリート等に対する養成プログラムの整備による教育の質の確保

西宮市の課題である、「アスリートが生計を立てるための就職先の創出」という観点から、

先進的に取り組んでいるスポーツ学童「あそりーとAFTER SCHOOL」の取り組みを調査した
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スポーツ学童「あそりーと AFTER SCHOOL」の概要

運営体制

場所

月額基本料金（税別）*

利用状況

概要

目的

 一般的な学童保育に加え、あそびを通じて子供の運動能力を向上させるプログラムを提供している

 たくさんの運動あそびを通じて体を動かす楽しさやその先に芽生えるスポーツへ挑戦する気持ちを
育むことを目指す

→特定種目の競技力向上ではなく、スポーツ全体への興味関心・基礎能力を育むことを重視

 ミズノスポーツサービス株式会社（ミズノ株式会社の子会社）

 約4名スタッフ体制、バックオフィス機能はミズノスポーツプラザ千住と共用

 ミズノスポーツサービス所属の元アスリートがスポーツプログラム運営に関与（非常駐）

 ミズノスポーツプラザ千住内（東京都足立区）の一角

→ 屋内施設約70㎡（上記既存施設を改修）＋屋外フットサルコート

 5・6・9・10・11・2月：17,000（週1日）～55,000円（週5日）

 4・7・12・1・3月： 21,000（週1日）～61,000円（週5日）

 8月：25,000（週1日）～68,000円（週5日）

 コースでは週2回利用、年齢は小学校低学年が最も利用の多い層

 スポーツメーカーとしてのミズノのスポーツ教育を期待して利用する家族が大半

* 基本料金のほか、入会諸費25,000円、年会費10,000円、サービス利用（帰宅サポート、昼食・夕食等）に応じたオプション料金が発生

ミズノグループが運営するスポーツ学童「あそりーとAFTER SCHOOL」では、元アスリートを活用した
スポーツ関連プログラムにより、スポーツへ関心をもつきっかけづくりと基礎体力の向上を目指している

出所：あそりーと AFTER SCHOOL HP、ミズノへのヒアリング
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あそりーと AFTER SCHOOLのスポーツ関連プログラム

遊びながら運動を楽しむことで基本的なからだの使い
方や学校の授業では補えない体力づくりの基礎習得

 発達段階に応じた運動あそびプログラム
（学習指導要領に準拠、年間単位で計画策定）

 子どもの好奇心を引き出す
プレイリーダー*の配置

 子どもの成長に必要な動きを考えた、
ミズノオリジナルの運動あそびグッズの活用

本物のスポーツ体験の提供

 アスリートのスポーツ観戦

 スポーツ道具（シューズ等）製作現場の見学

 現役トップアスリートから直接指導を受ける機会

宿題・自主学習

お迎え（15:00）

独自プログラム
＋自由時間（～17:00）

片付け・送迎（18:00）

保育延長
（19:00～20:00）

対象小学校や鉄道駅、自宅付
近までバス送迎

自主的に学習する習慣の習得

スポーツ関連プログラムや
クッキング・工作の実施

自宅付近まで送迎

追加料金による預かり延長

スケジュール例（学校がある日） あそりーとのスポーツプログラムの特色

 独自育成プログラムを設け、スキルに応じ等級認定

 ミズノ社員だけでなく、外部も対象に育成を実施

*プレイリーダー育成制度

出所：あそりーと AFTER SCHOOL HP、ミズノHP、ミズノへのヒアリング

あそりーとAFTER SCHOOLでは、トップアスリートとの交流機会を設けるとともに、
教育の質を担保するため、プレイリーダー育成制度が設けられている



既存のスポーツ資源とその他の資源等との掛け合わせを
推進する地域経済活性化策の検討
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中長期的には、スポーツに関心がある関係者が西宮・甲子園に集まり、

新たなビジネスが生まれるプラットフォームを目指す

中長期的に目指す姿
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幅広い関係者の参画 ビジネス・イベントの創出

西宮
甲子園

コミュニティ
形成

インフラ
整備

情報
発信

プロ
スポーツチーム

企業

起業志望者

大学・研究機関

金融機関

学校
（小中高）

行政

スポーツ
アスリート

投資家・大企業とのマッチングを
通じたリソース獲得支援

イベント・スポーツアカデミーを通じた
ネットワーク・コミュニティ形成

コワーキング
実証フィールド

提供

リソース
獲得支援

甲子園style等
を通じた
情報発信

参画者イメージ 参画者イメージ創出イメージ

健康データの活用やスポーツ
をテーマにした新商品の開発

スポーツアスリートを活用した
スポーツ学童

スポーツメーカーとスポーツ
チームがコラボしたイベント

・・・ ・・・ ・・・



甲子園スタイルの発信や、スポーツ関連事業者からの甲子園地域に賑わいを創出するイベント等の提案を受け付ける

仕組みを構築し、賑わいを創出するための取り組みを行う。

地域経済活性化策案（賑わい創出）
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項目

a

取り組みの概要

甲子園スタイルの発信

大学生の目線からの情報発信

 甲子園スタイルの発信を、地元の女子大学生がSNS等を活用して発信を行う。発信する
コンテンツとして、地元のグルメや観光スポットに加え、アスリートのインタビュー等も掲載する。

 情報発信（特にSNS）については、頻繁にアップデートすることが、フォロワーを増やすことに
つながるため、発信頻度の高い地元学生と連携して、情報発信をより効果的に行う。

女子大学生
情報媒体
（紙、SNS）

b
スポーツ関連事業者から

のイベント提案

甲子園駅前広場等の活用についてテナントからの提案制度

 甲子園駅前広場でのイベントを頻度を高めるため、西宮市協議会が中心となって、広場の管理者
とともに、スポーツ関連事業者（スポーツメーカー、近隣商業施設のテナント等）からの
イベント提案を受け付け、イベントの開催頻度を高める仕組みを構築する。

イベント
スポーツ
関連事業者×

× × アスリート



スポーツメーカーやアスリートと連携して、プチトライアスロン等のイベントやランステ、ランニングコース等の

日常的に使える施設の整備を進めることで、賑わいを創出する

地域経済活性化策案（賑わい創出）
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項目

c

取り組みの概要

プチトライアスロン
及び

ゴミ拾いイベント

スポーツメーカーが主催のイベントをゴミ拾いと合わせて実施

 甲子園･鳴尾･今津地域におけるグラウンドや体育館を活用して、スポーツメーカー主催の
トライアスロンを実施。実施にあたって、西宮市に関連するスポーツ団体のアスリートも参加する

 イベントの実施にあたり、地域住民の理解を得るために、ゴミ拾い等の地域活動を実施する。実
施にあたっては、スポーツメーカーのロゴ入りのごみ袋を使うなど、広告として活用してもらう。

アスリートスポーツ
メーカー × 地域活動×

d

ランニングステーション
ランニングコース
ボルダリング施設
バスケットコート

スポーツメーカーとアスリートがコラボした施設設計

 日常的に人が集まる場を作るために、ランニングコース・ランニングステーションや
バスケットコートを市とスポーツメーカーが連携して、設置を行う。ランニングコースや
バスケットコートの設置にあたっては、アスリートの監修を入れる等、アスリート目線の設計を行
う。

 ボルダリングについては、東京でスポーツメーカーのショップの前にボルダリング施設を
設置している事例があり、スポーツメーカーと連携して、設置を試みる。

アスリートスポーツ
メーカー × 施設×
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大学、アスリート、酒蔵、IT企業等との連携により、健康をテーマとした賑わい創出のメニューを開発による

交流人口の呼び込みや、IT技術を用いて野球観戦客を地域へ回遊させるための取り組みを行い、賑わいを創出する。

地域経済活性化策案（賑わい創出）

項目

a

取り組みの概要

甲子園球場のスマート化

顔認証やキャッシュレス、クーポン配布によるスマート化

 甲子園球場の入場や飲食等の購入について、顔認証やキャッシュレス決済を導入するとともに、
来場者に周辺の飲食店で利用可能な電子クーポンを配布することで、
観戦後の回遊性を高めるための取り組みを行う。

IT甲子園球場

b

健康メニューと
運動プログラムの開発

アスリートと大学生のコラボによる健康メニューの開発

 スポーツ・健康をテーマに、栄養学を専攻する学生がメニュー開発を行うとともに、
アスリートが運動プログラムを作成する。それを甲子園地域で一箇所で受けられる場所を提供し、
日常使いの健康増進の場として、地元住民や近隣市の住民を呼び込む。

運動
プログラム

健康
メニュー ×

×
c

酒蔵等と連携した
健康食品

酒蔵と連携した健康食品の開発

 スポーツとお酒という一見関連しにくい組み合わせであるが、甘酒等の健康によいものも
あることから、健康増進の観点から、地元産業である酒蔵と組み合わせた新商品の開発や
周辺産業との連携を検討する。

お酒
食品

スポーツ ×
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地域経済活性化策案（賑わい創出）（今津・鳴尾地域）

a 甲子園スタイルの発信

f
酒蔵等と連携した

健康食品
e

健康メニューと
運動プログラムの開発

c
プチトライアスロン

及び
ゴミ拾いイベント

b
スポーツ関連事業者から

のイベント提案

甲子園球場のスマート化g

d
ランニングステーション、ラ
ンニングコース、ボルダリ
ング施設、バスケットコート

今津・鳴尾全域

甲子園～酒蔵通り

甲子園周辺

甲子園～武庫川
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地域経済活性化策案（賑わい創出）（甲子園球場周辺）

阪神甲子園球場

ららぽーと
甲子園

市営
住宅
跡地

ホテル
ヒューイット
甲子園

球
場
ア
プ
ロ
ー
チ

動
線
の
整
備

球場アプローチ
球場外周部活用

b スポーツ関連事業者からのイベント提案

 西宮市協議会が中心となって、広場の管理者ととも
に、スポーツ関連事業者からのイベント提案を受け付
け、イベントの開催頻度を高める仕組みを構築する

g 甲子園球場のスマート化

 甲子園球場の入場や飲食等の購入について、顔認証
やキャッシュレス決済を導入するとともに、来場者に周
辺の飲食店で利用可能な電子クーポンを配布すること
で、観戦後の回遊性を高めるための取り組みを行う。

甲子園球場と周辺
地域の連携

阪神甲子園球場周辺における賑わい創出に向けて、スポーツチームやスポーツメーカーと連携し、

イベント開催やスポーツ環境整備を行う



セカンドキャリアについては、スポーツアカデミーや新規事業創出、就職先の紹介、就職先を創出する取り組みを行い、

甲子園地域の活性化につなげる。

地域経済活性化策案（セカンドキャリア）
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項目

a

c

d

取組の概要

スポーツアカデミー

アスリート用の就職先紹介
データベース

就職先の創出

スポーツビジネスやクラブマネジメントを行う人材の育成

 スポーツビジネスに興味のある人材を集め、クラブのマネジメント人材を育成するアカデミーを、
西宮市協議会と中心に、地元大学と連携して立ち上げる。

個々のアスリートの特性に応じた就職先の紹介

 アスリートの就職は、企業ニーズとかみ合わない課題があるため、AIを活用して個々の
アスリートの適性し、必要に応じて職業訓練を行い、地元西宮の企業を中心に就職先を紹介する。

就職先
データベース

適性診断 職業訓練+ +

MBA

（マネジメントスキル）
スポーツ

西宮市の体育の授業・学童・部活におけるアスリートの活用

 教員の人員不足や能力不足を行うために、アスリートが生徒を指導するプログラム。
アスリート側にも子供教育や指導経験、社会貢献の観点からニーズがあり、働き口の一つとなる。

アスリート体育の授業・学童・部活 ×

b 新規事業創出

スポーツ関連人材、地元企業等による新たな価値の創出

 アカデミーで集めた人材のネットワークや、甲子園地域における球場や球団等の地域資源を
活用した新規事業を創出するためのアクセラレーションプログラムを実施

地元事業者
スポーツ
関連人材

アスリート× ×

×
詳細はp.53

詳細はp.54

詳細はp.55

詳細はp.56



地域経済活性化策案（セカンドキャリア）の全体イメージ

学生

プロスポーツ球団

スポーツビジネスに
興味のある人

新規ビジネス
起業

スポーツ選手を
採用したい企業

全国

西宮

スクールビジネス

体育の授業・学
童・部活のコーチ

西宮

西宮新たなスポーツビジネスの創出

クラブマネジメント人材の育成
マッチングデータベース
（企業・学童・コーチ等）

アスリート用の就職先
紹介・データベース

適性検査

スポーツアカデミー

アスリート

西宮スポーツイノベーションプラットフォーム

全国

西宮

職業訓練
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＜対象者＞ ＜就職先＞

西宮市のプラットフォーム事業において、アスリートのセカンドキャリア支援のために、

アカデミー事業及び就職支援の活動を検討する

a

b

c

d
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a.スポーツアカデミー

目的

形式

実施体制

スポンサー

責任者

SHC 西宮スポーツアカデミー（仮）

スポーツ経営者としての意思決定に関する基軸の獲得
一生涯続く、スポーツ人材ネットワークの提供と交流

クラブマネジメント人材の育成

受講証明書（修士号ではない）

Jリーグ：ヒト・カネ・ブランド
立命館大学：モノ（場所）

Jリーグを中心に計7社

事務局

企画運営

マーケティ
ング

事務

ヤフー取締役（非常勤1名）

Jリーグから出向・商社出身（常勤2名）

スポーツビジネス知見+ネットワーク・MBA・経営者
（非常勤・業務委託1名）

マーケティング専門家（非常勤・業務委託1名）

非常勤1名

マッチング 専門家（非常勤・業務委託1名＋兼務出向1名）

協議会構成員、西宮市内の大学・スポーツチーム等

同上

幅広い業界とのネットワークを備えた人材紹介会社

非常勤1名

マーケティングの知見・経験を備えた人材（業務委託）

受講証明書（将来的には大学院への発展も検討）

意思決定の速さ・推進力を備えた人材

関西に基盤をもち、推進力を備えた人材

スポーツビジネスやMBAに関する専門的知見と
幅広いネットワークを備えた人材（業務委託）

対象者 職業経験2年以上の社会人 ビジネスパーソン・アスリート

運
営
体
制

スポーツビジネスに興味のある人材を集め、クラブのマネジメント人材を育成するアカデミーを、西宮市協議会と中心に、

地元大学と連携して立ち上げる



アカデミーで集めた人材のネットワークや、甲子園地域における球場や球団等の地域資源を活用した

新規事業を創出するためのアクセラレーションプログラムを実施する

b.新規事業創出
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その他スポーツ関連事業に
関心がある法人・個人

西宮を事業展開エリアに含む
スポーツ関連事業

対象テーマ

アイデア募集

 保有ネットワーク
を活用した
告知・有力企業
への個別
アプローチ

アクセラ
レーター
有識者

協議会

スポーツ
チーム

アイデア選定

 アイデアの実現性・
新規性・組織体制等
に関する目利き

 西宮・スポーツの
活性化への貢献等に
関する目利き

事業化支援

 定例メンタリング
 マッチング支援

 保有リソースの提供
 情報発信

テストマーケティング

 フィールドの提供
 実証実験に必要な
データ・機器の提供

 定例メンタリング
成
果
発
表
会

ピ
ッ
チ
イ
ベ
ン
ト

新
規
事
業
創
出

実証実験機会

甲子園や鉄道駅、
商業施設での実証実験

保有データ

プロスポーツチームの
顧客データ

ネットワーク

参画者のネットワークを
活用したマッチング機会

資金調達機会

参画者からの
資金調達

ワーク
スペース

参画者保有施設等
におけるワークスペース

西宮市内のプロスポーツチーム

協賛企業

アクセラレーター等

プログラム運営者

西宮市三井不動産 阪神電気鉄道

協議会（運営主体）

運営
委託

主催者

提供
リソース

支援対象

プログラ
ムの流れ

スポーツアカデミーに参画した
法人・個人

対 象 主 体



アスリートの就職は、企業ニーズとかみ合わない課題があるため、AIを活用して個々のアスリートの適性検査、

必要に応じて職業訓練を行い、地元西宮の企業を中心に就職先を紹介する

c.アスリート用の就職先紹介データベース
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アスリート
（求職者）

アスリート用の就職先データベース
（アスカチ・スポーツアカデミー）

企業・学校
（求人者）

アスカチ
情報登録

 個別チームにおけるセカンドキャ
リア支援の軽減（チーム・組織）

 早い段階での教育による円滑な
セカンドキャリアへ移行（選手）

 部活動保有企業・コーチへの
就職による競技生活継続（選手）

 自社の業務特性に合致した、
若い世代の人材獲得（企業）

 アスリートの知見・ネットワークの
獲得（企業）

 スポーツ教育・トレーニングの
担い手の獲得（企業・学校）

 求職者の検索および面談

 スポーツ業界に精通した
エージェントによる
就職支援

 「自己診断」「スキル診断」
「適職診断」機能を備えた
マイページの提供

適性診断 就職マッチング

西宮市内のプロスポーツチーム

西宮市内の社会人スポーツチーム

西宮市内の大学

最適な求
人の推薦

アスリートを社員として
採用したい企業の求人

デュアルキャリアに理解がある
企業の求人（部活動保有企業）

アスリートをスポーツコーチとして
採用したい企業・学校の求人

 Eラーニングの提供

 スポーツアカデミーと連携
したスキル研修

 西宮企業と連携したイン
ターンシップの提供

職業訓練

 商工会議所等を通じたアスリート
要望企業、デュアルキャリアに
理解のある企業求人の開拓

 プロスポーツチームや選手会・
OBOG会、大学を通じた勧誘

 登録者へのセカンドキャリア
デザインセミナー・講演会の実施

メリット メリット
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d.就職先の創出

教員の人員不足や能力不足を行うために、アスリートが生徒を指導するプログラム。アスリート側にも子供教育や指導経験、
社会貢献の観点からニーズがあり、働き口の一つとなる。

アスリート

スポーツ学童
事業者（③）

要検討（①②）

運営主体

西宮市

業務委託
資金提供

アスリート用の
就職先紹介
データベース

登録
派遣者
選定

 地域・社会貢献（チーム）

 コーチ指導の訓練の場（選手）

 セカンドキャリアの場（選手）

メリット

①アスリートによる体育授業

 西宮市の既存事業「Touch heart! 

Program」をスポーツにも拡大
 西宮市内の小中学校の体育の授業に
おいて、トップアスリートによる出張授業

 専門的な知見に基づくプログラムを
受け、子どもの基礎能力の向上を目的

②アスリートの部活動コーチ

 西宮市の事業として、アスリートによる
部活動指導を実施

 西宮市内中学校の個々のニーズに
合わせ、対象となる部・アスリート選定

 子どもの専門的な競技力能力の向上
および部活動の活性化を目的

③スポーツ学童

 西宮市から民間事業者への委託事業と
いう位置づけで、
公立学童保育所として運営

 特定の競技力向上ではなく、幅広く
取り組んでもらい、体の動かし方の習得
やスポーツの楽しみに気づいてもらう

 教員の人員・能力不足をカバー

 先進的なスポーツ教育を核にした
地域の魅力向上・住民誘致

メリット

 学校ニーズとアス
リートのスキルの
マッチング・調整

 スポーツ学童運営

 提携アスリートの
選定・指導教育

必要に応じて、登録アスリート
に対する、コーチングに関する
講習等の提供
（市の業務の一環として）

一般企業の求人への
マッチングだけでなく、
①～③に従事する

アスリート選定にも活用

西宮市内の
プロスポーツチーム

西宮市内の
社会人

スポーツチーム

西宮市内の大学



東大阪市
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地域スポーツ資源の現状整理及び課題抽出
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東大阪市の主なスポーツ施設としては、花園中央公園と八戸の里公園があり、特に花園中央公園には各種スポーツ施設

が集積している

東大阪地域におけるスポーツ資源

特に花園中央公園にはスポーツ関連施設が集積しており、高いポテンシャルがある

花園中央公園
・ラグビー場
・野球場
・多目的球技広場

八戸の里公園
・東大阪アリーナ
・公園広場

・ドリーム21

・美術センター

59
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花園中央公園の概要

出所：花園中央公園HP、花園ラグビー場HP

出所：

花園中央公園 全体図

花園中央公園は、市内最大の都市公園であり、機能・規模が異なる複数のスタジアム/グランドを有すとともに文化・教育

施設も併設しており、多様なニーズに応えるスポーツツーリズムの拠点としてのポテンシャルがあると言える

【第1グランド】

【第1グランド】
【練習グランド】

【第2グランド】

【第2グランド】 【練習グランド】

【ラガーステーション
花園】

【ドリーム21】

【多目的球技広場】

【花園セントラル
スタジアム】

【市民美術センター】

花園ラグビー場

・竣工時期：平成18年
・収容人数：1600人

・その他施設：会議室・ミーティング
ルーム等
※独立リーグ球団「06BULLS」の本
拠地。全国高等学校野球選手権大阪
大会の会場のひとつ。

・竣工時期：平成19年
・収容人数：2800人

・第3種公認陸上競技場として、東大
阪市民陸上競技大会、バリアフリー
マラソン等の大会を開催

1929年開場の日本初のラグビー専
用スタジアム。社会人ラグビーリー
グのジャパンラグビートップチャレン
ジリーグに所属する近鉄ライナーズ
の本拠地。全国高等学校ラグビー
フットボール大会の会場としても有
名で、聖地花園の通称で呼ばれて
いる。平成30年に改修を実施。

・竣工時期：平成2年
・施設：多目的文化
ホール/展示室/プラネ
タリウム/ホール

・子供がスポーツや宇宙、科学につい
て体験しながら学べる文化体験施設

・竣工時期：平成9年

・絵画や書道など各種団体の展覧会、
特別展示、美術講演会等を実施

・惑星都市のスポーツ
施設をイメージした子

供向けの大型コンビネーション遊具
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花園ラグビー場の稼働状況
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月別花園ラグビー場来場者数（平成28年度）
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• ラグビートップ
リーグ

• 全国高校ラグ
ビー大会

など

• ラグビートップ
リーグ

• 関西大学ラグ
ビー

など

【閑散期】

花園ラグビー場は、年間200,000人以上の集客を実現している。特に年末年始の全国高校ラグビー大会の大会期間中に

は月80,000人を超える集客を実現しており、年間来場者の約8割がこの2か月間に来場している

出所：「東大阪市観光振興計画」を基に作成

花園ラグビー場に関しては、年間200,000人以上の来場者の市内への周遊促進、主に夏場の閑散期対策が重要となる



【子どもの広場】
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八戸の里公園の概要

【東大阪アリーナ】
竣工時期：1995年
収容人員：大アリーナ

1,400席
プール：456席
その他施設：小アリー
ナ、武道場、トレーニ
ングルーム、研修室
・Bリーグ大阪エヴェッ
サのホームゲーム、
東大阪市成人祭等の
開催実績あり

【公園広場】
開設年：1958年
面積：約2.9ha

八戸の里公園 全体図

八戸の里は東大阪市内にある都市公園のひとつ。敷地内には1400席の客席を併設する大アリーナを持つ東大阪アリー

ナが建設されている。東大阪アリーナでは市民利用が中心だが、バスケットボールのプロリーグの試合開催実績もある

出所：八戸の里公園HP
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東大阪アリーナの稼働状況

東大阪アリーナは、年間でプール約27百万円、体育館約22百万、駐車場約29百万円の売上をあげている。市民・ファミ

リー利用が多いことから夏休み・春休み等がある8月・3月が比較的利用が多い月となっている

東大阪アリーナについては、市民利用が大部分を占めるため、スポーツツーリズムでの活用は限定的になる
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1,402,450 1,517,650 
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平成28年度東大阪アリーナ収入状況

プール 体育館 駐車場

単位：円

出所：官民連携による花園中央公園等の管理運営手法検討調査報告書（平成29年2月 東大阪市）を基に作成
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主要なスポーツ施設へのヒアリング

花園中央公園

花園ラグビー場

東大阪アリーナ

スポーツ施設名 ヒアリング対象者

東大阪市
経営企画部企画室

スポーツまちづくり戦略室

東大阪市
スポーツまちづくり戦略室

花園ラグビー場活性化推進室

東大阪市
社会教育部青少年スポーツ室

主な現状と課題

 ラグビーの聖地花園という集客力のあるコンテンツを持っており、それを活用したスポーツツー
リズム振興を検討している。

 試合がない日に花園中央公園の賑わいが創出できていない。
 花園ラグビー場の知名度を交流人口増加に活かしきれていない。
 市内に宿泊場所が少ない。
 ラグビー・モノづくり共にインバウンドへのプロモーションはあまりできていない。
 モノづくりの街としても有名で、毎年多くの修学旅行生が工場見学に訪れている。
 ウィルチェアスポーツにも力を入れている。

 冬のスポーツのため、冬芝を植えて、冬に最高の状態になるよう運営している。
 夏場を中心に、稼働にはまだ少し余裕がある。
 パブリックビューイングや会議室の利用等、ラグビー以外の活用も今後は図っていきたい。
 観戦者は日本人・男性・年配の方が多いが、今後は女性・子供にも拡大していきたい。
 収支改善によるプロフィットセンター化が必要
 天然芝のため、機材設置を伴うイベント（コンサート）などの利用が難しい場合もある
 夏は芝の養生期間のため、一定期間使えない時期がある。

 利用者は96%が東大阪市民。
 稼働率は90%以上で、土日はほぼ埋まっている。
 2階研修室の稼働率は50～60％程度。
 原則として市民利用優先で、プロチームの活動拠点とは異なるという認識。
 東大阪市は人口規模に比してアリーナ・体育館が少ない。
 平成7年建設で、施設の老朽化が課題。
 民間施設や遊休施設と連携して市民ニーズを満たしていく必要がある。
 誘客利用と市民利用のすみ分けが課題。

花園中央公園・花園ラグビー場・東大阪アリーナの管理・運営を行われている部署のご担当者にお話を伺いました
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現状と課題を踏まえた検討の方向性

定住人口よりもスポーツツーリズムを核とした観光振興・交流人口の増加に注力

1

スポーツ施設が集積している花園中央公園（花園ラグビー場）の活用にまずは注力

現状でリーチできていないインバウンドよりも、まずは近隣を中心とした国内旅行者に注力

宿泊施設が不足していることから短期的には日帰り客の増加に注力、中長期的には宿泊施設
の補填を検討する

2

3

4



66

主要スポーツ施設×資源の掛け合わせ（仮説）

a

b

c

d

e

コンセプト 掛け合わせ 主なターゲット

花園ラグビー場を活用した
夏休み限定体験型イベント

国内旅行者
子供（小学生）・家族連れ

地域資源を活用した
健康ツーリズムの推進

中高年を中心とした
国内旅行者

花園中央公園を活用したモノづくり
によるビジネスユースの促進

国内旅行者
主にビジネス利用

合宿誘致を中心とした
スポーツツーリズムの推進

国内旅行者
主に部活・クラブ利用

花園ラグビー場を中心とした
e-sportsによる地域活性化

国内旅行者
主に若年層

体験型イベント
（キャンプ・ラグビー/車いすス
ポーツ体験・モノづくり体験等）

花園
ラグビー場 ×

石切神社 × 石切温泉 ×
花園ラグビー
場（健康プロ
グラム）

モノづくり
（モノづくり体験イベント・ピッチ

イベント）
花園中央公園 ×

花園中央公園 × スポーツ合宿
（高校・大学・社会人・OB）

花園
ラグビー場 × e-sports × 地域活性化

検討の方向性を踏まえ、主要スポーツ施設と資源の掛け合わせによる仮説は以下のとおりです
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関連事業者へのヒアリング

仮 説 ヒアリング先（専門家含む） ヒアリングのポイント

東大阪ツーリズム振興機構
（DMO）

大阪モノづくり観光推進協会

近畿大学高橋教授（専門家）

ホテル事業者

e-sports事業者

 仮説に対するDMOとして見解・ポテンシャ
ル

 仮説を実施するための体制・リソース

 東大阪市のモノづくり観光の現状・課題
 モノづくりの観点からの仮説への見解・ポテ
ンシャル

 東大阪の観光・宿泊需要の現状・課題
 仮説に対する見解・ポテンシャル
 仮説における連携の可能性

 東大阪の観光振興全般の現状・課題
 仮説に対する見解・ポテンシャル
 観光振興を推進してく体制について

 e-sportsの現状と課題
 仮説に対する見解・ポテンシャル
 e-sports×自治体の先進事例

a

b

c

d

e

花園ラグビー場を活用した
夏休み限定体験型イベント

地域資源を活用した
健康ツーリズムの推進

花園中央公園を活用したモノづくり
によるビジネスユースの促進

合宿誘致を中心とした
スポーツツーリズムの推進

花園ラグビー場を中心とした
e-sportsによる地域活性化

スポーツメーカー

 東大阪市とのスポーツを通じたまちづくりに
関する連携協定の現状

 仮説に対する見解・ポテンシャル
 仮説における連携の可能性

仮説を基に、関連する事業者や専門家にヒアリングを行いました
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ヒアリング結果概要（1/5）

東大阪の観光

• ラグビーワールドカップの時でも、ラグビーの試合があった日に市内を周遊している人は20％くらいしかいないとの印象であった
• 工場見学は5~6,000人の修学旅行生を受け入れており、見学可能な場所が70社程度ある

• 工場見学は企業の社員研修や自治体・議会の視察、中国の製造業関係者等の視察があり、面白みに欠けるというコメントも受けてい
るが、概ね満足度が高い

• インバウンドを町工場で受け入れるための仕組みづくりは相当労力がかかることを認識しておく必要がある
• 東大阪の町工場は完成品の製造が少なく、見学に来た人に売ることができないので、受け入れる工場側にメリットが少ない。複数の
工場で連携して見学できれば良い

• クリエイション・コアは経産省・大阪府・東大阪市が関わっているが、ビジネスマッチングでは機能しているものの、集客観光という面で
も機能していく必要があるのでは

• ラグビーワールドカップの影響は殆どなく、関西での試合観戦ツアーが旅行会社側で計画されていなかったので、関連団体ツアーの
東大阪での受け入れはなかった

• 集客面では、東大阪は観光地としての目的性が弱いことが課題
• 工場体験プログラムは教育旅行界ではキラーコンテンツの一つであり、東大阪は高い競争力を有している

現状と課題

体制

• DMOが音頭を取って、訪問した観光客が動きやすい、戦略的な条件整備を行政と連携して行っていく必要がある
• DMOは国や市の財源に依存せず自立した組織である必要がある
• DMOは人が重要であり、マネジメントできる層、デジタル・マーケティングに専門的知識と実践力をもっている中間層が必要である
• モノづくり観光を考える上では、工場の年商5億円とすると1日200万円売り上げがあるが、修学旅行生の対応を行う場合には営業を
とめる必要があり、上記金額の売上金額を失う可能性がある。他方で、修学旅行生から1日200万円に相当する対価をもらうことは難
しく、行政による人的・資金的サポートが必須



• 大阪に来ているインバウンドは大阪市内の周遊と奈良への日帰り旅行がほとんどで、東大阪に呼び込めていない。奈良に行く途中で
途中下車できれば良い

• モノづくり観光では、修学旅行ビジネスが一番のボリュームゾーンで、なかでもメインターゲットは遠方から来訪する中学生である
• 宿泊面から見ると、昨年からインバウンド客の単価が下降傾向にあり、2～3年前のインバウンド好況期と比較すると、1人あたり1500

円以上、単価が低下している
• 関西の会社の研修利用の問い合わせも多く、会議利用（宴会場）とセットで受け入れることが可能となっている
• インバウンドは、団体ツアーを積極的に受け入れると利用は伸びるだろうが、現状はインバウンド団体客は少なく、また個人利用も殆
どない（大阪市内のホテルが満室状況にあった2～3年前は一定の利用があった）

• 国籍でみると、欧米客の東大阪への来訪は非常に少ない
• インバウンド客は基本的に2名1室利用となるが、旅館等では1室3名以上の利用となる国内団体客を優先し、高い室単価を確保する
傾向がある

• 台湾・韓国からの修学旅行（小学生）の利用もあるが、東大阪市内ではなく奈良や大阪市内を周遊している印象（正確な周遊パターン
は把握できていない）

• 国内旅行代理店のインバウンド事業部経由で海外修学旅行生の紹介があるが、積極的に海外旅行代理店への直接営業はしていな
い

• トップリーグの試合日程に合わせて、応援宿泊プランを造成しても売れ行きは芳しくない傾向がある。観戦者の宿泊利用は大阪市内
に流れていると思われる

• 花園中央公園へのアクセスの良さから、高校ラグビー出場校の東大阪市内の宿泊利用は毎年発生しているが、突発的なスケジュー
ル変更等きめ細かな対応が必要となるため、受入数を絞って対応している傾向がある

• 生駒ハイキングは、週末を中心に、現役世代（40~50代）の参加が多いが、日帰りが大半で、宿泊には中々つながっていない
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ヒアリング結果概要（2/5）

国内観光客・インバウンド

現状と課題
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ヒアリング結果概要（3/5）

観光振興施策全般

• 東大阪を訪れた観光客を大阪市内に逃がさない仕組みをどのように作るかが重要
• 東大阪において、スポーツに関係し得る周辺産業はどのようなものが存在するか整理・分析を行ったうえで、当該産業とスポーツの組
み合わせについて、消費者ニーズも踏まえながら、検討を進めていくことがよいのではないか

• SEKAI HOTELのような特色のある宿泊施設を誘致・整備することが有効で、インバウンド客の誘致につながるようなら、そのために
東大阪市としても空き家情報の提供など、積極的な支援を行うことが重要

花園ラグビー場の活用

• 日帰り客が多いだろうから、お金を落とす場所、食などの強化が必要であるが、試合が開催されないときに、どのように集客する仕組
みをつくるか、花園中央公園の管理者と一体的に考えていくべき。試合がない時にも、イベントを開催するなど如何に公園に来てもら
うかの仕掛けを作ることで、スクラムロードに飲食店が出店しやすくなる

• 今後決まるであろう花園中央公園の指定管理者と連携してラグビーの体験やバックヤードツアーとかができたら良いのではないか。
花園ラグビー場の多様な使い方ができれば良い

今後の方向性

モノづくり

• 東大阪の町工場の技術力を活かして、スポーツ用品の改良を支援する仕組みがあればよい。スポーツ選手やスポーツ用品メーカー
の技術的な課題を、東大阪のものづくり技術で解決できるものがあると考えられ、それらをマッチング・検討する場を作り出していくこ
とが必要である

• 自由に訪れる個人客の工場見学を受け入れる場合、中小企業には個別の見学通路を設けることは難しいため、どのように工場内を
誘導・管理していくかなど、解決していく必要がある

• ものづくり観光に匹敵するような、キラーコンテンツが東大阪にもう一つあればありがたい
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ヒアリング結果概要（4/5）

ウェルネス

• 現状の仮説では、住んでいる人の目線からの検討が足りておらず、地域住民にとってメリットがあり、満足度を上げるような取り組み、
例えば自身がどれだけ健康（不健康）か分かってもらうための取り組みを盛り込むことができればよいのではないか

ビジネスユース

• ものづくりの街であるため、潜在的なビジネスビジター需要が多いと思われ、今後は当該需要の掘り起こしが重要である。特にビジネ
スビジターの観光行動を促すための働きかけが必要

• 東大阪を訪れたビジネスビジターを大阪市内に逃がさない仕組みをどのようにつくることができるかが重要
• ビジネス出張などは特徴のある宿泊施設、飲食店を訴求することで、ビジネス出張客を増やせる可能性はある

今後の方向性

スポーツ合宿

• 合宿を呼べる時期は春のみで、ラグビー強化合宿を行う夏は暑すぎて呼び込めない。夏はラグビーではないスポーツで呼び込むしか
ないのではないか

• 春合宿をしたいというラグビーの強豪校はアンケートでも多かったと認識しているので、今後はそこをターゲットにした積極的なアプ
ローチが必要。ラグビーの場合には、力の拮抗した練習相手が必須であるため、複数の強豪校の誘致が必要

• 高校の中には冬に再度花園に戻ってこられるように、モチベーションアップのためにも花園で合宿をやりたいというところも多いと思わ
れる

• たとえ合宿に誘致できた高校が一つだけであっても、大阪には強豪のラグビーチームが数多く存在するため、練習相手の確保には困
らないだろうから、同レベルの高校を複数誘致できなくても、合宿は成立するのではないか

• どの時期に、どのような合宿を、どこで行うか、高校ラグビー界で一般的なスケジュールがあるはずなので、まずは当該スケジュール
を把握するべき。もしかすると、春以外であっても、花園での合宿需要が存在するかもしれない
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ヒアリング結果概要（5/5）

推進体制

• 理想的には、スポーツツーリズムに関わるプログラム・活動とスポーツ施設の予約・運営管理をばらばらの事業者が実施するのでは
なく、一つの事業者、例えば花園中央公園管理者がワンストップで担えれば効率的でよいと思う

• DMOが音頭を取って、花園中央公園管理者との関係性を構築しつつ、花園ラグビー場の施設面の優位性やキャンプの誘致可能性
等の認知向上を高校ラグビー関連の学校へ図っていくことが重要

e-sports

• 三重県のある自治体がe-sportsを活用して地域活性化に取り組もうとしており、参考になるのでは
• バーチャルでの盛り上がりにとどめず、いかにリアルの場での盛り上がり、消費活動につなげていくか、バーチャルとリアルの融合が
重要

• 石切神社も新しいことに対して前向きな検討を行っており、随時イベント内容の連携等を図っていけるのではないか

• 石切神社によるイベントの影響は、個々のイベント内容によって大きく異なり、遠方からわざわざ訪れるくらいの特別感のあるもので
あれば、当該イベントに伴い、東大阪市内の宿泊需要も発生する

• 直近では刀（石切丸）の奉納行事にちなんだイベントを開催したところ、遠方からも多くの来訪者が来て宿泊需要が発生した（購買者
は主に関東から一人旅で訪れる女性）（石切丸がゲームソフト「刀剣乱舞」のキャラクターとなっており、コアなファンが多く訪れてい
る）

今後の方向性



スポーツを核としたまちづくり・ビジネス創出に関する
先進事例調査
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先進事例調査

先進事例調査先 調査のポイント

鹿島アントラーズ（ヒアリング）

NTT Communications

（ヒアリング）

菅平

e-sportsによる地域活性化

燕三条

 スタジアムを活用した地方創生の取
組

 スタジアムとDMOを巻き込んだ推進
体制

 ラグビーチーム・クラブハウスを活用し
た地方創生の取組

 行政と連携した市民のヘルスケア支
援

 e-sportsを活用した集客の取組
 e-sportsの花園ラグビー場での開催
の可能性

 ラグビー合宿の集積
 ラグビー合宿を活用した地域活性化
の取組

 モノづくりと地方活性化の取組
 地域のモノづくりを活かした新規事業
創出

仮 説

a

b

c

d

e

花園ラグビー場を活用した
夏休み限定体験型イベント

地域資源を活用した
健康ツーリズムの推進

花園中央公園を活用したモノづくり
によるビジネスユースの促進

合宿誘致を中心とした
スポーツツーリズムの推進

花園ラグビー場を中心とした
e-sportsによる地域活性化

P

75

参
照

P

81

P

83

P

84

P

86

仮説に関連する取組を先進的に実施している事業者及び自治体について調査を行いました
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クラブ概要

先進事例調査①鹿島アントラーズ

株式会社 鹿島アントラーズ・エフ・シー

出所：「スポーツ・健康まちづくりの検討に関する関係省庁会合 報告資料」鹿島アントラーズ・エフ・シー

クラブ創設：1991年10月1日
従業員：63名
ホームタウン：鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市

・鉾田市
5市合計人口約28万人（2018.3.1）

クラブ営業売上高：73.3億円
（2018年度/創設以来最高）

ACL優勝の影響もあり2018年度の年間来場者数は440,559人
と前年度比+12％を実現。Jリーグ1試合平均は約19,000人

年間来場者44万人は、定住人口約2,000人に相当し、地域経
済効果は約24億8,000万円と試算される

年間来場者数の推移 経済効果の試算
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全体の体制

先進事例調査①鹿島アントラーズ

鹿島アントラーズ・エフ・シー

行政 メルカリ（親会社）

 鹿島アントラーズを中心に、DMOや地域の市町村、地元の中小企業等関係者が幅広く連携
 カシマスタジアムの指定管理を鹿島アントラーズが担うことでスタジアムを最大限活用したスポーツツーリズムの推進

茨城県立カシマスタジアム

指定管理による管理・運営

アントラーズホームタウンDMO

出所：カシマスタジアムHP

出所：アントラーズホームタウンDMO HP

出所：「スポーツ・健康まちづくりの検討に関する関係省庁会合 報告資料」鹿島アントラーズ・エフ・シー

出向で職員を派遣する等密接に連携

地域の観光振興
において連携 スタジアムを核と

したスポーツツー
リズムの推進
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鹿島アントラーズのビジネスモデル

先進事例調査①鹿島アントラーズ

出所：「スポーツ・健康まちづくりの検討に関する関係省庁会合 報告資料」鹿島アントラーズ・エフ・シー

スタジアムを活用したノンフット
ボールビジネスとしてウェルネ
ス・イベント・ターフ事業等の多
角的な事業展開を促進し、安
定した財源の確保を目指す

• 2011年の長期指定管理者に指定されて以降、自主事業を中
心に順調に収入を伸ばし、単年度黒字化を実現する等自立
したスタジアム経営を実施している



ウェルネス事業 イベント（キャンプ・フードコート）
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スタジアムを活用した自主事業①

先進事例調査①鹿島アントラーズ

• 「クラブのメディカルノウハウを地域に還元
する」というコンセプトでスタジアム敷地内
に開院

• スポーツ整形外科と一般整形外科の外来
コースを提供

• スポーツメディカル領域において豊富な知
識を有する鹿島アントラーズチームドクター
陣による診療を受けられる

• 最上位MRI等の最新医療機器を完備し、

トップチームの選手と同様の治療やリハビ
リトレーニングを受けることができる

• 「地域密着型スポーツジム」をコンセプトに
開業されたスタジアム併設型スポーツジム

• 高齢化が進む鹿行地域において、高齢者
や女性をターゲットにした幅広いプログラム
を提供

• 2018年度には会員数が22,907人となり、
設立当初から17倍の成長率を記録

• 2019年度には大幅リノベーションを実施
し、温浴施設も完成する

【カシマスタジアムキャンプ】

• 2018年8月11・12日にク
ラブ初となるスタジアム
キャンプを実施

•家族連れ中心に54組
166人が参加

• ヨガなどの健康プログラ
ム・スタジアムツアー・ス
イカ割・パブリックビュー
イング等を実施

•後述するターフ事業によって開発された夏芝の新品種への張替
えによって他のJリーグチームでは実現できていない天然芝の上
で寝泊まりするキャンプを実現

出所：Number Web 2018/10/31

【スタジアムグルメ】

•地元の商工会議所を通じて地域の飲食店と連携することで、カ
シマスタジアムでは試合開催日に地元食材を使った様々なメ
ニューを味わうことができる

• 30近い売店が独自の味とメニューを開発しており、Jリーグの中
でも有名なスタジアムグルメとなっている

•今後は試合開催日以外でもマルシェ的に、スタジアム敷地内に
屋台を出すなどして賑わい創出をしていく予定

出所：ヒアリング及び鹿島アントラーズ・エフ・シーHP

出所：鹿島アントラーズ・エフ・シーHP
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スタジアムを活用した自主事業②

先進事例調査①鹿島アントラーズ

ターフ事業 ミュージアム事業

• ファンとのタッチポイントを強化
し、スタジアム利用者の利便性と
収益性向上を目的として2019年
6月にリノベーションを実施

• ストーリー性とエンターテイメント
性に比重を置き、厳選された展示
を通じてクラブとスタジアムのブラ
ンドイメージアップにも貢献

• 過去から未来へのストーリーを体
感することで、鹿島アントラーズ
の誇りを受け継ぐ聖地となり、リ
ピーターを醸成するとともに新た
なファンづくりにも貢献

• 体験型コンテンツを導入すること
でコト消費を追求し、リピーターの
獲得を目指す

•農業が盛んという地域特徴を
活かしつつ、スタジアム稼働率
を高めていくために「スポーツ
ターフ」に着目し、鹿島アント
ラーズが提携パートナーと共
に独自の技術開発や新品種
の導入を推進している

• 2018年3月にはターフプロジェ
クト事業構想を公表しており、
カシマスタジアムで実証済み
のプロジェクト成果（新品種
ターフ×メンテナンス知識）を
国内外スタジアムに新たな自
主事業として展開していく予定

• Jリーグ公式戦使用スタジアムとし
ては国内で初めて、フィールド内に
スプリンクラーを設置

•冬季においても常に鮮やかな緑色
の天然芝を維持するため、地温コ
ントロール設備としてアンダーヒー
ティング方式を採用

出所：鹿島アントラーズ・エフ・シーHP 出所：鹿島アントラーズ・エフ・シーHP



DMOの概要 主な事業内容
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アントラーズホームタウンDMOについて

先進事例調査①鹿島アントラーズ

• 専務理事や事務局長を鹿島アントラーズ・エフ・シーから受け入
れる等、鹿島アントラーズと密接に連携をしながらアントラーズや
カシマスタジアムを活用して鹿行地域全体の観光振興を推進

• 鹿行地区の観光プラットフォームを確立し、交流人口拡大や雇用
の創出、地域経済の活性化を推進

• 観光客誘客のための着地型旅行事業と地域商社等の収益事業
を2本柱に事業を展開

インバウンドスポーツ合宿

出所：アントラーズホームタウンDMO HP

• もともと鹿行地域は、100面以上
のサッカーグランドが存在する日
本有数のサッカー合宿地である
ため、その地域の強みと鹿島アン
トラーズの強みを掛け合わせ、ア
ジアを中心にインバウンドサッ
カー合宿の誘致を実施

•アジアでも有名な鹿島アントラー
ズと練習試合を組めること、充実
した施設を利用できることを売り
に、アジアのA代表やユースチー
ム等の合宿を誘致し、地域の宿
泊・飲食需要の創出を実現（宿泊
でいうと2000泊以上の新規宿泊
を創出）

【2018年受入チーム】
• タジキスタンU16代表
• スリランカA代表
• 東ティモールA代表
• キルギスA代表
• 中国広州のジュニアチーム 等

農業視察研修ツアー

出所：アントラーズホームタウンDMO HP

•中国からさつまいも農家の視察
研修を受入

• DMOが中心となって、地域の
強みである農業施設や作業風
景等の視察をアレンジ

•なめがたファーマーズヴィレッ
ジやJAなめがたのキュアリング
倉庫を視察、鉾田市のさつまい
も農家で収穫体験を実施

出所：アントラーズホームタウンDMO HP
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シャイニングアークスの概要

先進事例調査②NTT Communications

浦安市×NTT Communications シャイニングアークスとは

アークス浦安パーク概要

出所：浦安市HP

• 平成30年7月に浦安市とNTT Communicationsは相互連
携・支援協力に関する協定書に調印

• NTT Communicationsは保有するラグビーチームであるシャ
イニングアークスを通じて、ラグビーフットボールをはじめとし
たスポーツ振興・地域貢献に取り組み、市民の健康で豊かな
生活を実現することを目的とし、双方の役割、取り決めなど
の内容を定めたもの

• 浦安市は、シャイニングアークスの広報、応援活動等の支援
協力、シャイニングアークスが行う地域貢献活動への支援協
力をすることとする

• シャイニングアークスは、ラグビーフットボールの普及及びス
ポーツ活動の支援協力に関すること、そのほか、地域振興
への支援協力をすることとする

名称：NTTコミュニケーションズシャイニング
アークス

歴史：1976年日本電信電話公社東京支社ラグ
ビー部として創設される
2007年NTTコミュニケーションズラグビー
部として活動開始
2010年トップリーグ昇格
2018年に現在の浦安市にホームグラン
ドを移す（アークス浦安パーク）

成績：2018年トップリーグ5位

•竣工：2018年3月
• 3万8000㎡の敷地に、国
際試合の規格を満たす
ラグビー専用の天然芝
グラウンド2面とサブグラ
ウンド、屋内練習場や観
覧機能を備えたクラブハ
ウス等を配置

•観覧バルコニーやテラ
ス、エントランス、サブグ
ラウンドは、チームと地
域との交流の場として開
放することが可能

（出所：シャイニングアークスHP、NTT

ファシリテーズHP）
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アークス浦安パークを活用した地域との連携

先進事例調査②NTT Communications

URAYASUスポーツ健康アクションDAY

ローカル5G実証実験

スポーツ×キャリア教育

シャイニングアークスカップ

•アークス浦安パークを市民
に開放し、「月曜日の朝を元
気に」をテーマに、ラグビー
体験やエクササイズ、健康
づくりに役立つミニ講座など
を組み合わせたイベントを
開催

•地元浦安市のファミリー層を
中心に約770名（子供370

名、大人400名）が来場する

•同じ浦安市に本拠地を持つサッカーチームのブリオベッカ浦安、
ラグビーチームの日本航空JAL WIGSの選手も参加し、子供向
けのラグビー体験やサッカー体験を実施

• ミニ講座では、国立健康・栄養研究所や大塚製薬と連携し、日
常的に体を動かすことの大切さ、水分補給や睡眠の質をテーマ
に屋外で講演を実施

• NTTコミュニケーションズ株式会社はス
ポーツを通じた社会貢献の実現をテー
マに、トップリーグに所属するラグビー
部「シャイニングアークス」のノウハウを
活かして、種々の施策を実施

•スポーツ×キャリア教育
の一環として、選手たち
が浦安市の小学校や中
学校を訪問してタグラグ
ビーに興じるほか、修学
旅行生を招いた選手・
コーチ・スタッフによる
キャリア教育の授業を
実施

スポーツ指導

ワークショップ 選手による授業

•シャイニングアークス
は小学生高学年が参
加できるラグビー大会
を開催。2018年度は
約400人が参加

•シャイニングアークスとグループ会社のNTTレゾ
ナントの運営企画で実現

•東日本大震災の被災地岩手県の選抜チームと熊本地震の被災
地熊本県の選抜チームも参加

•シャイニングアークスの選手が1名ずつ各チームをサポートしア
ドバイスやエールを送る

•アークス浦安パークにローカル5Gの実
証実験環境を構築し、2020年2月から検
証を開始

•ローカル5Gで用いる電波の伝搬・通信
特性やシステムの機能検証を行う

•将来的には、スポーツ分野における試合
分析や戦略立案、高品質なライブ中継等
への活用を検討

アークス浦安パーク全景

出所：NTT Communications HP
出所：シャイニングアークスHP

出所：シャイニングアークスHP

出所：NTT Communications HP



菅平高原の概要・歴史 行政との連携

地域との連携
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先進事例調査③菅平高原

【概要】
• 長野県上田市に位置する菅平高原は、毎年夏
になると関東だけでなく全国から高校・大学・社
会人のラグビー有力チームが訪れ合宿を行う
「ラグビー合宿の聖地」

• 標高1250～1650mの冷涼な気候と、100面以
上の天然芝グランドという設備面の充実が強み
で、年間約800チームが合宿を行っている

【歴史】
• 1931年に法政大学ラグビー部の合宿を誘致したのが始まり
• 冬のスキー利用以外の活用を考えていたホテル事業者が法
政大学に相談したのがきっかけ

• その後早稲田大学等が続き、1967年に日本代表の合宿が初
めて行われてから参加チームが急増

• 各旅館が夏の経営改善のため、大学と契約して次々と専用グ
ランドを建設していったことで発展

• 2013年から上田市及び上田市菅平高原キャンプ
地誘致委員会が中心となって、海外ナショナル
チームのキャンプ誘致を実施

• 2017年にイタリア共和国ラグ
ビー連盟とイタリアトレヴィー
ゾ市内においてトレーニング
キャンプ実施に関する合意書
に署名

• この合意により2018年と
2019年の2か年にわたって、
イタリア代表チームのトレーニ
ングキャンプが菅平高原で行
われることや、相互にプロ
モーションを行うこと、ラグ
ビー以外での交流事業を計
画することが確認される

菅平高原のサニアパークでのイタリア代表

出所：上田市HP

• 合宿期間中は地域のホテル・飲食店
の利用のほか、7月中旬～8月下旬の
夏合宿の間だけラグビーサマーショッ
プが休みなくオープンし、選手や観光
客の地域での観光消費の拡大に貢献
している

サマーショップ「スズキスポー
ツ」の前には合宿期間中その
日の試合日程が書き出される

出所：上田市HP

出所：上田市HP
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先進事例調査④e-sports

e-sportsとは 日本におけるe-sports市場

• e-sportsとは、エレクトロニック・スポーツの略で、広義には、電
子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であ
り、コンピューターゲームやビデオゲームを使った対戦をスポー
ツ競技として捉える際の名称（一社日本eスポーツ協会）

• 他のスポーツと同じように複数のプレーヤーにより組成された
チーム同士の対戦について、メジャーな大会では観客数が数
万人規模にのぼる大規模スポーツイベントとして行われ、放映
権の売買等が大きなビジネスにもなっており、現在北米と韓国
でプロプレーヤーの活躍など大きな盛り上がりを見せている

世界のe-sportsの売上

• オランダのゲーム市場調査会社
のレポートによると2017年のe-

sportsの世界全体の売上は696

百万ドル（約775億円）。2020年
には1,488百万ドル（約1,657億
円）まで成長する見込み

世界のe-sportsの売上内訳（2017年）

• 同じくオランダのゲーム市場
推計会社のレポートによると
2017年の売上のうち北米・
韓国・中国の3大市場で全
体の約59％を占める

• Gzブレインの公表しているレポートによると、2018年の日本の
e-sports市場規模は前年比13倍の48.3億円。2022年までに
は、99.4億円まで拡大すると予想されている

• 同じくGzブレインのレポートによると、2018年の日本のe-sports

ファン数は前年比66％増の383万人となる。市場規模と比べる
と穏やかだが、着実に増加していくことが見込まれる

出所：KPMG Insight January 2018 Vol.28

出所：Gzブレイン 2018年12月11日



85

自治体×e-sportsの事例

先進事例調査④e-sports

全国都道府県対抗 eスポーツ選手権2019 IBARAKI（茨城県） EVO JAPAN 2019（福岡市）

【主催者】いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員
会（茨城県）

【協賛】KDDI株式会社、サントリーホルディングス株式会社、
株式会社ビックカメラ、他

【概要】
• 各都道府県大会予選を勝ち抜いた上位のチームが集まり、優勝
者を決める

• eスポーツ競技種目は、ウイニングイレブン(サッカー部門)、グラ
ンツーリスモ(レーシング部門)、ぷよぷよ(パズル部門)の3種類

【大会規模】
• 大会には、約600人の選手が参加
• 会場には、約2,500人が観覧者が来場
• 取材には、約130社が来訪
【会場】つくば国際会議場
【大会風景】

写真出所：毎日新聞

【主催者】EVO JAPAN 2019実行委員会
【協賛】NTTドコモ、日清食品、日産自動車、他
【概要】
• 例年アメリカで開催される世界最大規模のオープン大会
「Evolution Championship Series（EVO）」の日本版となる対戦
格闘ゲームのオープントーナメント

• 福岡市が全面バックアップ
『福岡市は「ゲーム産業都市」を目指し、全国に先駆け産学官が
連携してゲーム関連産業の振興に取り組んきた。（「EVO Japan 

2019」の開催にあたっては）官民が一体となってオール福岡体
制で支援してきた。官民が共働してeスポーツを応援できるの
は、福岡市が「ゲーム産業都市」として、長年、真剣に取り組んで
きたからこそと考えている』（市長コメント要約）

【大会規模】
• 総来場者数は、約13,000人
• インターネット総視聴者数は、約60,000人
【会場】福岡国際センター
【大会風景】

写真出所：ファミ通AppORG_DSC00243-600x450ニュースサイト
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先進事例調査⑤燕三条

燕三条の概要・歴史 観光×モノづくり×ビジネスユース

【概要】
•燕三条は、新潟県のほぼ中心
に位置する燕市と三条市を合
わせた地域を指す

•刃物・金物・洋食器の生産が
盛んなエリアとして有名

•古くから伝えられてきたものづ
くりの技術は、伝統を受け継ぎ
ながらも時代と共に進化し続
け、世界でも高いシェアを獲得
するまでに躍進を遂げている

【世界的評価を受けている燕三条の工業製品】
• ノーベル平和賞晩餐会のカトラリー
• Apple社製品部品の金型

【歴史】
• 江戸時代、信濃川の氾濫に苦しむ農民救済のため、和釘の製
造を勧めたのが始まりと言われている

• その後鍛冶産業は瞬く間に農村地帯の副業として広まり、次第
に専業の鍛冶職人や金物を専門とする商人も現れる

• 明治期、洋釘の台頭で一時停滞するも、金属洋食器やステンレ
ス銅の製造によってふたたび活気を取り戻し現在に至る

【観光施策としてのモノづくり】

燕市産業史料館

• 「燕市産業史料館」や
「鍛冶道場」などモノづ
くりの歴史を学ぶこと
のできる施設を整備

燕三条Wing

• 燕三条駅にある燕
三条Wingでは、

観光情報の発信と
製品販売を実施

【TSUBAME HACK!】

• TSUBAME HACKは新しいア
イデアやイノベーションを創出
するための魅力的なコミュニ
ティーづくりを目的とし、学生・
エンジニア・クリエイターなど多
種多様な人々が燕三条に集ま
りアイデアを出し合うイベント

•平成29年度には“テクノロジーを使って人間の生活を豊かにする
燕ならではの製品”というテーマの基、アイデア出しだけでなく、審
査通過者は3か月後の製品化まで実施

•燕三条のモノづくりの技術力を活かした共創型アイデア創出イベ
ント「アイデアソン」「ハッカソン」として位置づけられる

【燕三条 工場の祭典】

工場の祭典
ロゴマーク

•燕三条地域の工場を一斉に開放し、訪れた
人が工場の見学やモノづくりを体験できるイ
ベント

• 2013年から始まり、毎年10月に開催
•一般の観光客からプロのバイヤーまで、燕三
条地域内外を問わず、幅広い世代や職業の
人が来訪（観光客だけでなく、新規顧客開拓
等のビジネス利用もされている）

• 2016年実績では、96工場が開放し、4日間で
35,000人以上が来訪、売り上げは27,000千
円以上

工場見学の様子

出所：広報つばめNo275

（平成29年9月1日）

出所：燕市HP、燕三条Wing HP

出所：燕三条フィルムコミッションHP

出所：燕市HP



既存のスポーツ資源とその他の資源等との掛け合わせを
推進する地域経済活性化策の検討
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地域活性化策（1/2）

ターゲット

a

b

c

取組の概要 連携企業候補

国内旅行者
子供（小学生）・家族連れ

中高年を中心とした
国内旅行者

国内旅行者
主にビジネス利用

花園ラグビー場を活用した夏休み限定体験型イベント

 東大阪ツーリズム振
興機構

 大阪モノづくり観光推
進協会

 スポーツメーカー

地域資源を活用した健康ツーリズムの推進

花園中央公園を活用したモノづくりによるビジネスユースの促進

 ホテル事業者
 スポーツメーカー

 大阪モノづくり観光推
進協会

 ホテル事業者

病気平癒のご
利益で有名な
石切神社・枚
岡神社の参

拝

東大阪市・生
駒市間の生
駒山ハイキン

グ

SSKと連携
し、花園ラグ
ビー場を用い
た健康プログ
ラムの実施

大学と連携
し、花園ラグ
ビー場の会議
室を利用し健
康講座の実

施

+ + +

花園中央公
園でラグ
ビー・車いす
スポーツ体験

工場見学
モノづくり体験

花園ラグビー
場でキャンプ
（宿泊）

翌日、会議室
で自由研究
（モノづくり企
業・大学と連

携）

+ + +

+

+花園中央公園でのBBQ等地元飲食店と連携

+ラグビー選手も利用する地元食堂等でのヘルシーメニューの提供

クリエイション・コア
等を活用してモノづ
くりの展示・紹介
（情報発信拠点）

花園中央公園やラ
グビー場会議室な
どで東大阪の技術
を使ったハックイベ

ントの開催

+

ビジネスユースを取
り込めるよう行政に
よる支援（東大阪に
宿泊した人に食事
券補助など）

仮説に基づいたヒアリングや先進事例調査を参考に地域活性化策以下のとおり取り纏めました。今後はこれらを実行する

官民連携の実施体制づくりや取組を主導する民間事業者の選定が重要となります。
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地域活性化策（2/2）

ターゲット

d

e

取組の概要 連携企業候補

国内旅行者
主に部活・クラブ利用

国内旅行者
主に若年層

合宿誘致を中心としたスポーツツーリズムの推進

 東大阪ツーリズム振
興機構

 ホテル事業者
 スポーツメーカー

花園ラグビー場を中心としたe-sportsによる地域活性化

 e-sports事業者
 ホテル事業者

+

花園ラグビー場の
利用をインセンティ
ブに高校・大学等の
春合宿を誘致（対戦
相手は在関西強豪

校を想定）

花園ラグビー場と社
会人チームとの練
習試合をインセン
ティブに海外の代表
チーム等のキャンプ
を誘致（アジア中心）

+
スポーツ関連の民
間事業者と連携し、
泊りがけのラグビー

大会を開催

+行政による支援（東大阪市内宿泊の場合は助成金支給等）

+行政による支援（会場の無償貸与など）

+

花園ラグビー場会
議室でのプログラミ
ング教室と公園で
の実演イベント
（子供向け）

東大阪にゆかりの
あるゲーム（刀剣乱
舞）を用いたイベン
ト+ゆかりの地周遊

+

プロゲーマーを呼ん
だ大規模大会を花
園ラグビー場で開
催+地域の飲食店を

屋台で提供

仮説に基づいたヒアリングや先進事例調査を参考に地域活性化策以下のとおり取り纏めました。今後はこれらを実行する

官民連携の実施体制づくりや取組を主導する民間事業者の選定が重要となります。


