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1．スポーツを取り巻く現状

１

■２０２５年におけるスポーツ市場規模

2012年 2020年 2025年
（主な政策分野） （主な増要因） 5.5兆円 10.9兆円 15.2兆円

①スタジアム・アリーナ ☞スタジアムを核とした街づくり 2.1 3.0 3.8
②アマチュアスポーツ ☞⼤学スポーツなど - 0.1 0.3
③プロスポーツ ☞興⾏収益拡⼤（観戦者数増加など） 0.3 0.7 1.1
④周辺産業 ☞ＩＴ・観光など 1.4 3.7 4.9
⑤IoT活⽤ ☞施設、サービスのＩＴ化進展とIoT導⼊ - 0.5 1.1
⑥スポーツ⽤品 ☞スポーツ実施率向上策、健康経営促進など 1.7 2.9 3.9

スポーツ産業の活性化の主な施策

 「未来投資戦略2018」ではスポーツ市場規模を、2025年には15兆円までに拡⼤することを⽬指
すこととしており、特に、スポーツ産業と周辺産業との連携による新市場拡⼤が期待されている。

 このため当局では、スポーツに多様な周辺産業がフックを掛けることにより、スポーツと周辺産業双⽅
の既存ビジネスのさらなる伸⻑や、新たなビジネスの創造、健康寿命の延伸等による地域の持続
的発展を⽬指す。

※(株)⽇本政策投資銀⾏「2020年を契機としたスポーツ産業の発展可能性および企業によるスポーツ⽀援」（2015年5⽉）に基づく2012年時点の値

※スポーツ庁︓平成29年度「スポーツ産業の成⻑促進事業③スポーツ関連新事業創出⽀援事業」報告書から抜粋。

■スポーツ産業と周辺産業のイメージ



スポーツ×⾷

スポーツ×ＩＴ

スポーツ×観光

スポーツの産業化と周辺産業の融合による地域経済を牽引する産業の創出︕
 この先10数年にわたり、⽇本はスポーツイヤーを迎え、世界から注⽬を集めることから、

様々なビジネスを創出・発信する絶好のチャンスが到来。北海道においてもスポーツと多様
な産業を融合させ、新たなビジネスを創出し、地域の稼ぐ⼒の向上を図ることが重要。

 このため、「⾷」、「観光」、「IT産業の集積」等に強みを持つ北海道において、「スポーツの
産業化、交流⼈⼝の獲得」に向け、当局が取り組むべき分野・アクションプランを横断的に
検討するための調査※を実施。

※調査内容︓
①先進事例及びビジネス創出可能性調査
②「北海道スポーツ産業振興アクションプラン」のとりまとめ
③「Sports Open Innovation Platform Hokkaido」（SpoPla北海道）の設置

 調査結果については、「北海道スポーツ産業振興アクションプラン」としてとりまとめ、平成
31年度の当局重点取組として推進し、地域経済牽引事業、地⽅創⽣関連事業等につ
ながるプロジェクトを発掘・創造する。

２

2．北海道におけるスポーツ関連産業創出調査の実施

 スポーツの産業化

 交流⼈⼝の獲得



3.北海道スポーツ産業振興アクションプラン2019
☞道内外のヒト・モノ・カネ・チエを結集し、道内スポーツ産業の振興を図るためのアクションプラン
を策定。

◆北海道スポーツ産業振興アクションプランの柱
１．プロスポーツチームとの連携
２．魅せるスポーツへ︕エンタメ産業（IT・コンテンツ・観光）との融合
３．活⼒あふれるビンテージ・ソサエティに貢献する健康寿命延伸産業との融合
４．戦略的なイベント連携・合宿誘致等による賑わい創出

 プロスポーツチームの資源を最⼤限に活⽤し、他産業・地域と相互に
発展するビジネスや活動を創出。

 道内のプロスポーツチームと他産業の連携による地域情報発信、関連
サービス・プロダクツの創出（北海道⽇本ハムファイターズ、北海道コン
サドーレ札幌、レバンガ北海道、エスポラーダ北海道（札幌市）、VO
REAS北海道（旭川市）、⼗勝スカイアース（帯広市）等

スポーツ科学やエンターテイメントの要素の導⼊により、健康⾏動の変
容や継続に貢献する新たなサービスを創出することで、社会保障費の
適正化を図り、地域の持続的発展に貢献。

 ⾼齢者の増加を背景に伸⻑するフィットネスと商品を提供するコンビ
ニ・ドラッグストアや、新サービスを提供するエンタメ産業等との連携

 地域包括ケアシステムとの連携
 健康を⽀える⾷とスポーツの融合

 エンターテイメントの要素の導⼊により、スポーツの魅⼒や価値を⾼める
ことで、新たな市場を創出。

 IT・コンテンツ・観光産業との融合による新たな価値や魅⼒を創出
 e-sports産業の推進
 No Mapsにおける先端技術実証の場等を活⽤した新たなビジネス創

出
 スポーツ分野におけるコネクティッド・インダストリーズの早期実現

 地域資源との連携を視野に、スポーツ・エンターテイメント・ヘルスケア
などのコンテンツとの融合を図ることで、地域への集客交流や地域課
題解決に繋げる。

 地域におけるスポーツを核とした新事業創出
 東京オリンピック・パラリンピック関連イベント等との戦略的な連携
（イベントをショーケースとした、北海道の魅⼒や技術の発信等）
 スポーツ合宿誘致等を⾏う⾃治体等地域の取組との連携 3

１．プロスポーツチームとの連携（地域情報発信・プロダクツ連携） ３．活⼒あふれるビンテージ・ソサエティに貢献する健康寿命延伸産業
との融合

２．魅せるスポーツへ︕エンタメ産業（IT・コンテンツ・観光）との融合 ４．戦略的なイベント連携・合宿誘致等による賑わい創出
（⾷・観光等“おもてなし産業”の活性化）



 スポーツと異業種の連携により、持続的に新たなビジネスを⽣み出すためには、スポーツをはじめ、ITやコン
テンツ、⾷、観光、地域（⾃治体）等のあらゆる産業や関係者が連携・融合し、新たなイノベーションを⽣
み出していくことが重要。

 このため、スポーツや関連する異分野（業種）に精通するコーディネーターを配置し、マッチングやピッチコン
テスト等を通じて、各企業・地域が強みを持つ技術やアイディア、サービス、ノウハウ、データなどをスポーツと
組み合わせることにより、新たなビジネスやサービスの創出に繋げる。

3-1．スポーツ・オープンイノベーションを実現するためのプラットフォームの構築

「Sports Open Innovation Platform Hokkaido」（SpoPla北海道）

新
規
プ
ロ
ジ

ク
ト
の
組
成

コ

デ

ネ

ト
・
マ

チ
ン
グ

◆異分野・異業種の連携・融合

スポーツ

テクノロジー
（IT・ｺﾝﾃﾝﾂ等）

周辺産業
（⾷・観光等）

×

企業 ⾃治体等 ⼤学等
事務局

（21総研）

スポーツと異業種や
地域産業が融合した
新たなビジネスの創出

情
報
発
信
・
全
国
規
模
の

ネ

ト
ワ

ク
形
成

4

◆想定されるコーディネーター
・スポーツデータバンク(株) 取締役 ⽯塚 ⼤輔 ⽒
・名寄市スポーツ振興アドバイザー 阿部 雅司 ⽒
・(株)ラージヒルプランニング
代表取締役会⻑ 吉和 隆 ⽒

・(株)VOREAS
代表取締役社⻑ 池⽥ 憲⼠郎 ⽒

ほか



「Sports Open Innovation Platform Hokkaido」（SpoPla北海道）

北海道ヘルスケア産業振興協議会
スポーツコミッション（スポーツ団体）

地⽅経産局（沖縄局・中国局・九州局 等）

道内⾃治体

No Maps・ラグビーワールドカップ・東京オリ・パラ ・・・等

メディア・コンテンツ・通信（新聞・TV局等） 広告代理店・イベント企画

⾷・観光関連 IT・ものづくり関連

⼤学等研究機関

 スポーツの産業化を検討・推進する体制を整備し、情報のワンストップ・各種⽀援の円滑化を図る。

【企業等】

【⾃治体・公的機関・団体】
スポーツ庁・総通局・開発局 等

【その他（イベント等）】

e-スポーツ協会（スポーツ団体） ・・・等

プロスポーツチーム

⾦融機関
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3-2.推進体制

サービス・ヘルスケア関連

⼩売・商社・⼈材育成 ・・・等



スポーツと多様な産業・サービスを⾯的につなげ、
⼀過性で終わらない地域活性化のストーリーをつくる

北海道⽇本ハムファイターズ 「ボールパーク×まちづくり」 の推進
北海道コンサドーレ札幌と 「地域・海外」 との連携推進
プロスポーツが触媒となる地域産品の販売や健康づくりサービスの提供(VOREAS)
魅⼒ある新スタジアムを核とした地域活性化事業の展開(北海道⼗勝スカイアース)

スポーツの魅⼒を⾼めるAI・VRなどのIT・コンテンツテクノロジーとの融合
ｼｮｰｹｰｽ(ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯)を活⽤したIT・ｺﾝﾃﾝﾂﾃｸﾉﾛｼﾞｰの実装・海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
e-sports関連ビジネスの展開

「スポーツ」×「エンターテイメント」をハブとしたヘルスケアの推進
地域資源を活⽤したアウトドア・フィットネスによる健康⾏動変容・集客交流の促進

街型観光と組み合わせたウィンタースポーツの集客
広域連携による新たなスポーツイベントの開催による集客交流促進
国内外からのアイスホッケーの合宿誘致及び関係機関のネットワーキング
スポーツを⽀える研究開発・商品開発(地域の特⾊・地域資源の活⽤)

・・・・ P9
・・・・ P10
・・・・ P11
・・・・ P12

・・・・ P13
・・・・ P14
・・・・ P16

・・・・ P17
・・・・ P18

・・・・ P19
・・・・ P20
・・・・ P21
・・・・ P22

(1) プロスポーツチームとの連携

(2) 魅せるスポーツへ︕エンタメ産業との融合

(3) 活⼒あふれるビンテージ・ソサエティに貢献する健康寿命延伸産業との融合

(4) 戦略的なイベント連携・合宿誘致等による賑わいの創出

組成を⾒込むスポーツ関連プロジェクト <INDEX>
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◆旭川地域
【プレイヤー】
VOREAS北海道、星野リゾート OMO7 旭川、
(⼀社)⼤雪ｶﾑｲﾐﾝﾀﾗDMO、旭川市、鷹栖町、東川町、⽐布
町、名寄市、⼠別市・・・等

【プロジェクトイメージ】
 VOREAS北海道を中⼼としたスポーツの魅せる化を実現す

るため、地元企業との事業連携や新たな健康づくりサービス
の提供

 道北地域を舞台とした、冬季スポーツ施設等を活⽤したス
ポーツツーリズムや、先端設備等を活⽤した合宿誘致

◆札幌地域
【プレイヤー】
北海道⽇本ハムファイターズ、北海道コンサ

ドーレ札幌、レバンガ北海道、NIXUS等のIT・
コンテンツ企業・・・等

【プロジェクトイメージ】
 ラグビーＷ杯をショーケースとした新技術・コ

ンテンツの実装・海外へのプロモーション・観
光情報発信

 魅せるスポーツ化を実現するためのIT・コンテ
ンツ開発、市場調査

◆釧路地域
【プレイヤー】
東北海道ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝ、アクアトピア、釧路市、
弟⼦屈町・・・等

【プロジェクトイメージ】
 国内外からのアイスホッケーの合宿誘致とアイス

ホッケー関係企業等とのネットワーキング

 屈斜路湖においてオリンピック競技の「オープン
ウォータースイミング」を開催

◆帯広地域
【プレイヤー】
北海道⼗勝スカイアース、オカモト、とかちＭＩＣＥ誘致
推進協議会、帯広⻘年会議所・・・等

【プロジェクトイメージ】
 地元中核企業との連携による北海道⼗勝スカイアー

スのサッカースタジアム構想の実現
 新総合体育館を拠点としたスポーツ・健康・レクリエー

ション・リラクゼーションの複合的なコンテンツの開発
 ⼗勝アスリートヴィレッジ計画の策定⽀援

４．組成を⾒込むスポーツ関連プロジェクト＜全体イメージ＞
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次世代ライブ
エンターテイメント
テクノロジーを利⽤した

新しい拡張観戦体験創造

最先端
ウェルネスライフ

⼤⾃然アクティビティや
最先端健康

ソリューション提供

未来型リビング
コミュニティ

スポーツを核にした
オープンでフラットな

まちづくり

(１)プロスポーツチームとの連携 〜プロスポーツチームとの連携により新たな産業を創出・発信︕〜
①北海道⽇本ハムファイターズ 「ボールパーク×まちづくり」 の推進

8

 北海道⽇本ハムファイターズ株式会社は、 「北海道179市町村応援⼤使事業」により、
2013年から球団や選⼿による地域の⾷・観光・⽂化等の発信を通じ、地域に密着した「ま
ちづくり」を応援している。（2019年までに126市町村とコネクト。2023年には、道内179市町村全てをカバー
する計画。）

 加えて、⽇本ハム株式会社と株式会社北海道ボールパークとともに、2023年に開業予定の
「北海道ボールパーク」において、野球の魅⼒のさらなる向上、開催試合、イベント等にあわせ
た道内各地の⾷・観光等地域ブランドの発信を通じ、北海道全域に貢献する「世界がまだ
⾒ぬ共同創造空間」を⽬指す。

■同社が⽬指す３つの重点テーマにおける、地域と連携した推進戦略
を検討。

■当⾯、2023年ボールパーク開業に向け、北広島市、北広島商⼯会、
関係企業等と連携し、ボールパークによる経済インパクトを北広島市
や道内各地へと広げるための戦略を策定し、市⺠や関係者等へ発信
するシンポジウムの開催を検討。

ボールパーク構想の３つ重点テーマ



②北海道コンサドーレ札幌と 「地域・海外」 との連携推進
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■2019Jリーグアジアチャレンジinタイ vs Bangkok United F.C.

 2018年5⽉に、釧路市と「スポーツと教育、健康増進活動等」による相互協⼒関係を推進
し、地域活性化を図るため、包括連携協定を締結。

 2019年1⽉には、札幌市とウインタースポーツの観戦⽂化醸成や普及振興、アスリートの育
成などについて連携協定を締結。昨年発⾜したカーリングチームの冬季オリンピック出場に向
けた活動や、2030年冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会への参加など、今後
様々な活動を展開。ウィンタースポーツ観戦振興の第⼀弾として、FISジャンプワールドカップ
2019札幌⼤会とも連携。

 タイの有名選⼿を獲得するとともに、同選⼿の知名度を活⽤したタイへのプロモーションや、⼤
⼿旅⾏会社と連携したインバウンドをターゲットとした観戦ツアーの販売を実践するなど、スポ
ンサーシップを活⽤した海外へのマーケティングや、新たな提携先の獲得を検討中。

・ピッチを俯瞰して
⾒ることができる
スイートシートを新
設。
・ビュッフェスタイル
の⾷事にフリードリ
ンクがつき、試合前
後に選⼿との交流
ができる。

＜シーズンシートによる満足度向上＞

サッカーのほか、カーリング、スキー
ジャンプなどの冬季スポーツ、⼤⼈
のバドミントン教室など、多様なス
ポーツ事業を展開。



 VOREAS北海道は、国内初のプロバレーボールクラブチーム。運営する(株)VOREASは、スポーツ観戦を
「魅せるスポーツ」へと進化させるべく、独⾃のイベント運営や個性的なプロモーションを試⾏。

 今後は「スポーツの魅せる化」を実現するための収益体制の強化が課題。そのため、同チームのスポンサー
（全⽇空グループ会社）が運営する中国向けＥＣサイト「ハイタオ」を活⽤した地元菓⼦店（スポン
サー）のスイーツ等の新市場開拓や、廃校を活⽤したスポーツ・料理教室等の展開による地域の交流の
場の創出を通じて、スポーツの魅⼒度向上及び地域貢献を⽬指す。

 さらに、北海道フードダイバーシティ協議会を通じたムスリム対応⽀援の実施や、将来的にはアリーナを中⼼
とした地元の街づくりを⽬指すなど、スポーツをフックとした幅広い切り⼝で地域の経済活性化に取り組む。

運営：(株)VOREAS

収益・地域貢献事業の展開 チーム・試合の魅⼒度向上
◆ＥＣサイトを活⽤した地元産品の海外展開 収益の還元

地域からの⽀援【仲介・コラボ商品開発】 【ＥＣサイト販売・輸出】【地元産品の発掘】

チームイメージの
向上による事業の
付加価値増⼤

☞最先端のＩＴ・コンテンツを調査・導⼊し、
スポーツの魅せる化を実現

☞チームの魅⼒向上による新たなスポン
サーの獲得

③プロスポーツが触媒となる地域産品の販売や健康づくりサービスの提供
VOREAS北海道/(株)VOREAS【旭川市・鷹栖町・⽐布町・東川町】

◆⽐布町及び周辺⾃治体と連携した⼦
どもからｼﾆｱまでの横断的な健康づくり
サービスの提供と⼈材確保・育成

☞スポンサー企業との事業連携の加速

＜廃校を活⽤した事業＞
・バレーボール専⽤コートの設置
・合宿所の開設および他のチームの合宿誘致
・ダンス教室の開設
・地域の交流場所としての施設の活⽤ 10



 北海道社会⼈リーグ優勝チームの「北海道⼗勝スカイアース」は、サッカー教室を全国展開する「リーフラス」
や、よつ葉（乳業）、JOYFIT（ｽﾎﾟｰﾂジム）、ノベルズ（酪農）など地元の中核企業がスポンサーとなり、
地域総合スポーツクラブを⽬指し、スポンサーや周辺⾃治体と連携した地域貢献への取組を計画。

 将来のＪ３昇格を⾒据え、トレーニング場やアリーナ設備、サッカースクール専⽤のグランド、飲⾷や地元の
⾷材や産品を販売するショップを併設した総合型の複合スタジアムを構想。

 地域への貢献として、スポーツ能⼒判定事業やサッカースクール等の収益事業の展開を計画。

➃魅⼒ある新スタジアムを核とした地域活性化事業の展開
北海道⼗勝スカイアース／北海道⼗勝スカイアーススポーツ(株)【帯広市】

１．総合型複合サッカースタジアム構想の戦略策定

２．スポーツ能⼒判定事業・サッカースクール事業の展開

J3への昇格
 帯広市周辺の関係企業・機関が参画して「総合型スタジア

ムを核とした地域活性化協議会」を設⽴。

 ビジネスモデルの具体化、整備・運営⼿法等の実現可能性
調査、資⾦調達⽅法等の検討を実施。

 スポーツ能⼒発⾒協会と連携し、特殊機器を活⽤し、
⼦どもの体⼒などから向いているスポーツ競技を判定する
事業を帯広市周辺地域で展開。

 同チームの選⼿が講師となり、サッカースクールを帯広市
周辺地域で展開。 11



(2)魅せるスポーツへ︕エンタメ産業との融合
①スポーツの魅⼒を⾼めるAI・VRなどのIT・コンテンツテクノロジーとの融合
 北海道では、「サッポロバレー」と呼ばれるIT産業の集積があり、売上⾼が4,300億円超の基幹産業に

成⻑。「初⾳ミク」で知られるクリプトン・フューチャー・メディアなど、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)に取り
組むデジタルコンテンツ企業やAIベンチャーが多く存在。

 また、野球・サッカー・バスケットボール・バレーボール・アイスホッケーなど多様なプロスポーツチームの存在や、
平昌オリンピック・パラリンピックにおいて世界的に注⽬を集めた冬季スポーツ（カーリング、スキージャンプ、
エアリアル等）など、エンターテイメント性の⾼いスポーツの国内トップクラスのインフラ・選⼿が存在。

 これらの北海道が強みを持つスポーツと、VR・ARおよびAI等の先端デジタル技術を組み合わせた
「魅せるスポーツコンテンツ」を開発し、北海道における新たなエンターテイメント産業を創出。

AI・センシング・ VRテクノロジー等先端技術を活⽤したスポーツビジネスを創出︕

北海道が選⼿・インフラを有する
スポーツコンテンツ

競技の理解を深めるとともに
新たな魅⼒を発掘︕

12

選⼿・競技のスピードやパワーを
アニメーションや光、数値データで可視化

AIベンチャー

コンテンツ企業

選⼿・競技のスピードや
パワーをアニメーション、光、
数値データで可視化

NIXUS Dentsu Lab Tokyo HPより FocusMotion HPより



②-1 ｼｮｰｹｰｽ(ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯)を活⽤したIT・ｺﾝﾃﾝﾂﾃｸﾉﾛｼﾞｰの実装・海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

お気に⼊り選⼿の嗜好
・⾷べもの
・観光地
・⾳楽 etc

４

VR/AR・AI技術を駆使し
迫⼒や魅⼒を伝える︕

５

別視点映像
⾁眼では⾒えないｽｸ
ﾗﾑの状況が⾒える︕

１

観戦情報テキスト
１⾏で注⽬ポイント
や⼩ネタを表⽰

注⽬選⼿
トライ時などに基本プロ
フィールを紹介︕

３

ランスピードやタックルの
衝撃度を表⽰

２９歳
１９０ｃｍ
１０５Kg
札幌〇〇高校

〇〇選手 突破できるか？！

 2019年に⽇本各地で開催されるラグビーW杯は、世界各国から相当数のインバウンドが⾒込まれ、また欧
⽶等を中⼼とした⾼所得者層の来⽇が期待されることから、⽇本のテクノロジーや地域の魅⼒を発信し、ビ
ジネス交流を図る絶好の機会となる。

 札幌市スポーツ局及び北海道ラグビーフットボール協会と連携し、ラグビーＷ杯を通じて、地域の魅⼒やテク
ノロジー・サービスの国内外展開モデルを構築し、全国への横展開を図ることで、インバウンド需要獲得や対
⽇投資促進を⽬指す。

 札幌・道内観光を促し、観戦をきっかけとしたイン
バウンド（富裕層）需要を獲得

 ⾷・観光・⽂化を体験、SNS拡散

＜参考＞2019ラグビーＷ杯 会場

 VR/AR・AI技術を世界に発信
 対⽇投資促進やアライアンス進展

◆VR/AR技術の世界への発信・集客⼒の向上（例）

モデルケースの横展開により全国各地でノウハウを蓄
積し、2020年のオリパラでの成果に繋げる。

NIXUS等IT・コンテンツ企業【札幌市】
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２

札幌ドーム 札幌市

龍谷ラグビー場 龍谷市

横浜国際総合競技場 横浜市

神戸市御崎公園球技場 神戸市

東平尾公園

博多の森球技場 福岡市

熊本県民総合運動公園

陸上競技場 熊本市
大分スポーツ公園

総合競技場 大分県

東大阪市花園スタジアム

東大阪市

豊田スタジアム 豊田市

小笠山総合運動公園

エコパスタジアム 静岡県

東京スタジアム 東京都

釜石鵜住居

復興スタジアム 釜石市



②-2 ｼｮｰｹｰｽ(ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯)を活⽤したIT・ｺﾝﾃﾝﾂﾃｸﾉﾛｼﾞｰの実装・海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

14

観光情報発信

トップチームによる壮⾏試合
でのテクノロジー発信

チカホでのテクノロジー発信

【随時】
・関係機関との連携による、英・豪等向け道内周遊プロモーション。

【6⽉2⽇】
・⽇本トップリーグの試合を札幌で開催。
・ラグビーへの関⼼拡⼤とW杯への機運情勢、XR等のコンテンツを試合
会場に設置したブースにて発信・体験。

【９⽉20⽇〜22⽇】
・W杯、オータムフェストで賑わうチカホ（北4条広場）にて、スポーツ関
連のXRテクノロジーを発信・体験。

 ラグビーW杯開催を契機にした北海道産業のショーケースを実施。
①開催期間中、2万⼈近く来道する英・豪の⽅々をターゲットにした観光プロモーション
②トップチームの試合（6⽉2⽇）やW杯中（9⽉20⽇〜22⽇）におけるXRテクノロジー等ラグビーの魅⼒

を⾼める技術やコンテンツを発信。
※上記①②は10⽉16⽇〜20⽇開催のNo Mapsとも連携予定。（スポーツ×ＴＥＣピッチ、チカホ等での

スポーツXR体験等を実施するほか、①②イベント時にNo MapsプログラムをＰＲ）

2019年の具体的取組（関係者と調整中）

１

２

３



③e-sports関連ビジネスの展開

 世界のe-sports産業は2018年に10億ドル市場に成⻑。2022年アジア競技⼤会では新種⽬として
追加されるなど、今後さらなる成⻑産業へ発展することが期待されている。

①Naturals Hokkaido︓ナチュラルズ北海道
・北海道に拠点をおくeスポーツチーム。
・⽇本e-sports協会へ2016年参⼊
（全国で6番⽬）

②レバンガ☆SAPPORO
・2018年３⽉Bリーグ初のe-sportsチーム設⽴。
・スマホゲーム「Shadowverse
（シャドウバース）」のプロリーグ参⼊。
・e-sportsを普及させ、バスケットボール以外の客
層を開拓。

③北海道ハイテクノロジー専⾨学校
・2017年4⽉ITメディア学科に、国内２番⽬の
e-sports専攻を新設。
・ナチュラルズ北海道やレバンガ☆SAPPOROとも
連携し、学⽣へゲーム育成⽀援を⾏う。

北海道のe-sports
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⼀般社団法⼈北海道eスポーツ協会
・2018年10⽉に、北海道新聞社、レ
バンガ北海道、北海道ハイテクノロジー
専⾨学校、クラウドキュレーション、凸
版印刷北海道事業部、電通北海道
により発⾜。2019年２⽉法⼈化。
・道内におけるeスポーツの普及・啓発、
道内選⼿の育成・サポートなどを⾏う。

⼀般社団法⼈⽇本eスポーツ連合
・⽇本のeスポーツ3団体（⽇本ｅス
ポーツ協会、e-sports促進機構、⽇
本ｅスポーツ連盟）が合併し2018年
に活動を開始。
・2019年1⽉より、全国11地域に地
⽅⽀部を設置。道内にも「北海道eス
ポーツ連合」が稼働。

関連団体



 同社は道内外でフィットネスクラブを展開。健康無関⼼層にアプローチするため、VRゲーム「HADO」をサー
ビス導⼊するなど、ゲーミフィケーションやエンターテイメント性を意識した取組を推進。

 今後は、プロジェクションマッピング×センサー技術を活⽤し、疑似スポーツ体験ができるコンテンツ開発・展
開に⼒を⼊れる。「体を動かす」楽しみを感じてもらうところから、運動や健康づくりへの意識を醸成し、フィッ
トネスを含めたヘルスケアサービスの需要創造を図る。

 2019年中には、ウイングベイ⼩樽で、スポーツ&スパリゾートbyソプラティコを開業。プロジェクションマッピング
を活⽤したスポーツ体験に加えて、フィットネス、温泉などを組み合わせて提供する計画。

(3)活⼒あふれるビンテージ・ソサエティに貢献する健康寿命延伸産業との融合
①「スポーツ」×「エンターテイメント」をハブとしたヘルスケアの推進
（株)ソプラティコ【⼩樽市ほか道内外】

☞⼦どものスポーツ体験機会の創出（指導者が少ない地域など）
☞アスリートの練習⽤コンテンツ開発
☞認知症予防を⽬的としたコンテンツ開発
☞道内IT企業と連携したコンテンツ開発

フィットネス＋スパ＋ロッククライミング、レストラン等の複合サービスの展開

・VRゲーム「HADO」の導⼊
・若年層を中⼼にゲームを切り⼝とした顧客開拓

・プロジェクションマッピング×センサー技術を活⽤し、疑似スポーツ体験が
できるコンテンツ開発・展開（現在は東京の会社と連携）
・「スポーツ＆スパリゾート」をコンセプトとしたヘルスケアサービスの展開
（ウイングベイ⼩樽など）

・プロジェクションマッピング×センサー技術を活⽤し、下記の取組に期待

これまでの取組〜エンターテイメント型フィットネスクラブ展開〜 今後の展開予定

期待される取組 〜多様なヘルスケア課題へのアプローチ等〜

16 



②地域資源を活⽤したアウトドア・フィットネスによる健康⾏動変容・集客交流の促進

 2020年3⽉にオープン予定の帯広市内の新総合体育館を拠点に、⼗勝川周辺の地域資源（川、宿泊
施設、温泉等）を活⽤したスポーツ・健康・レクリエーション・リラクゼーションの複合的なコンテンツを開発し、
周辺住⺠の健康づくりや、集客交流を図る。（㈱オカモトを中⼼とするコンソーシアム）

 具体的には、マラソン・ウォーキング・サイクリング環境の整備、マラニックやファンランイベントの開催、河川敷
での飲⾷機能の提供などを構想。

◆周辺地図

先進事例 BLUE TAMAGAWA
OUTDOOR FITNESS CLUB

〜多摩川の⾃然を活かしたアウトドアフィットネスクラブ〜
澄んだ⽔、川辺の豊富な緑、⿂や野⿃が多く棲む多摩
川。⼭梨県笠取⼭を源流に、東京湾⽻⽥沖へ流れる
全⻑138キロにおよぶ東京のオアシス。サイクリング、パー
クヨガ、ランニング、ノルディックウォーキングなどの⾝近なス
ポーツからトレッキング、トレイルランニング、森林セルフケ
ア、そしてボルダリングジムやヨガスタジオ、カフェを併設した、
アウトドア＋インドアのハイブリッドなクラブ。

(株)オカモト（パブリックビジネスカンパニー）【帯広市】
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 「星野リゾート OMO7 旭川」はウィンタースポーツを楽しむ⼈の旅⾏に関する幅広いニーズに対応し集客
を図るため、これまでのリゾート型でなく、⾷や地域観光と組み合わせた都市型滞在（ＮＺのクイーンズタ
ウンをイメージ）を提案。周辺の４スキー場へのシャトルバスを運⾏するとともに、街観光をサポートする「ご
近所ガイドOMOレンジャー」によるおもてなしにより、ウィンタースポーツ客の選択肢を広げることで差別化を
図り、地域への波及を⽬指す。

 今後は各スキー場の積雪や天候、混雑具合などをリアルタイムで観光客に伝えるシステムの構築が課題。

(4)戦略的なイベント連携・合宿誘致等による賑わいの創出
①街型観光と組み合わせたウィンタースポーツの集客
星野リゾート OMO7 旭川/【旭川市周辺地域】

「ご近所ガイドOMOレンジャー」がホテル周辺を案内
するなど、ウィンタースポーツのビフォア・アフターや悪天
候時の楽しみ⽅も提案

各スキー場から
ライブカメラやリフ
トの稼働状況、
センサー等による
積雪・気温、雪
質などのデータ

「星野リゾート OMO7 旭川」を起点に、
旭川電気軌道㈱と連携し,周辺４スキー
場へのバスを運⾏。コンディションやその⽇の
気分で選択可能

積雪 360cm
雪質 パウダー
混雑度 ★

積雪 240cm
雪質 パウダー
混雑度 ★★★

積雪 390cm
雪質 パウダー

終⽇運休

積雪 400cm
雪質 固め
混雑度 ★

イメージ

バス時刻
10:00

バス時刻
9:00

バス時刻
9:30

バス時刻
運休
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②広域連携による新たなスポーツイベントの開催による集客交流促進

 釧路市内の⼤⼿フィットネスクラブのアクアトピアや、弟⼦屈町、釧路市の⾃治体等の実⾏委員会により、
2018年８⽉に道内初の「屈斜路湖オープンウォータースイミング⼤会」を開催。2019年8⽉開催の第２
回⼤会は、⽇本⽔泳連盟の認定⼤会となり、サーキットシリーズ17戦の⼀つに発展。

 屈斜路湖をフィールドとした新たなスポーツイベントとして定着を図り、釧路エリア全域でのスポーツ・アウトドア
ツーリズムを推進し、新たな集客交流を図る。

※ 「オープンウォータースイミング（OWS)」は、海や川・湖といった⾃然の⽔の中で⾏われる⻑距離⽔泳競技。⽔質、天候、潮汐等、⾃然条件の影響を受ける
ことから、競泳とは異なる技術や知識が必要とされ、国⺠体育⼤会やオリンピックの種⽬にもなっている。

◆屈斜路湖オープンウォータースイミング⼤会の様⼦ ◆アクアトピアについて
釧路市の⼤⼿総合フィットネスクラブ。⼤
⼈向けのプール・スタジオ・マシーンジムエ
クササイズと、⼦供のための⽔泳スクール、
スポーツ学童保育を⾏っている。
25mプール、約100名収容のスタジオ、
天然温泉を完備するほか、⼦どもやシニ
アなどの送迎サービスも実施。
バーチャルサイクルレッスンの導⼊による
新たな顧客開拓のほか、今後、屋外ラ
ンニングフィールドや屋内ボルダリング施
設を整備しアスリート⽀援に⼒を⼊れる。

(株)釧路スイミングクラブ（アクアトピア）、弟⼦屈町等【釧路市、弟⼦屈町】
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③国内外からのアイスホッケーの合宿誘致及び関係機関のネットワーキング

 NPO法⼈東北海道スポーツコミッションは、アイスホッケーを中⼼とした合宿・⼤会等の誘致によるスポーツ
ツーリズム事業、道内外でのアイスホッケースクール事業、スポーツの試合等をネット上で⽣中継するインター
ネット中継事業、地域でスポーツを頑張る若者やそれを⽀える⼈たちを応援するフリーペーパーの発⾏事業
等を展開。

 釧路はアイスホッケーの環境や指導者も豊富なことから、スポーツの超エリート育成のためのスポーツアカデ
ミーであるフィンランドの「ビエルマキ」を⽬指し、アジア諸国からアイスホッケーチームの合宿を誘致する仕組み
を構築するとともに、関係企業や機関等とのネットワークの強化を図る。

NPO法⼈東北海道スポーツコミッション【釧路市】

 フィンランドのビエルマキには、世界最先端の
トレーニング機器や、アイスアリーナ、学習施
設等が集積。

 フィンランド国内の様々な種⽬のトップアス
リートを始め、世界のトップアスリートやトップ
リーグに所属するアイスホッケーチームがビエ
ルマキで合宿。

 ビエルマキに倣い、⻑期滞在型エリート育成
プログラムや短期スクール型エリート育成プロ
グラムにより、釧路に関係者が集まる仕組み
を検討。

◆フィンランド「ビエルマキ」構想
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 スポーツ関連の研究開発及び商品開発に取り組む道内企業・⾃治体・⼤学と連携し、スポーツを⽀える
製品・サービスを創造。(地域資源の活⽤も視野）

➃スポーツを⽀える研究開発・商品開発(地域の特⾊・地域資源の活⽤)

１.北⾒⼯業⼤学「冬季スポーツ科学研究推進センター」

2.(株)名寄振興公社による「もち⽶スイーツ」の開発

機械⼯学科鈴⽊教授（現・学⻑）をセンター⻑とし、2016年に設⽴。アスリートの競技⼒
向上と冬季スポーツの発展を通じた地域の活性化を⽬指している。地域と密着し冬季スポー
ツの研究に取り組む世界的に前例のない研究拠点として注⽬を集めている。
カーリングでは、氷を擦るスイーピングの⼒を計測・記録することができるブラシを開発。また、
ストーンを投げる「ショット」に関するデータをクラウドサーバに集積し、認知科学や⼈⼯知能を利
⽤した分析を⾏っている。2018年の冬季五輪銅メダルを獲得したロコ・ソラーレ北⾒は同⼤学
の研究成果をトレーニングに活⽤している。
また、同⼤学はハウスメーカーのブレイン(株)と共同でスキーブーツ⽤のパーツ「ステルステック」
を開発。ステルステックをスキーブーツのソールに装着することにより、ターンがスムーズに⾏えるよ
うになり、滑⾛タイムの向上が⾒込まれる。2016年に特許を取得した。

名寄の特産物であるもち⽶の「⾼カロリーかつ消化に良
い」という特徴を活かしたスポーツ⾷を開発。
名寄市で積極的に誘致しているスキー、マラソン等のス
ポーツイベントでＰＲを⾏うなど、同市のスポーツ振興施
策と連動した取り組みによって、⾸都圏や海外への販路
拡⼤を⽬指す。

北海道を代表する機能性⾷品素
材メーカー。代表的な製品としては
「オリゴノール」など。
オリゴノールは北海道の⾷品機能
性表⽰制度”ヘルシーＤｏ”に認定
され、機能性表⽰⾷品として「運動
で⽣じる⾝体的な疲労感を軽減す
る」と表⽰でき、アスリート向けサプリメ
ント素材としてプロ選⼿も使⽤。

3.(株)アミノアップによる「オリゴノール」の展開
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(参考)
スポーツ合宿誘致に取り組む主な地域(2008-2018当局Web調べ）

釧路市（アイスホッケー、陸上、野球等）
東京オリンピックホストタウン（ベトナム）
アイスホッケーでは年代別⽇本代表や韓国ナショ
ナルチームをはじめ、⾼校〜実業団まで幅広い
層の合宿を受⼊れ。陸上でも⽇本陸連（マラソン
ナショナルチーム）受⼊実績あり。

岩⾒沢市（陸上、パラリンピック競技等）
北海道教育⼤学岩⾒沢校と共同でオリンピック
の事前合宿誘致を実施。各種競技施設や低温・
低酸素実験棟、運動分析室・情報分析室等の
充実をＰＲしている。

登別市
東京オリンピックホストタウン（デンマーク）
ファボー・ミッドフュン市と、友好都市協
定に基づく交流を２０年以上にわたり実施。

七飯町（サッカー、陸上等）
サッカー⽇本代表合宿をはじめ、Ｊリーグ、
Ｋリーグの合宿受⼊を実施。陸上では実業
団⻑距離チームの受⼊れ実績あり。

紋別市（陸上、バスケットボール等）
全⽇本ハンドボールチームのほか、陸上⻑
距離（実業団、⼤学）の受⼊れ多数。１０を超え
る駅伝チームの受⼊れを継続的に⾏っている。

北⾒市（ラグビー、カーリング等）
１９８０年代からスポーツ合宿の受⼊を実施。
ラグビーチームの受⼊れをはじめ、カーリング
では海外ナショナルチームの受⼊を実施。
「スポーツ合宿の⾥」として積極的にＰＲを⾏っ
ているところ。網⾛市と連携してオホーツク
ラグビーフェスティバルを実施。

網⾛市（ラグビー、陸上、カーリング等）
東京オリンピックホストタウン（オーストラリア）
１９７０年代からスポーツ合宿の受⼊れに向けた
取組を実施。ラグビーでは７⼈制⽇本代表合宿
のほか、実業団チームを毎年多数受⼊れ。
北⾒市と連携してオホーツクラグビーフェスティ
バルを実施。

⼠別市（バレーボール、陸上等）
東京オリンピックホストタウン（台湾）
「合宿の⾥」として積極的なPRを展開。マラソン、
トライアスロン、スキー、ウエイトリフティングで
ナショナルチームの受⼊れ実績多数。

名寄市（カーリング等）
東京オリンピックホストタウン（台湾）
ウインタースポーツコンソーシアムの実施拠点と
して次世代のアスリートを育成するとともに、
冬季スポーツの合宿誘致を積極的に実施。

芦別市（バレーボール、陸上等）
全⽇本バレーボールチームの合宿を１０年以上にわ
たり継続的に受⼊れ。陸上競技でも世界陸上、オリ
ンピックでの海外代表選⼿受⼊れの実績あり。

美深町（スキー等）
エアリアルプロジェクトによる次世代のアス
リートの育成を実施。全⽇本選⼿権の開催
のほか、海外強豪国によるオリンピックの
ための調整合宿の受⼊れ実績あり。

帯広市（スピードスケート等）
スピードスケート⽇本代表・韓国代表の受⼊
れを実施。２０１７年冬季アジア⼤会のスピー
ドスケート競技の会場として、各国代表選⼿
を受⼊れ。

※黄色は、地域未来投資促進
法に基づき、国から基本計画
の同意を受けた自治体

苫⼩牧市（アイスホッケー等）
⼥⼦アイスホッケー⽇本代表「スマイルジャパン」
の強化合宿が⾏われている。市もスポーツ合宿等
補助制度を設け合宿誘致に⼒を⼊れている。

札幌市（パラリンピック競技等）
スポーツイベント等の誘致を⾏う「さっぽろグローバル
スポーツコミッション」を設⽴。⾞いすテニス⽇本代表
候補合宿の受⼊れ実績あり。

旭川市（レスリング、パラリンピック競技等）
レスリング⼥⼦⽇本代表やウィルチェアーラグビー⽇本
代表の合宿受⼊れを実施。官⺠連携により「旭川市
スポーツ合宿誘致等協議会」を設⽴したほか，地元
⽀援団体とともにパラスポーツの合宿誘致にも積極的
に取り組んでいる。
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泊村（アイスホッケー等）
道内外の⼤学、⾼校を中⼼にアイスホッケー等
の合宿実績多数。

江別市（ラグビー等）
2018年にフィジー共和国名誉領事館を設⽴。
また、ラグビーW杯2019の公認チームキャンプ地
として内定。オーストラリア代表の受け⼊れを実施。
スポーツ合宿応援サポート制度を設け、特に道外
からの合宿誘致に⼒を⼊れている。



5．スポーツ産業振興に向けたロードマップ
 本ロードマップは、スポーツ産業振興に向けて、今後3年間（2021年度まで）に、SpoPla北

海道（2019年3⽉14⽇キックオフ）を中⼼とした取り組み⽅針を⽰したものである。
 推進にあたっては、道外のスポーツビジネスプラットフォーム（沖縄局・中国局・九州局等）やビ

ジネスコーディネーター等との効果的な連携を図る。

取組⽅向 2019fy 2020fy〜2021fy 2022fy〜

推進体制の構築
①ビジネス創出コーディネーターとの
ネットワーク構築
②ビジネス創出⼿法の検討・実証

①ビジネス創出コーディネーターとの
連携による推進体制の強化
②ビジネス創出⼿法の確⽴・活動
③⾃⽴化⼿法の検討

プラットフォーム⾃⽴化

新ビジネス創出
⽀援

①研究会・ワーキング活動
②個別プロジェクトの組成とハンズ
オン・実証⽀援

①研究会・ワーキング活動
②2018fyの個別プロジェクトの事
業化 ①重層的に新ビジネス

が創出（連関表の作
成）
②東京オリ・パラのレガ
シーを活⽤した持続的
なイノベーション創出
③札幌冬季オリ・パラと
連動した各プロジェクト
の創出

広域連携の促進

①相互のノウハウ・ネットワーク共有
を⽬的とした情報交換
②事業者間のマッチング
③道内外連携を切り⼝としたプロ
ジェクトの組成

①相互のノウハウ・ネットワーク共有
を⽬的とした情報交換
②事業者間のマッチング
③道内外連携を切り⼝としたプロ
ジェクトの事業化

ビジネス創出の
機運醸成、対外
的PRの促進

①スポーツビジネス創出に係る普及
イベント実施の調整・開催
②ラグビーW杯をショーケースとした
PR事業の展開等

東京オリ・パラ、ワールドマスターズ
ゲームズ関連イベントとの連携によ
る海外発信
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・NWづくりとプロジェクトメイク
・熟度の高いものの戦略づくり等支援

・各種プロジェクトの飛躍に繋がる組み合
わせを検討し、連携の最適化を図る。

・自立化

・持続的イノベーションを
創出


