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本日の流れ



スポーツ庁によるスポーツを通じた地域の活性化を図る5つの取り組み
①スポーツツーリズムの推進
②地域スポーツコミッションの拡大
③スポーツ×文化×観光の取組奨励
④スポーツによる地域の一体感の醸成
⑤スポーツ関連組織の収益モデルの調査と普及

この政策により・・・

スポーツ目的の訪日外国人数 138万人→250万人
スポーツツーリズム関連消費額 2204億円→3800億円

ということを目標にしている。

1.緒言



緒言

•道の駅満足度ランキング２０１８では名物グルメがある道の駅は

人気がある。

•消費者は「食」を求めているようだ。

1位 道の駅「あわじ」 兵庫県

2位 道の駅「むなかた」 福岡県

3位 道の駅「世羅」 広島県

食と満足度が関連していると示されている。
出典(じゃらんニュース)



人口の減少

経済的な問題

高齢化

2. 現状

•地方ではこのような問題がある



その中で高知県を選んだ



高知県とは

• 「高知家」という2013年に高知県が発表した高知をさらに全国に広
めるためのプロジェクトがある。

• 具体的には、高知県民全員が大家族で高知に訪れた人をもてなそ
うとしている。

• 2010年から2012年まで美味しい食べ物ランキングで1位。

• 柏島や四万十川など自然豊かである。



高知県とは

•飲酒費用が全国１位で38910円

• ２位の東京は29080円

• 1万円もの差がある

•全国平均では17990円である

•高知県民がどれだけお酒が好きなのかが分かる

出典 都道府県別統計とランキングで見る県民性



高知県 課題

•県内総生産が日本ワースト2位

•県内総生産の落ち込み率日本1位

•一度も訪れたことがない都道府県1位

•行きたいところがない問題

•人口減りすぎ問題



高知県貧困問題

日本国民の平均
年収より少ない
人の割合が全国
で2番目に高い

笹川スポーツ財団 都道府県のスポーツライフ・データ
（2000～2008）
http://www.ssf.or.jp/research/sldata/tabid/369/Default.aspx

http://www.ssf.or.jp/research/sldata/tabid/369/Default.aspx


2016.2018年ともに幸福度ランキング
ワースト1位

高知県民多くは、
現在の生活を幸せ
だと感じていない。

出典 日本総合研究所全４７都道府県幸福度ランキング２０１６．２０１８年版



SNSが与えるポジティブな効果

•SNSの投稿をすることにより、「いいね」をもらう
ことで酔いしれる。

(心理学者エマー・ケニー)



日本のSNS利用者数・利用率

出典 SNSマーケティングの情報ならソーシャルメディアラボ



SNS利用度

• Twitterの国内ユーザーは2016年に4000万人→2017年には
4500万人に増加している。

• 20代が最も多く利用している。

• Instagramの国内ユーザーは2015年に810万人だったのが、
2017年には2000万人に急増している。

• Instagramの女子の利用率が61%と高い。

• Facebookの国内ユーザーは2015年は2400万人→2017年に
は2800万人に増加している。

• 40代以降が多く利用している。



高知はSNS認知

や利用が少ない
ことが考えられる。

出典 都道府県別統計とランキングで見る県民性



高知の現状 人口の減少

物が

売れない

物を

作らない

給料が

少ない

若者が

県外に出る

子供が

産まれない



高知×スポーツ

（出典）高知県庁ホームページ



高知FDとは

• 四国アイランドリーグplusに所属

• NPBをめざす選手のレベルアップを図る

• 高知ファイティングドックス球団株式会社が運営する高知県の野球
チーム

• 年間200回以上の行事、イベントなどに選手が参加し、地域の“にぎ
わい”作りに積極的に取り組んでいる

• NPBの第一線で活躍した経験を持つ指導者が、日々の練習をサポー
ト

• 公式アカウントのフォロワーはそれぞれInstagram721人、Twitter833
人、Facebook8,966人

• ちなみに、公式マスコットのドッキーは3,656人（Twitter)



ボールパーク化に取り組むNPB球団

• マツダZOOMZOOMスタジアム

寝そべりながら試合を見れるシート・食べ歩きができるコンコース

球場内にスポーツジム

• 楽天生命パーク宮城

スマイルグリコパーク（遊園地）

• 広島東洋カープのSNS公式アカウントはファンがやっているようで、球団の公
式ではないように見受けられた。

• 東北楽天ゴールデンイーグルス

Instagram7.5万人 Twitter64.1万人 Facebook17.9万人



この現状を踏まえ、地域活性化に
積極的に取り組んでいる

高知ファイティングドックスと一緒
に何かできないか考えた！



3,調査方法

時期：平成30年8月19日(対 香川オリーブガイナーズ)

20日(対 香川オリーブガイナーズ)

対象：試合観戦者

方法：アンケート調査

配布数・回収数：168部配布し、回収数は165部であった

有効回答数：128部



4,結果・考察



性別・年齢

男46%
女54%

性別

男 女

19歳以下
8%

20－29歳
19%

30－39歳
13%

40－49

歳21%

50－59歳
23%

60歳以上
16%

年齢

19歳以下 20－29歳 30－39歳 40－49歳 50－59歳 60歳以上



居住地域
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同伴者

ひとり
26%

友人
27%

家族
37%

その他
8%

無回答
2%

ひとり 友人 家族 その他 無回答



情報入手経路
はい

高知ファイティングドッグスHP 46.1%

四国IL公式HP 18.8%

新聞 11.7%

ポスター 4.7%

家族 6.3%

友人・知人 18.0%

Facebook 10.2%

Twitter 11.7%

Instagram 3.9%

TV 0%

その他 7%



観戦経験

初めて
17%

過去にも経験

あり81%

無回答
2%

初めて 過去にも経験あり 無回答

ホーム以外の応援



高知FDの公式アカウントの認知

はい29%

いいえ69%

無回答2%

はい いいえ 無回答



高知FDの公式アカウントをフォローについて

はい

23％

いいえ75％

無回答2％ Twitter

はい いいえ 無回答

はい

11％

いいえ87％

無回答2％
Instagram

はい いいえ 無回答



球場までの道のりにあるとよいもの

はい

屋台 48%

グッズ売り場 23%

高知FDフラッグ 14%

ドッキーの像 6%

スポーツバー 6%

クイズやスタンプ 4%

その他 6%



試合前後にすること

はい

食事 49%

応援グッズを買う 9%

観光地に行く 7%

スポーツ（運動をする） 2%

特になし 35%

その他 7%



結果①

観戦者の主な情報源は高知FD公式ホームページ
だった

過去に観戦経験のある人は8割以上いたが、SNS公
式アカウントを認知している人は約3割しかいない

Instagram,Twitter,Facebookの3つのSNSアカウントを
フォローしていない人が約7割以上もいる



• 球場に屋台が少ない
• コンビニで飲み物や食べ物を買って、もって来る人が多い

• インターン中に屋台を企画した結果、老若男女の人気を
得た

• 試合後に試合の反省をファンの間でしたい

結果②



考察

•SNSが普及していないからこそチャンス
がある

•高知の人はみんなで集まり、楽しいこと
がしたい場所を求めている



5,政策提言



政策提言

「高知FDロードを作る」



理想とするモデル

日本3大商店街

高松中央商店街・天神橋筋商店街・沖縄市一番街商店街

大阪北区にある天神橋筋商店街
アーケード総延長2.6キロメートルという長さの商店街は日本一

完歩すると…..
｢満歩状」というユニークな賞状をもらうことができる。



「観光客」
(国内外）

「高知を知る」

観光客に高知県の情報を発信し高知県の良さを知ってもらう！



「高知県に来た観戦者」
「通り」

高知に来た人が楽しめる通りをつくる！



高知FDロードの目指すもの

高知を発展させる希望道

高知第二の商店街

試合終わりの一杯に

楽しみに



全て含んだ道

高知FDロード！！！



高知FDロードの内容

•土佐のおきゃくゾーン

•鰹の解体ショー・藁焼き体験

•高知の地酒が飲めるゾーン

•高知FDとコラボしたゾーン

• イルミネーションゾーン

•女性専用ゾーン

•相席ゾーン



目的達成のために

•SNSを有効活用して
新たなファン獲得



SNSを活用して女性ファンの獲得

•多く使われているハッシュタグ（＃）をあらかじめリサー
チし、投稿する際にそのハッシュタグをつけて投稿する

•投稿内容もそのハッシュタグに関連のあるものにする

• SNSの投稿内容の改善

現在の投稿は野球関連が多い



6. 運営体制 インターシップに参加する大学生

高知ファイティングドックス

スポンサー・県庁

試合・イベント



7,期待される効果

＜SNSによる効果＞

•野球に興味のない若い女性が投稿を見て少し

でも野球、高知FDに興味を持ってもらうことで
若い女性ファンの獲得が図れる。

•SNSをうまく活用することで高知FDの知名度を
あげ
ることが期待できる。



期待される効果

＜高知FDロードによる効果＞

•野球以外の楽しみを提供することができる。

•野球にあまり興味ない人にも来場してもらうこと
で、観客数増加が期待できる。

•高知FDとともに高知創生を促す。



まとめ

SNS投稿内
容改善で、
認知度が高
まる

高知FDロードが、野球以
外の楽しみを生み、新たな
人が集まる場所になる

野球に興味のない人も
来るようになる 高知を訪

れた人が
高知の良
さを知る

高知に人が集
うことで活気
溢れる県にな
る
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ご清聴ありがとうございました


