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本事業の目的 

本事業は、スポーツ参画人口の拡大に向けて、Sport in Life コンソーシアム加盟団体が

連携・協働して実施する取組を後押しするとともに、先進事例を形成することにより、全国

各地にスポーツ参画人口の拡大に向けた取組を展開するためのモデルを創出することを目

的に実施したものである。 
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１．本事業の実施概要 

（１）本事業のターゲット 

◆ 本実証実験のターゲット 

本事業では、ビジネスパーソン（平日は仕事、休日は子育てにより忙しい）と女性（ビ

ジネスパーソン・専業主婦ともに平日は仕事と家庭に忙しい）の夫婦で子供がいる若いフ

ァミリー層をターゲットに設定する。千葉県千葉市にある「イオンモール幕張新都心」を

実証フィールドとし、ショッピングなどに訪れる 30-40 代のファミリー層を中心に事業

を行う。なお、30-40代の子育てファミリー層の中に、ビジネスパーソンと女性のターゲ

ットがまたがることを想定としている。 

本施設は千葉県千葉市にあり、最寄駅は JR京葉線の海浜幕張駅。年間来場者数約 3,000

万人の巨大な施設である。幕張新都心エリアは、展示会場やスタジアム・商業施設が充実

していると同時に、整然された街づくりによりファミリー層にとって人気の住宅地とな

っている。同エリアの千葉市美浜区の 30-40 代居住人口は約 4 万人と、本事業のターゲ

ットとなるビジネスパーソンと女性の若いファミリー層へアプローチ出来るエリアと考

える。（近隣：計約 24万人、千葉市美浜区、稲毛区、中央区、花見川区約 19万人、習志

野市約 5万人）*1 

*1 令和 2 年度「千葉市人口統計」、「習志野市人口統計」 

本事業で設定しているターゲットの現状として、30-40 代の子育て人口は約 1,765 万人

(男性約 888 万人、女性約 877 万人)。週 1 回未満のスポーツ実施率が男性約 50％(約 444

万人)、女性約 40％(約 526 万人)で、未実施者の合計約 970 万人がトータルでのターゲッ

ト規模となる。 

図表１ ターゲット人口規模 
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（２）ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因（事業実施前の仮説） 

◆ ターゲットの「スポーツ実施を妨げている要因」 

 30-40 代子育てファミリー層のスポーツ実施率は下記のとおりである。 

・週 1回以上のスポーツ実施率： *1 

男性 30代 49.3％、40代 50.1％、女性 30代 41.8％、40代 40.3％ 

  *1 令和元年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」 

 スポーツ庁が発表している『令和元年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣に

ついて』によると、30-40 代のスポーツ実施を妨げている要因として、「仕事や家事が忙

しいから」という理由が多く、他の項目より数値が高く、同性他年代と比較しても差があ

る項目が阻害要因と考えられる。 

図表２ スポーツ実施阻害要因 

 

②ビジネスパーソン(30-40 代の男性) 

 【30 代】「仕事や家事が忙しいから(62.2％)」、「子どもに手がかかるから(27.1％)」 

・これらの項目が上位となり、かつ他年代と比較しても大きな差を 

生み出しているため、世代特有の要因と考えられる。 

 【40 代】「仕事や家事が忙しいから(59.9％)」、「子どもに手がかかるから(13.4％)」 

     ・仕事に関する項目が変わらず、働き盛り世代特有の課題として残っている。 

③女性(30-40 代の女性、女性ビジネスパーソンも含む) 

【30 代】「仕事や家事が忙しいから(64.7％)」、「面倒くさいから(36.9％)」、「子どもに 

手がかかるから(39.7％)」、「運動・スポーツが嫌いだから(14.8％)」 

      ・仕事や子育てに関しては②と同様に上位。女性特有の要因として「面倒く

さい」、「スポーツが嫌い」とあり、動機付けが必要となる。 

【40 代】「仕事や家事が忙しいから(55.0％)」、「面倒くさいから(37.1％)」、「子どもに 

手がかかるから(19.1％)」、「運動・スポーツが嫌いだから(17.0％)」 

     ・30 代と比較すると減少傾向にあるが、他年代比較では高く、男性同様の 

傾向といえる。 
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（３）本事業で期待される効果 

◆ 30-40 代子育てファミリー層への期待される効果 

本事業では、30-40代子育てファミリー層のスポーツ実施の阻害要因を解決するだけで

なく、スポーツ実施への意欲向上を図る。スポーツ実施を促すためには、「忙しい・子育

て・面倒くさい」などの単独の阻害要因を解決するだけではなく、複数の要因を解決する

必要があると考える。複数の要因に、「すぐ出来る→楽しく出来る→上手に出来る」とワ

ンストップの価値を提供することで、阻害要因の解決及びスポーツ実施意欲の向上を図

る。  

 

図表３ 期待される効果 
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２．本事業の実施内容 

（１）事業の実施概要 

ビジネスパーソン、女性の 30-40代のファミリー層をターゲットとして、主に休日に

家族で利用するショッピングモールにて、気軽に楽しめ上達できるスポーツ体験の環境

を創出する。ターゲット層のスポーツ実施を妨げる要因の上位項目が「忙しさ」や「子

育て」であることから、日常生活の中のショッピングモールにおいて、子供も一緒に楽

しめる環境を提供することで阻害要因を解決することが目的である。 

 

図表４ 実施イメージ 

 

  

 

①スポーツ体験コンテンツ 

若いファミリー層をターゲットとするため、従前たる競技体験ではなくゲーミフィケ

ーションやエンタメ要素の高い体験コンテンツを用意し、新鮮さやワクワク感の提供に

より体験者を誘引する。今回、体験競技として用意するのは、「ランニング」と「ハンド

ボール」である。 

「ランニング」は、実施スポーツ種目の中でも上位に入る競技であり、特別な用具や施

設・仲間集めを必要とせず、いつでもどこでも実施できる特徴をもっている。「ハンドボ

ール」は一見、実施競技としての認識は弱いように思えるが、ボールを投球する基本的な

動作は、服装や靴に制限されることなく実施可能であり、ショッピングモールでの偶発的

な出会いという点において優れている。 

これら種目をプロジェクションマッピング技術やモーショントラッキング技術など、

テクノロジーを活用した体験コンテンツとして提供することで、遊ぶ、楽しむといった 

視点からスポーツ実施を促していく。（担当：東商アソシエート(株)、イオンモール

(株)） 
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■東商アソシエート(株)のスポーツ体験コンテンツ 

 

図表５ スポーツ体験コンテンツイメージ 

 

 

■イオンモール幕張新都心 

 

図表６ イオンモール幕張新都心（スポーツ体験場所） 

 

 

②スポーツ実施定着化への支援 

阻害要因の解決の目的は、週 1回以上のスポーツ実施を定着化させていくことであり、

本体験を通じたスポーツ実施意欲を高めることが肝要である。そこで体験の場において、

スポーツ関連団体による適切で分かりやすい指導を実施する。これはスポーツ実施のモ

チベーション・動機付けにおいて有効とされる自己決定理論を活用して、「上手く出来る

経験→もっと上手くなりたい」という意欲を高める施策である。（担当：東商アソシエー

ト(株)、大日本印刷(株)、(公財)日本ハンドボール協会、(公財)横浜市スポーツ協会） 
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図表７ 指導イメージ 

 

  

 

■プロジェクトチーム体制図 

本事業を実現するにあたり、以下のようなチーム体制のもと遂行する。 

 

図表８ プロジェクトチーム体制図 

 

 

本事業の特徴は、従来スポーツ経験者や関心層向けに提供していた各団体の強みを組

み合わせた点である。スポーツ未実施者がスポーツをしたくなるように促すために、各団

体の単発施策ではなく、「知る→楽しむ→分かる→続けたくなる」という阻害要因の解決

から実施意欲の向上までを、ワンストップで提供する点が特徴である。 

ワクワク感を生み出すスポーツ体験コンテンツをベースとして、集客力のあるショッ

ピングモールにて認知・体験を促した後、スポーツ実施定着を図るために「その競技を理

解する」というフェーズを加える。これは、スポーツ実施のモチベーション・動機付けに

有効とされる自己決定理論における「上手くできる喜び＝もっと上手くなりたい、続けた

い」という意欲を刺激するもので、体験後のスポーツ実施を促していく。 
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今回実施するスポーツ種目は、「ハンドボール」、「ランニング」であるが、前述の通り

スポーツ未実施層においても、体験しやすい・分かりやすい種目を設定した。そして、日

本ハンドボール協会、横浜市スポーツ協会という、ハンドボールとランニング種目の指導

ノウハウを保有するエキスパートとの連携により実現を図る。横浜市スポーツ協会は、幕

張エリアとは異なる地域であるが、同協会の運営する施設である横浜市スポーツ医科学

センターは、スポーツメカトロニクスにおける関東圏屈指の研究機関であり、適切な指導

方法に関しての第一人者として役割を担う。また、大日本印刷は、日本ハンドボール協

会、横浜市スポーツ協会と動作解析やモーショントラッキング等をはじめとしたデジタ

ル技術の指導方法を研究しており、同社保有の指導ツールを用いた指導方法を提供する。 

 

■本事業においての体験者の行動プロセス 

 

図表９ 体験者の行動プロセスイメージ 
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（２）事業の実施結果 

事業①スポーツ体験コンテンツの提供 

「日常生活」及び「わかりやすく適切な指導」をテーマにしたスポーツ体験イベントと

して、ハンドボールコンテンツ及びランニングコンテンツを、ショッピングモール利用者

に提供するイベントを実施。参加者は、買い物ついでにそのままの服装（普段着）で参加。 

 

➢ハンドボールコンテンツ：プロジェクタに投影したゴールネットとちょこまかと動き

まわるキーパーに向かって参加者がボールを投げて得点を競うゲーム。 

 

➢ランニングコンテンツ：全身の動きを感知するモーションセンサーを搭載したデジタ

ルインタラクティブコンテンツ。ブレーキ無しのノンストップカーレースで、最速タイム

でゴールを目指すゲーム。 

 

図表 10 提供コンテンツイメージ 

 

 

イベントの実施日・参加者人数*1 

以下の日程にてイベントを実施（全 17 回）。852 人のターゲット層*2 がイベントに参

加した。各回の参加者人数*1 は、下記に記載の通り。 

 

*1：参加者人数は、アンケート回答協力者の人数とする。 

*2：ターゲット層は、30・40 代で子どもと一緒に参加した人とする。 
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図表 11 イベント実施日・参加者人数 

 

 

イベント当日の様子 

当日の様子は、下の写真の通り。 

 

図表 12 イベント当日の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち、ターゲット層*2

2020年10月10日 58人 35人

2020年10月11日 97人 59人

2020年10月24日 81人 43人

2020年10月25日 107人 81人

2020年11月7日 102人 43人

2020年11月8日 98人 48人

2020年11月28日 118人 59人

2020年11月29日 155人 72人

2020年12月5日 75人 58人

2020年12月6日 73人 53人

2020年12月19日 47人 30人

2020年12月20日 69人 54人

2021年1月9日 33人 18人

2021年1月10日 81人 61人

2020年1月11日 44人 31人

2020年1月23日 97人 52人

2020年1月24日 115人 55人

総計 1,450人 852人

参加者人数*1

（ターゲット層以外も含む）
実施日時 実施計画

1日あたり

300人
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事業②スポーツ定着化への支援 

スポーツ実施のモチベーション・動機付けにおいて有効とされる自己決定理論を活用

して、「上手く出来る経験→もっと上手くなりたい」という意欲を高める施策として、ゲ

ーム説明だけではなく、日本ハンドボール協会や横浜市スポーツ協会の競技指導者によ

る指導（ワンポイントアドバイス）を実施。なお、指導の有無による影響を確認するため、

指導を受けない対象者を一定数確保した。 

 

図表 13 指導の有無 

 

 

 

ワンポイントアドバイスをより分かりやすくするため、下図のようなチラシも配布し

ながら、対応を行った。 

 

図表 14 配布チラシ 
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３．本事業の実施体制 

（１）本事業の実施体制 

本事業の実施体制は下記の通り。 

 

実証フィールド イオンモール幕張新都心 

代表団体 東商アソシエート株式会社* 

構成団体 イオンモール株式会社* 

大日本印刷株式会社* 

公益財団法人日本ハンドボール協会* 

公益財団法人横浜市スポーツ協会* 

※ 「*」は Sport in Life コンソーシアム加盟団体 

 

 

（２）本事業の実施スキーム 

本事業における代表団体、構成団体の役割は下図の通り。 

代表団体である東商アソシエートが中心となって、構成団体と協力し、対象者に体験イベ

ントを提供する。具体的には、イオンモールはイベント場所の提供、大日本印刷はツールの

提供、日本ハンドボール協会と横浜市スポーツ協会は対象者にワンポイントアドバイスを

実施する。 

 

図表 15 プロジェクトスキーム 
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４．事業の実施効果（スポーツ実施頻度、実施意欲の改善効果） 

（１）効果検証方法 

 ターゲット層における週１回以上スポーツ実施意欲の向上を検証するため、体験後ア

ンケートを実施し、分析を行った。 

 

期待効果 ：約５パーセントのスポーツ実施意欲の向上を期待する。 

検証内容等：イベント参加者に対して、体験後アンケートを実施。 

      具体的な項目としては、下記の通り。 

       ✓一般属性（性別・年代）の把握。 

       ✓事業期間中のリピーター調査（ユニークユーザー数の把握） 

       ✓指導実施有無がスポーツ実施意欲の向上に寄与するか。 

         - 意欲が高まった場合 

          どのような点が良かったかなど、何が意欲向上に寄与したか。 

                 - 意欲が高まらなかった場合 

          他の阻害要因の把握。 

 

図表 16 ターゲット層へのアンケート表 
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（２）効果検証の結果 

 大人のアンケート回答者は、全部で 1,450 名であった。 

 （内リピート無：n＝1,402 リピート有：n＝36 ブランク：n＝12） 

 

検証結果 

 下表の通り、30-40 代で子どもと一緒に参加した人のうち 8.9%が「週 1 日以上、運動・

スポーツを実施したいという意欲を持つようになった。」と回答。見込んでいた「約５％

のスポーツ実施意欲の向上」を上回るスポーツ実施意欲の向上が確認できた。 

 

図表 17 スポーツ実施意欲の変化               

 

                    ※回答者属性：30-40 代で子どもと一緒に参加した人 

 

 

 また、指導の有無別に体験後のスポーツ実施意欲の変化をみると、指導無に比べて、 

指導有の方が下表の 1-3 に該当する「運動・スポーツを実施したいという意欲を持つよう

になった」のスコアが若干高い結果となった。 

 

図表 18 スポーツ実施意欲の変化（指導有無別） 

   

                   ※回答者属性：30-40 代で子どもと一緒に参加した人 
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５．スポーツ実施改善の要因の分析（阻害要因や促進要因の仮説検証） 

 ターゲット層におけるスポーツ実施意欲向上の要因にあがったトップ３は、下表の通

り、「子どもと一緒に楽しめること」、次いで「身体を動かす良さを感じたから」、３番目

は「運動・スポーツが楽しいと思ったから」という結果であった。スポーツの良さを再確

認させること、子どもと一緒に楽しめることなどが、スポーツ実施意欲向上の要因と考え

られる。なお、意欲向上の障害要因としては、「時間がないから（仕事や家事など）」が８

割以上であった。ただし、n が少ないことには留意。 

 

図表 19 スポーツ実施意欲の向上/障害理由 

 

 

 その他、指導の有無によって、意欲向上理由に大きな違いは見受けられなかった。な

お、下表の通り、指導の良かった点のトップは「指導が分かりやすかった」、次いで「笑

顔で接してくれたこと」であった。 

 

図表 20 指導の良かった点 
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６．今後の事業展開予定 

（１）事業継続や横展開に向けたポイント、課題 

非スポーツ接点であるショッピングセンターでのエンタメスポーツ体験は、新たな「スポ

ーツの入口」としての可能性が十分にある。目新しさが子供を惹きつけ、子どもとの対戦を

きっかけに親が子どもと一緒になって身体を動かす。そして、スタッフの指導の分かりやす

さや笑顔も相俟って、スポーツの良さを改めて感じるといった流れがポイントであった。 

 

一方で、新たな場所で、展開/波及させていく為には、場所を提供する施設側のメリット

が必要である。例えば、施設の会員アプリ獲得と連携させた取り組みにする工夫など。 

また、体験後の近隣スポーツ施設などへの送客に課題がある。個人情報関連、システム間

の連携などである。 

 

（２）次年度以降の事業継続、横展開の計画 

ショッピングモールでのスポーツ体験は、「スポーツの入口」としての可能性がある為、

継続し、より広げていきたい。そして、展開/波及させていくことで、ショッピングモール

でのスポーツの当たり前化を目指す。ゆくゆくはショッピングモールだけではなく、非スポ

ーツ接点である様々な場所で類似の取り組みを展開していく。 

 

その第一歩として、まずは、以下の 2 点を中心に進める。 

  - 地方を含めた新たな場所での実施を進めるべく、 

連携先や場所など含め、模索/検討する。 

  - スポーツ実施意欲向上者の送客を行えるようなモデル構築を行なう。 

 

※ただし、コロナ禍という歴史的にも特殊な環境である為、 

進行時期等については各ステークホルダーと連携を取りながら別途検討が必要。 

 

（３）今後の事業展開に向けて期待される sport in Lifeプロジェクトにおける取組 

以下の 2 点を期待する。 

- 取り組み実施時の情報発信。 

- 取り組みにあたり、親和性の高い協業先などについての、引き合わせ。 
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７．終わりに 

コロナ禍という特殊な外部環境要因もあり、「密」を回避する運用が求められるなど、当

初想定よりもイベント参加人数は少ない着地となった。ただし、イベント当日の館内放送で

の情報発信や、実施時における次回以降のイベント日時の告知、SNS での発信を行うなど

の工夫により、体験者を一定数確保することには成功している。 
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参考資料 アンケート調査票・分析結果詳細 
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- 参考資料２_大人向けアンケート(旧) 

- 参考資料３_大人_N%表 

- 参考資料４_子ども向けアンケート 

 


