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収入の部 単位：円

経費項目

全体予算 決算（見込）額
比較

備　考（H24+H25） H24 H25

A B 決算額 決算額 B-A

市補助金 60,000,000 60,000,000 5,000,000 55,000,000 0
電源地域振興・ふくしま電源地域振興補助金 30,000 千円
いわき市補助金 30,000 千円

協賛金 22,350,000 23,780,000 0 23,780,000 1,430,000 協賛金申込件数　83 件

賛助会員会費 3,210,000 6,847,250 2,670,000 4,177,250 3,637,250 賛助会員申込件数　227 口

広告費 10,500,000 10,500,000 0 10,500,000 0 いわきグリーンスタジアム外野フェンス広告

出店料収入 5,480,000 5,680,000 0 5,680,000 200,000

ふくしま復興祭飲食ブース　　30,000 円× 91 店
ふくしま復興祭民工芸ブース　10,000 円× 7 店
球場内売店（テントブース）　200,000 円× 13 店
球場内売店（常設ブース）　　280,000 円× 1 店

その他の収入 0 964,439 17 964,422 964,439

利息　3,839 円
電気工事・弁当負担金　666,600 円
保冷機材使用料　　　　189,000 円
エアーゲート使用料　　105,000 円

合　計 101,540,000 107,771,689 7,670,017 100,101,672 6,231,689

支出の部 単位：円

経費項目

全体予算 決算（見込）額
比較

備　考（H24+H25） H24 H25

A B 決算額 決算額 B-A

広報・PR 活動費 8,000,000 11,800,571 4,433,190 7,367,381 3,800,571

広報費 500,000 9,157,212 4,056,150 5,101,062 8,657,212 ポスター、パンフレット、のぼり、ラッピングバス等

開催 PR 活動費 6,750,000 2,294,540 377,040 1,917,500 ▲ 4,455,460 PR 活動等

講演会開催費 750,000 348,819 0 348,819 ▲ 401,181 PR 講演会等

復興祭イベント運営費 79,940,000 85,085,341 0 85,085,341 5,145,341

シャトルバス運行関連費 26,500,000 21,170,050 0 21,170,050 ▲ 5,329,950 シャトルバス、レンタル品等

安全対策費 20,800,000 17,557,130 0 17,557,130 ▲ 3,242,870 警備業務費等

ステージイベント等運営費 6,940,000 4,948,870 0 4,948,870 ▲ 1,991,130 ステージイベント等

会場設営・管理費 24,900,000 36,369,881 0 36,369,881 11,469,881 休憩テント、仮設トイレ、ゴミ処理、会場内案内看板等

ボランティア・スタッフ関連費 800,000 5,039,410 0 5,039,410 4,239,410 弁当、飲物

野球支援イベント運営費 7,500,000 4,387,816 0 4,387,816 ▲ 3,112,184

安全対策費 2,200,000 80,000 0 80,000 ▲ 2,120,000 案内看板、安全確保等

イベント運営費 1,500,000 2,137,997 0 2,137,997 637,997 花火等

事前告知 PR 費 3,300,000 210,000 0 210,000 ▲ 3,090,000 スポット CM

会場設営・管理費 0 1,628,359 0 1,628,359 1,628,359 清掃業務委託等

ボランティア・スタッフ関連費 500,000 331,460 0 331,460 ▲ 168,540 スタッフジャンパー、弁当、飲物

事業評価費 400,000 583,800 0 583,800 183,800 経済効果算定等

効果継続事業費 200,000 0 0 0 ▲ 200,000

事務局経費 5,500,000 5,902,821 872,547 5,030,274 402,821

合　計 101,540,000 107,760,349 5,305,737 102,454,612 6,620,349

残　額
収　入

107,771,689
－

支　出
107,760,349

＝
残　額
11,340

※残額はいわき市災害対策本部に義援金（災害復旧及び復興）として寄付

「マツダオールスターゲーム 2013 いわき実行委員会」収支決算報告
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「マツダオールスターゲーム 2013 いわき」開催に伴う
 地域への波及効果に関する調査報告

1. はじめに

東日本大震災は、その規模と質において類を見ない最悪の天災、人災となった。とりわけ原発立地地域で
ある福島県の復旧、復興の阻害要因は、今般の災害の規模の大きさと複合的要素をはらんだ複合災害という
点にあるが、そのベースに地方の疲弊という根本的な問題がある。そもそも地域活性化は複合的な課題であ
り、福島県、いわき市においても例外ではない。

近年日本でも、地域活性化の手法の一つとしてのスポーツおよびスポーツイベントが注目されている。
一つには広義の観光と結びついて、いわゆる交流人口増加に効果的な方策として捉えられる。定住人口増

加が困難な日本において、交流人口増加は地域活性化の常套手段となっているが、スポーツイベントは様々
な取組みの中でもキラー・コンテンツの一つといってよい。また、イベントに派生する様々なスポーツ関連
の取組みや効果が期待できる点でも有効である。

さらに地域復興という観点からは、疲弊した地域の将来を見据えるときに、スポーツが及ぼす効果はかな
り大きいものが期待できる。とりわけ、若年層や子供たちにとって関心が高いコンテンツであるだけでなく、
スポーツ活動の実践に繋がるという点からも、様々な相乗効果が想定される。

本報告では、福島県いわき市で開催されたプロ野球オールスターゲームおよび関連イベントの地域社会に
及ぼす経済波及効果の試算を行い、併せて事業実施による社会的効果、今後の課題について考察する。

2. 「マツダオールスターゲーム 2013 いわき」開催の経緯

日本プロ野球機構は、東日本大震災からの復興支援のために、被災 3 県をオールスター戦の開催地とし、
3 年をかけて 2011 年は宮城県、2012 年は岩手県そして 2013 年は福島県でそれぞれ第 3 戦を開催した。最
終年となる 2013 年は、他の 2 県とは異なり、原発事故や放射能問題を抱える福島県での開催となったが、
開催地は原発立地地域に最も近い中核都市であるいわき市となった。

いわき市はその立地にもかかわらず、空間放射線量が比較的低く、市内の大部分で国が示す追加被ばく線
量年間 1 ミリシーベルト（mSv）（≒毎時 0.23 マイクロシーベルト（μ Sv））を下回っているため、原発立
地地域である双葉地方の住民などの多くが避難しており、実質的な人口増の状態が続いている。一方で、事
故前よりは高い線量値や、何よりも未だ完全に収束しない原発事故現場からの距離に不安を持つ市民の中に
は、一時的あるいは完全に市を離れる者もおり、住民登録ベースの市の人口推移は震災前の見込みよりも減
少が著しい。さらに、放射能に対する「見えない不安」は屋外での活動、とくに児童の屋外スポーツなどに
対する保護者の不安を生んでおり、科学的な証拠とは別次元の「社会的不安」が払しょくし切れていない。

こうした事態の一つがいわゆる「風評被害」であり、これは一朝一夕に払しょく出来るものではないため、
地道かつ様々な取組みが必要である。その一つとして効果が期待できるのが、屋外スポーツイベントの実施
である。老若男女が参加できるスポーツイベントの実施は、科学的調査や数字では限界のある「社会的不安」
の払しょくに一定の効果をもたらすと考えられる。いわき市で毎年開催している「いわきサンシャインマラ
ソン」も、震災の翌年も予定通り実施され、参加者数も増加している。こうしたイベントは、震災からの復
興のために様々な効果をもたらすと考えられるが、その集大成ともいえるのが国民的関心の高いプロ野球
オールスターゲームの開催である。

今回いわき市では、「野球の力でふくしまの復興を」をスローガンに、「マツダオールスターゲーム 2013 
いわき実行委員会（会長 : いわき市長）（以下、実行委員会）」を立ち上げ、オールスターゲーム開催支援の
ほか様々な事業を実施したが、最大の事業はゲーム開催当日と前日に球場周辺で開催された「ふくしま復興
祭」である。
「ふくしま復興祭」は、オールスターゲームを当日だけの賑わいに終わらせることなく、復興に結び付け

ていくために、福島県内外から様々な出店者を募り、大規模に開催された。「『食』のオールスター」と銘打ち、
「『物産』のオールスターをサブテーマに被災地の食、物産を全国に発信する機会を創出するとともに、これ
まで被災地に支援をいただいた全国各地の自治体、団体にも参画していただき、食、物産を通し、感謝を伝え、
新たな交流を深める」ことを目的として掲げた。

本稿では、ふくしま復興祭およびオールスターゲーム 2013 第 3 戦を一連のイベントとし、その地域経済
波及効果を試算することとする。

東日本国際大学 地域経済・福祉研究所
所長　福迫 昌之／研究員　岩村 聡
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項　　　目 人　数

マツダオールスターゲーム 2013 第 3 戦 18,365 人

パブリックビューイング（いわき平競輪場） 約 2,000 人

ふくしま復興祭（21 日） 約 100,000 人

ふくしま復興祭（22 日）（オールスター入場者含む） 約 75,000 人

参加ボランティア・スタッフ数（21 日） 約 1,400 人

参加ボランティア・スタッフ数（22 日） 約 2,000 人

7 月 21 日 7 月 22 日

①　バス乗車人数 11,858 人 13,976 人

借り上げ金額　21,170,000 円

②　Ｐ＆Ｒ駐車台数 5,340 台 4,740 台

※ナンバー比率（県外、県内）7：3（7 割がいわきナンバー、3 割が他ナンバー）

③　バスツアー 福島市　12,000 円× 40 名＝ 480,000 円

郡山市　11,000 円× 40 名＝ 440,000 円

④　タクシー 68 回 × 2,000 円 ＝ 136,000 円 509 回× 2,000 円＝ 1,018,000 円

⑤　JR 22 日 臨時列車「復興いわきベースボール号」運行

　いわき駅⇒水戸駅　大人　12,000 円× 100 名＝ 1,200,000 円

　　　　　　　　　　小人　10,000 円× 100 名＝ 1,000,000 円

（1）復興祭出店売り上げ

①食のオールスター出店者 48 店舗× 35 万円× 2 日＝ 33,600,000 円

②ふくしまの食、いわきの食会場 77 店舗× 25 万円× 2 日＝ 38,500,000 円

③こどもふれあい広場会場 40 店舗× 20 万円× 2 日＝ 16,000,000 円

3. ふくしま復興祭およびオールスターゲーム開催当日のデータ分析

ここでは実行委員会が調査した 2 日間のデータを分析する。
先ず、2 日間の入れ込み客数、入場者数等については、表 1 の通りである。

表 1　ふくしま復興祭および「マツダオールスターゲーム 2013」来場者数

このうち、オールスターゲームには福島県内の球児約 4,000 人が無料招待された。22 日は平日だったた
め来場者数は減少したが、2 日間で 175,000 人もの人々が訪れたことになる。別会場となるいわき平競輪場
では、オールスターゲームのパブリックビューイングも開催され、約 2,000 人の来場者があった。当日の交
通アクセスに関する調査は、表 2 の通りである。

表 2　ふくしま復興祭および「マツダオールスターゲーム 2013」交通関連調査

駐車場のナンバー調査によると約 3 割が県外からの来場者であった。実際の来場者は、県外、県内を問わ
ず表のように様々な手段で来場しており、また、福島県境といういわき市の立地特性上福島県内からの来場
者も、関東地区からの来場者もアクセス上大きな差異が無いと考えられる。そのため、市外からの来場者（主
に日帰り客）は、県外からの来場者として換算することとする。

また、これ以外の多くの来場者は自家用車等を利用したと考えられ、それに要した経費（ガソリン代等）
も一定程度換算する必要がある。

さらにふくしま復興祭の出店者およびオールスターゲームの出店者の飲食、物販の売上について聞き取り
調査を行った結果は、表 3 の通りである。

表 3　ふくしま復興祭および「マツダオールスターゲーム 2013」関連売上調査

（マツダオールスターゲーム 2013 いわき実行委員会調べ）

（マツダオールスターゲーム 2013 いわき実行委員会調べ：一部聞き取り調査による）

※金額は数店舗の聞き取りによる平均値
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上記を換算すると、復興祭では約 88 百万円、オールスターゲームでは約 21 百万円で、会場だけで 1 億
円近く売り上げたことになり、これ以外の地元消費を考慮すると、通常の宿泊あるいは日帰り旅行よりも消
費が活発であったことが推測される。

また、ふくしま復興祭関連の宿泊については、いわき市内の宿泊施設の供給が逼迫しており、市内およ
び市外の日帰り客が多数だと考えられるため、宿泊者の多くは関係者およびスタッフであると想定される。
オールスターゲーム関連の宿泊については、チケット売り上げの約 3 割が市外からの来場者であることから
14,000 人（総入場者 18,000 人から招待事業の 4,000 人除いた数）の内、4,200 人であると推計される。さ
らに報道関係者 600 名（延べ）と＋スタッフ 600 名（延べ）を加え、計 5,400 人が市内に宿泊したと推計
される（※報道関係、スタッフは実行委員会の聞き取りによるもの）。

4. 産業連関表分析による地域経済波及効果の試算

前項のデータ分析を踏まえ、2013 年 7 月 21 日、22 日に開催された、ふくしま復興祭およびプロ野球オー
ルスターゲーム第 3 戦について、イベント来場者の消費支出額のもたらす地域経済波及効果について試算し
た。試算にあたっては、福島県の平成 17 年産業連関表を使用した。

ふくしま復興祭およびプロ野球オールスターゲーム第 3 戦入場者は合計約 17 万 5 千人であった。このうち、
ふくしま復興祭の入場者からプロ野球オールスターゲーム観客数を除き、出店者、関係者、スタッフを含め
た来場者数を 16 万人と推計した（パブリックビューイング来場者 2,000 人を含め 16 万 2 千人）。このうち、
車両ナンバー等から、市外からの来場者を 5 万人、うち宿泊者数を関係者、スタッフを中心に千人と推計した。

また、プロ野球オールスターゲーム観客数のうち、招待者を除く有料観覧者及び選手、報道関係者の総数
を 15,000 人と推計、このうち 7,400 人を市外からの観客、うち 5,400 人を宿泊客と推計した。

これらの来場者について、実際の交通費および各種売り上げから、概ね福島県平均の観光消費額を消費し
たとすると、「平成 23 年度全国観光入込客統計に関する共通基準集計表」の福島県の観光客消費単価を基に、
宿泊客単価 25,906 円、日帰り客単価（県外客 9,900 円、県内客 4,639 円）と推計できる。これに、オールスター
ゲーム有料観覧者・関係者はチケット代金差額（5,000 円）を補正して試算した（飲食、グッズ等の売り上
げから、通常の観光客の消費は十分行っていると推察できる）。

ふくしま復興祭における直接支出額 1,031 百万円とプロ野球オールスターゲームにおける直接支出額 272
百万円に福島県の自給率を掛けると供給された分として、直接効果がそれぞれ 692.5 百万円と 209.7 百万円
と求められる（資料 1、資料 2 参照）。

この直接効果から導き出される 1 次間接波及効果、2 次間接波及効果を合わせた総合効果（生産誘発額）
は其々 1,002 百万円、302 百万円となり、合計した経済効果は 1,304 百万円となる（表 4 参照）。また、こ
れらの効果のうち、原材料やサービス等の仕入れを除いた分が粗付加価値額（570.9 百万円、175.3 百万円、
合計 746.2 百万円）、この中で雇用者へ支払った賃金等が雇用者所得（274.7 百万円、80.6 百万円、合計
354.3 百万円）がそれぞれ求められる。

これを同時期に一足早く福島県福島市で開催された「東北六魂祭」と比較すると、「東北六魂祭」では経
済波及効果が総額で約 37 億円と試算されており、それよりは少額となっている 。これは会場規模および東

（2）野球場チケット売り上げ、売店売上、関連グッズ売り上げ

①チケット売り上げ Ｓ席　5,266 枚 × 7,500 円 ＝ 39,495,000 円

Ａ席　3,998 枚 × 6,000 円 ＝ 23,988,000 円

Ｂ席　4,972 枚 × 5,000 円 ＝ 24,860,000 円

　　　　　　　※チケット情報は、大手プレイガイド調査による

②売店売り上げ

　　内野エリア（飲食）

　　内野エリア（物販）

　　外野エリア（飲食）

　　外野エリア（物販）

21 店舗 × 80 万円 ＝ 16,800,000 円

  2 店舗 × 40 万円 ＝     800,000 円

  1 店舗 × 60 万円 ＝  　600,000 円

  1 店舗 × 40 万円 ＝  　400,000 円

　　　　　　　※金額は数店舗の聞き取りによる平均値

③関連グッズ等 オールスター会場（3 店舗）60 万円／店＝ 1,800,000 円

市内臨時売店（開催前約 2 週間開催）　　　  800,000 円

　　　　　　　※販売先聞き取りによる

④パブリックビューイング 飲食関連（ビール販売等）1,420,250 円

関連グッズ販売（1 店舗）　 300,000 円

　　　　　　　※販売先聞き取りによる
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生産誘発額

直接効果 692.506

1 次間接波及効果 190.248

2 次間接波及効果 119.327

総合効果 1,002.082

生産誘発額

直接効果 209.7

1 次間接波及効果 57.2

2 次間接波及効果 35.0

総合効果 301.9

生産誘発額

直接効果 902.206

1 次間接波及効果 247.448

2 次間接波及効果 154.327

総合効果 1,303.982

北の祭りが一堂に会したアトラクションの数と規模の違いによる来場者と宿泊者数の違いによるものと考え
られるが、それでも地方都市のイベントとしては最大級のものであることは間違いなく、大きな経済効果が
いわき市を中心とする福島県にもたらされたと言える。

表 4　産業連関分析による経済効果の試算結果（単位：百万円）

5. テレビ中継・テレビ報道に関する調査

今回はプロ野球オールスターゲームという全国的にも注目度の高いスポーツイベントであったため、開催
当日はもとより、開催前から多くのメディアに取り上げられ、その PR 効果は計り知れないものがあったと
考えられる。ただし、事前報道の多くは県内のマスコミによるものであったため、風評被害払しょくのため
の県外への情報発信という点では、イベント当日およびその前後の情報発信が最も効果があったと考えられ
る。

実行委員会では関係事業者の協力の下、当日前後のテレビ放送について調査し、広告費に換算して試算し
た。調査によると、試合が行われた7月22日は中継露出に加えて報道量も多く、広告換算料金が一番高くなり、
7 月 22 日の報道は試合結果以外に、オールスター第 3 戦で球児 4,000 人を招待したことや震災で大きな被
害を受けたいわき市立豊間中学校の男子生徒が始球式を務めたこと、被災地出身の日本ハム・大谷翔平選手
が賞金を寄付した話題やロッテ・今江敏晃選手がオールスターで再会の約束をした少年との特集が放送され
るなど、様々な報道でいわき市が取り上げられたことが分かった。

また、試合中継中の地元関連の露出を調査したところ、5 回裏終了後に出演した【猪苗代湖ズ】や震災で
被害を受けた中学生が行った【始球式】の様子が取り上げられるなど、『地元イベント』の露出が多い結果
となった。レフト後方に配置された【いわきグリーンスタジアム】のロゴや外野フェンスの【マルト・クリナッ
プ・常光サービス・オレンジ】など地元企業の看板などの露出も見られた。

これらをいわき市 PR の広告として換算すると、オールスターゲームのテレビ中継における広告換算料金
の合計が約 417 百万円、さらにテレビ報道における「いわき関連」の広告費換算料の合計が約 1,135 百万円
となり、広告費換算の合計は約 1,553 百万円と推計される。この効果が実際のいわき地域の復興に反映され
るかは未知数だが、スポーツのもたらす効果の一つとして大いに着目すべきものである。

表 5　マツダオールスターゲーム 2013 広告換算料金（単位：円）

（1）ふくしま復興祭 （2）オールスターゲーム

（3）ふくしま復興祭＋オールスターゲーム

テレビ中継における広告換算料金合計 417,653,588

テレビ報道における【いわき関連】の広告費換算料金 1,135,556,066

広告費換算合計 1,553,209,654

6. 社会的効果

今回のオールスターゲーム開催は、短期的な経済効果はもとより、長期的、継続的な課題である「復興」
が目的に掲げられており、それには広義の社会的効果が求められる。

今回のような単発型のイベントの場合では、当日の会場および周辺施設で完結されることが多く、観戦者
間の交流など若干の効果はあるものの、地域全体でみるとその効果は限定的であることが多い。しかしなが
ら本イベントでは、実行委員会主導で社会的効果を最大限に発揮できるよう計画がされ、本イベントを盛り
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これに先立ち、「がんばっぺ！いわきナイター in 東京ドーム」を実施し、球場の観客のみならず、テレビ、
新聞などで報道されることにより、オールスターゲーム開催と福島県いわき市の PR に貢献した。また、県
内の新聞、テレビ等による関連報道については、PR による経済波及効果という側面は薄いと考えられるが、
震災復興に向かう県民意識の喚起という点では、社会的効果は大きいと捉えることができる。
「教育支援」は、オールスターゲームを中心とする「野球の力」によって子供達の心身の健全な成長に寄

与することが第一義的であり、そのための様々な事業が実施された。
とくに 4,000 人の球児招待は社会的効果が大きかったと思われる。近年のプロスポーツでは、今回のプロ

野球オールスターや、日本シリーズ、サッカー日本代表戦、ナビスコカップ決勝などの人気の高いコンテン
ツと、レギュラーシーズンやその他のスポーツイベントなどでチケットの価値 ( 確保の容易さ ) が二極化し
ている。レギュラーシーズンゲームなどは観るスポーツの多様化やチーム数の増加 (J リーグ , bj リーグ ) に
よりチケットが売り切れることはあまりないが、人気の高いコンテンツでは数分から数十分で売り切れてし
まうことがほとんどである。そのため招待券の配布はほとんど行われないのが一般的である。今回招待した
4,000 人分のチケットが一般販売されていれば経済効果の額はさらに大きくなっていただろう。しかしなが
ら、国内最高のプレーを直接観戦した球児たちにはかけがえのない経験をし、夢や希望を与えられたと思わ
れる。公益財団法人日本体育協会、他 3 団体が主催している「スポーツこころのプロジェクト」など「夢」
を持ちづらくなったと言われる現代でスポーツを通して子どもたちの夢や目標を持てるような心を育む活動
がみられる。今回のイベントはそういった現在を生きる子ども達の心を刺激できたのではないかと思われる。

また、球児を対象とした招待事業だけでなく、元プロ野球選手の駒田徳広氏による小学校での 1 日先生（体
育授業支援）や少年野球教室、メッセージ入り感謝フラッグの作成など、野球との接点があまりない子ども
との活動の機会を設けたのも大きな成果だろう。

これら全ては、被災地における教育支援であるが、教育を人材育成として捉えれば、復興および地域経済
活性化の最重要課題に直結する。事前に実施した様々な事業と当日のオールスターゲーム観戦を通じ、多く
の子供たちが感謝の気持ちと地域へのアイデンティティを持つようになった。こうした経験が将来の地域づ
くりの源泉になることを鑑み、復興という長期的かつ継続的課題の解決のための事業として捉えることが必
要であろう。

その他、講演会など成人を対象にした事業もあり、当日のスタッフ、ボランティアを含めると、観戦者以
外でも延べ 1 万人以上がこのイベントに関わったことになる。スポーツの社会的な効果を経済的な指標で評
価することは難しく、経済波及効果に加えることはできないが、本イベントは、社会的効果も大きいもので
あったと思われる。

上げるため、様々な事業を実施していた。
実行委員会で行った「ふくしま復興祭」をはじめとする様々な事業のコンセプトは 4 つに整理されている。

「経済活性」はその中の一つであるが、他の「情報発信」「おもてなし」さらに「教育支援」も、広義には「経
済活性」に繋がってくると考えられる。
「情報発信」については、前節のとおり、オールスターゲーム当日のテレビの全国放送が PR 効果として換

算すると大きな経済効果があると考えられる。とくに、震災および放射能による風評被害の払しょくという
観点からは、単に「福島県いわき市」を PR するということではなく、むしろ震災によってネガティブなイメー
ジも伴って全国に PR されてしまった「福島県いわき市」のイメージを少なからず変えることが期待できる。

同時に、会場となった「いわきグリーンスタジアム」は、オールスターゲーム開催球場となったことによ
るブランドイメージの向上につながったと考えられる。

情報発信情報発信

ふくしま、いわきの
情報発信を

復興へ歩む、今のふくしま、
いわきを全国に発信する

教育支援

子供達に夢と希望を
そして後世への継承を

将来を担う子供達に
様々な経験を提供し
健全な成長を育む

経済活性

地域経済を元気に
新たな発見を

地域に生まれる新しい
" 絆 " で新たな

地域経済の活性化を

おもてなし

来市される方へ感謝の
おもてなしを

これまでの復興支援への
感謝を形にし、来市者へ
恩返しのおもてなしを

プロ野球オールスター
ゲームの成功
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ⅰ 消費転換係数は総務省「家計調査」( 平成 19 年 ) の勤労世帯全国値（消費支出 / 実収入）である「0.612」を

使用した。

ⅱ 「『六魂祭』観光客が福島市に及ぼした経済波及効果について」（一般財団法人とうほう地域総合研究所）では、

福島市役所観光課が「六魂祭」の観光客を約 25 万人と公表したことを元に経済効果の試算を行っている。

ⅲ 広告換算料金算出方法は、対象となる番組をネットワークしている地方局を確認し、番組時間帯の各ネット局

15 秒スポット料金を合計、1 秒あたりの基準単価を算出し、「露出（出稿）秒数×基準単価＝広告換算料金」

として計算した。

ⅳ 「プロ野球公式試合開催による地域への波及効果に関する調査報告書―巨人 vs 広島戦のケーススタディ―」東

日本国際大学地域経済・福祉研究所、平成 23 年 3 月。

宿泊者・日帰者数（人）

宿泊者 1,000

日帰り者

（うち市外）

161,000

(49,000)

合計 162,000

訪問者消費額　( 百万円 )

宿泊者 日帰り者 合　計

合計 26 1,005 1,031

宿泊費

交通費

土産代

その他費用

5

8

3

9

0

321

252

432

5

329

255

442

土産の部門別構成比（％）
対応 IO コード

小計 100.0

生鮮農産物 20.0 01  農業

菓子類等 20.0 05  飲食料品

衣料品 20.0 06  繊維製品

玩具等 40.0 20  その他の製造工業製品

最終需要額
購入者価格 商業マージン 貨物マージン 最終需要額

生産者価格 対応 IO コード

宿泊費 5 5 34 対個人サービス

交通費 329 329 27 運輸

その他費用 442 442 34 対個人サービス

土産費 255

生鮮農産物 51 0.2137 0.0456 38 01 農業

菓子類等 51 0.3113 0.0345 33 05 飲食料品

衣料品 51 0.4012 0.0251 29 06 繊維製品

玩具等 102 0.2228 0.0345 76 20 その他の製造工業製品

商業マージン 70 24 商業

運輸マージン 9 27 運輸

合計 1,031 1,031

1. イベント参加者

3. 消費額合計 4. 土産代の部門別配分

5. イベント開催等による需要増加額    （単位 ： 百万円）

宿 泊 日帰り

合計 25,906 6,240

宿泊費

交通費

土産代

その他費用

5,440

8,031

3,109

9,326

0

1,991

1,563

2,686

2. １人当り平均消費額　　　　　　　　　　　　　　　 （円）

資料 1　ふくしま復興祭開催による経済波及効果

パブリックビューイング来場者含む（2,000 人）

平成 23 年共通基準による観光入込客統計（福島県日本人観光客）より推計

7. おわりに

東日本国際大学地域経済・福祉研究所では、震災発生前の 2010 年に、今回と同じくいわきグリーンスタ
ジアムで開催された「巨人対広島戦」の経済波及効果について、直接・1 次・2 次波及効果を合わせた総額を 1.4
億円強と試算したが、今回のイベントはそれと比較して相当大規模であり、波及効果も相応に大きかったこ
とが試算された。

ただし、東日本大震災からの復興は、とりわけ原発事故に伴う様々な問題を抱える福島県において、従来
の手法や枠組みを超えた取組みが必要である。一方で、震災復興が元々の地域課題を見据えたものでなけれ
ば、いわゆる持続的な地域活性化は実現できない。その意味において、多面的な要素を持つ地域活性化につ
いて、様々な取り組みが必要となる。

スポーツによる地域活性化は、日本においても広まり、定着してきているが、未だ道半ばであると言って
良い。とくに、スポーツ文化という側面もさることながら、地域の持続性を担保するためにも、スポーツの
地域経済波及効果に対する期待は大きく、これらは表裏一体のものであると言える。とくに、放射能および
その風評被害に苦しむ福島県におけるスポーツイベントの開催は、短期的な経済効果以上の効果が期待でき
る。今回の場合、イベント当日の県外への情報発信の効果もさることながら、様々な事業を通じた事前 PR
およびその報道は、子どもや若い世代など多くの福島県民にとって明るい話題であり、福島県での生活に自
信をもつことができることにもつながったと考えられる。

今回のオールスターゲーム開催を 1 つの契機として、いわき市におけるスポーツ、とりわけ野球を通じた
地域復興の戦略的展開が益々必要となってくるだろう。
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需要増加額 自給率
（平成 17 年福島県）

県内需要
増加額 対応 IO コード

宿泊費 5.4 0.892 4.9 34 対個人サービス

交通費 328.6 0.656 215.7 27 運輸

その他費用 441.8 0.892 393.9 34 対個人サービス

土産費

生鮮農産物 37.7 0.537 20.3 01 農業

菓子類等 33.3 0.340 11.3 05 飲食料品

衣料品 29.2 0.036 1.0 06 繊維製品

玩具等 75.7 0.153 11.6 20 その他の製造工業製品

商業マージン 69.9 0.401 28.0 24 商業

運輸マージン 8.9 0.656 5.8 27 運輸

合計 1,030.6 692.5

6. イベント開催等による県内需要増加額    （単位 ： 百万円）

（注）土産消費額の部門別構成比は、他市事例を参考に概算した。

商業マージン額及び貨物運賃額については、平成 17 年産業連関表算出表 ( 全国 ) により、商業マージン率及び貨物運賃率を算出した。

宿泊者・日帰者数（人）

宿泊者 5,400

日帰り者

（うち市外）

9,800

(2,000)

合計 15,200

訪問者消費額　( 百万円 )

宿泊者 日帰り者 合　計

合計 167 105 272

宿泊費

交通費

土産代

その他費用

29

43

17

77

0

16

15

74

29

60

32

151

土産の部門別構成比（％）
対応 IO コード

小計 100.0

生鮮農産物 20.0 01  農業

菓子類等 20.0 05  飲食料品

衣料品 20.0 06  繊維製品

玩具等 40.0 20  その他の製造工業製品

最終需要額
購入者価格 商業マージン 貨物マージン 最終需要額

生産者価格 対応 IO コード

宿泊費 29 29 34 対個人サービス

交通費 60 60 27 運輸

その他費用 151 151 34 対個人サービス

土産費 32

生鮮農産物 6 0.2137 0.0456 5 01 農業

菓子類等 6 0.3113 0.0345 4 05 飲食料品

衣料品 6 0.4012 0.0251 4 06 繊維製品

玩具等 13 0.2228 0.0345 9 20 その他の製造工業製品

商業マージン 9 24 商業

運輸マージン 1 27 運輸

合計 272 272

需要増加額 自給率
（平成 17 年福島県）

県内需要
増加額 対応 IO コード

宿泊費 29.4 0.892 26.2 34 対個人サービス

交通費 59.7 0.656 39.2 27 運輸

その他費用 150.9 0.892 134.5 34 対個人サービス

土産費

生鮮農産物 4.7 0.537 2.5 01 農業

菓子類等 4.2 0.340 1.4 05 飲食料品

衣料品 3.7 0.036 0.1 06 繊維製品

玩具等 9.5 0.153 1.4 20 その他の製造工業製品

商業マージン 8.8 0.401 3.5 24 商業

運輸マージン 1.1 0.656 0.7 27 運輸

合計 271.9 209.7

1. イベント参加者

3. 消費額合計 4. 土産代の部門別配分

5. イベント開催等による需要増加額    （単位 ： 百万円）

6. イベント開催等による県内需要増加額    （単位 ： 百万円）

宿 泊 日帰り

合計 25,906 5,713

宿泊費

交通費

土産代

その他費用

5,440

8,031

3,109

9,326

0

1,665

1,546

7,502

2. １人当り平均消費額　　　　　　　　　　　　　　　 （円）

資料 2　マツダオールスターゲーム 20 第戦開催による経済波及効果

平成 23 年共通基準による観光入込客統計（福島県日本人観光客）より推計
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オールスターゲームの開催効果を一過性のものとはせず引き続き福島県、
いわき市の復興につなげるよう「野球の力で復興を」を合言葉に取り組んで
まいります。

スポーツ合宿の誘致や各種公式戦の誘致を積極的に展開し、交流人口の拡大に努めます。

野球関係者によるいわき産品の情報発信
やいわき市への来市を通じて、今のいわき
の現状を全国に発信します。

オールスターゲーム開催記念学童野球大会を継続して開催し、ふるさとの将来の復興を担う子ども達の健
全育成に努めます。

野球教室などを通して、子ども達の交流を深め、人間性豊かな子ども達を育みます。

野球を通した交流人口の拡大

野球を通した風評被害の払拭、
元気ないわきの情報発信

野球を通した子ども達の健全育成

12 月に開催された第 1 回オールスターゲーム開催記念学童野球大
会。
プロ野球選手を夢見る多くの子ども達が参加した。

温暖ないわきの気候を活かし、各世代の大会、チームの合宿を誘致し、野球を通した交流を深める他、地元の技術力向上にも寄与。

11 月にアトランタオリンピックの銀メダリストらが講師を務め開
催された、日産自動車いわき工場主催のティーボール教室。
この他にも多くの地域企業の協力を受け野球を通した子育て支援
を展開している。

12 月に千葉ロッテの今江選手が来市し、
本市物産品の風評被害の払拭に努めた。
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実行委員会事務局メンバー

実行委員会は、「オールいわき」の体制で職種を問わず市内の様々な業種から集ったスタッフが事務局を
担い、開催までの準備を行なってきました。事務局での活動期間は異なりますが皆「成功」への想いを
共有し、活動してきました。

事務局員名（7/22 現在 50 音順）

　阿部かおり、阿部健一、石井聡、石山学、小川貴、小野智子、鍛冶哲、菅野大地、木村丈二、鈴木善明、

　関根昌典、杣木早織、大楽司、野田泰弘、樋口宏典、馬上幸一、門馬徳美、柳澤潤、矢吹智伯、吉田顕

マツダオールスターゲーム 2013 いわき実行委員会

阿部健一事務局長

鈴木善明事務局次長

事業企画グループ 施設管理グループ野球支援グループ

連日、深夜まで準備作業が続いた。 イベントでは、スタッフ一丸となり
取り組んだ。

野球の交流会では審判を務めるなど
業務は多岐に渡った。
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門馬　徳美（いわき市　観光交流課）

「プロ野球オールスターゲーム」と「ふくしま復興祭」というビッグイベントが無事に終了して正直、ほっとし
ています。

4 月の人事異動によって、この仕事に携わることになりましたが、着任初日から「ラッピングバス運行式」のプ
レイベントがあり、その中でテレビ局の取材があったりと、考える間もなく始まったと思ったら、そのまま本番
当日まできてしまったという感じでした。

ですが、この準備期間、一度も辛いという気持ちになったことはありませんでした。　
これは、この事業に携わってくださった関係者の皆様や、事業者の皆様、またいつも実行委員会会議の度に激

励くださった実行委員会委員の皆様、民間企業から異例の長期派遣を受け事務局一員として活動してくださった
皆様、そして事務局を支えてくださった阿部事務局長をはじめとした上司や同僚の皆様の温かい御支援と御指導
のお蔭だと思っております。

此度の事業達成は、全員が「一つの目標」に向かい、そして「お客さんの笑顔がみたい」「いわきを元気に！」
という気持ちで事業に取り組めた結果だと感じております。
「おわりはじまり」という言葉がありますが、私たちの挑戦に終わりはなく、これからもそれぞれの役割の中で、

「いわきを元気に！」をテーマに走り続けて行きたいと思います。
最後に、皆様、約 4 箇月間、本当にありがとうございました。またいつの日か仕事できるようお互い明るく元

気に頑張りましょう。

関根　昌典（福島県いわき地方振興局）

全国のふるさとを味と匂いで感じた「ふくしま復興祭」、野球少年憧れのプロ選手がその勇姿を披露した「オー
ルスターゲーム」、21 世紀の森公園はあの二日間日本の中心でした。多くの人出で会場溢れるばかりの賑わい、華
やかなステージ、夜空を彩る花火・・・。わたくしの一生の思い出です。

数日後、スポーツ紙の記者から問い合わせがありました。「球場の雰囲気が凄く良かったようだ。感情を表すこ
とが苦手な福島県民がそのように振る舞えたのはなぜか、不思議でならない」との質問に「地元でオールスター
ゲームを観戦するという正夢に自然体で向き合っているように見えた」と答えました。観戦された満員のお客さま、
素晴らしい観戦ぶりでした。OK 牧場！
夢の続きが見たい！！ A 部 GM、Y 澤監督、期待してます！！！

馬上　幸一（有限会社 ABC いわき）

兵どもが夢の跡。ユメのようなあの時から早 3 ヶ月が過ぎようとしております。事務局員として参画できた事
を誇りに思い、その機会を与えていただいた阿部事務局長そして柳澤チーフには心から感謝申し上げます。

改めて振り返ると、各員は即席召集ながらもそれぞれの得意分野で力を発揮し、組織としてガッチリと噛み合っ
ていたあの空間は一生忘れることはないでしょう。私個人としては決して皆様の力にはなっていなかったかもし
れませんが、｢ 職場は明るく、仕事は楽しく。｣ のモットーだけは伝えられたのかなと思っております。そして同
時に、何事も前向きな皆様の姿には本当に勉強させられ、私の財産となっております。

さて、次回の召集は東京五輪と聞いております ( 笑 )。再び皆様と仕事が出来る日を心から楽しみに日々精進で
す！最後に全事務局員に送ります。｢challenge everything｣

石井　聡（常光サービス株式会社）

今、思い返しても夢のような日々でした。
社長からの命を受けて民間会社からの参加でしたが、野球を通していわきの復興をしてみたいと思い、今回の

行事に参加した私にとって、今回の参加は一瞬一瞬、一コマ一コマの大事な瞬間を過ごすことができ本当に誇り
に思っております。

また、子供たちの野球を楽しもうとする真剣な眼差しは、年齢関係なく生涯忘れてはいけない姿だと思いました。
行事が始まる前に思っていたのは、自分が初めて野球に触れた時の驚き、球場に入った時の感動、プロ野球選

手の優雅な動きを、子供たちに感じていただき、彼らの将来に向けて何かが残る一日にしたいということでした。
もっとも、実際に行事を終えて、野球を通じて交流が生まれる喜びや楽しさを感じ、むしろ子供たちから多く

を与えていただいたような、自分にとっても実りの多い一日となりました。
将来は、もう一度同じメンバーでもっと楽しいイベントがしたいという密かな願望がございます。いい機会を

頂戴しご尽力された関係者の皆様、家族のように仲良くしていただいたオールスター実行委員会の皆様には心か
ら感謝しております。ありがとうございました。

矢吹　智伯（JA いわき市）

震災以降、いわき産の農産物が風評被害を受け、農家の方が苦しんでいる姿を垣間見て、自分が今、何をでき
るか自問自答していた中、実行委員会への出向を命じられました。

仕事も大変な中、心よく送り出してくれた JA の上司や仲間、日頃お世話になっている農家の皆さんの気持ちに
とにかく応えたい一心で実行委員会の業務にあたりました。

試合当日、満員のスタンドを見て涙が止まりませんでした。テレビを見ていた農家の方も皆さん涙を流しなが
ら見ていたことを後に聞きました。

この感動や共有した想いを忘れず、農家の皆さんとともに復興の歩みを加速させていきたいと思います。

事務局員雑感
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石山　学（いわき市教育委員会　文化・スポーツ課）

私が実行委員会事務局員として併任辞令の交付を受けたのが、今年 2 月。
それから 7 月 22 日の開催日まで、「あっ」という間の半年間でありました。
全てが初めてのことであり、全てが手探りから始まり、幾多のピンチを乗り切り、何とか大事業を成し遂げる

ことが出来ました。
これもひとえに「人とのつながり」により成し得たことであり、主催者を始めとした関係機関の方々、プレイ

ベントに携われた方々、委託事業者の方々、そして、実行委員会事務局員の「一生に一度」といった想いが一致
した結果であったと思っております。

また、そうした方々との出会いは、私にとって貴重な財産ともなりました。
大事業を終え、今想うことは、「ふるさといわきのために、いわきの将来を担う子どもたちのために、今出来る

ことは何か？」
一生に一度の貴重な体験・経験を、これからのふるさと復興の一助に生かせるよう、努めていきたいと強く想っ

ております。

小川　貴（東北電力株式会社　いわき営業所）

東日本大震災から 1 年余りが経過した昨年 7 月、私は始めていわきの現状を目の当たりにしました。震災・復
興に関する新聞等のマスメディアの情報は日に日に減り、学生時代を過ごした以前と変わらぬいわきをイメージ
し、赴任して来ました。

しかし、自らの目で見たいわきの姿は大きく変わっており、「がんばっぺ、いわき」と記されたのぼりや、ステッ
カーの貼られた店舗・車両を見て、まだまだ復興半ばであることを強く感じさせられました。

そんな中でのプロ野球オールスターゲーム開催は、いわきの方々へ多くの笑顔を届けたのではないかと思いま
す。我々実行委員も、その笑顔が見たく終日作業に当たることができました。復興というと、とんでもなく大き
なことのように感じてしまいますが、あの日の皆の笑顔が、復興への一歩のきっかけとなれば幸いであります。

最後に、実行委員会へ声をかけて下さいました関係者の皆様、ならびに多くの協力を頂きました皆様に深く感
謝申し上げます。

樋口　宏典（一般財団法人いわき市公園緑地観光公社）

マツダオールスターゲーム 2013 第 3 戦いわきは、市民一体となり、無事に開催することが出来た。「オールスター
をいわきで」。夢にも思わなかったことが動き出したのは、昨年の春だった。福島県でやるなら、絶対にいわき市
でやって欲しい。そんな気持ちからスタートした誘致活動だったが、オールスターを誘致していわきのみんなに
喜んでもらいたいという想いに変化し、開催決定、準備を進めていくうちに、東北、全国に、福島県で、いわき
で開催して良かったと思って欲しい、と変化していった。

準備の過程では県内の子ども達にメッセージを書いてもらうビッグフラッグの準備も行ったが、子ども達の夢、
想いに触れ、当日掲示された時に子ども達のメッセージを全国へ発信できたことが嬉しかった。当日は、ふくし
ま復興祭も開催され、参加したみんなが一体となれる素晴らしい機会にスタッフの一員として参加でき、感謝し
かありません。ありがとうございました。

菅野　大地（いわき市 都市復興推進課）

今年の 4 月に入庁し、たった 1 ヶ月でオールスターゲーム実行委員会事務局へ辞令を受けたときは本当に驚き
ました。しかし、不安に飲み込まれそうな中にもほんの少しだけ好奇心みたいなものがありました。

事務局のメンバーは本当に面白い人たちばかりでした。人見知りの私ですが、事務局の雰囲気はとても居心地
がよく、頑張って成功させようと思える場所でもありました。

もし「一番の思い出は何ですか」と聞かれたら、それは事務局にいた 3 ヶ月間すべてと答えると思います。この 3 ヶ
月間でたくさんの人と出会い、いろんな場所へ行き、さまざまな経験をしました。あまりにも忙しく、目が回り
そうでしたが本当に楽しい時間でした。

早いものでオールスターゲームから 3 ヶ月が経とうとしています。現在は、通常業務にもどり相変わらず忙し
い毎日を送っていますが、今でもあんなに大きなイベントに私が携われたことが信じられません。これから先、
長い役所人生になるかと思いますが、オールスターで出会った人々、経験を大切にしながら、いわき市がより豊
かになっていくように日々の業務に励みたいと思います。

鍛冶　哲（いわき市 観光交流課）

私がオールスターゲーム＆ふくしま復興祭に関わったのは、6 月からでした。
正直なところ、自分の時間が欲しい時期でもありましたし、このイベントに関わることを望んではいませんで

したが、イベントが終わってしまった今、もっと早くこの仕事に携われていれたらと思っています。
それほどに、この仕事には今までに経験したことのない達成感と満足感がありました。
睡眠時間を削っての準備作業、当日、両耳に 2 個のインカムを着けながらの携帯通話、土砂降りの中での花火

のカス拾い等々。すべてが二度とできない楽しい経験でした。
もう自分が生きているうちには二度といわき開催はないだろう、華やかな「オールスターゲーム」、そして、過

去に類を見ない程に盛大に開催した「ふくしま復興祭」、このふたつの仕事に関われたことに幸せを感じるととも
に、その開催を共に支えたスタッフを誇りに思います。

♪「ありがとう～」って伝えたくて～♪
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