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（参考資料） 

「佐野クリケットチャレンジ!!!」推進業務委託に関する関係資料 

 

１．事業背景  

 本業務委託は、国の地方創生推進交付金を活用した佐野クリケットチャレンジ!!!（交付金事業

名：「クリケットタウン佐野」創造プロジェクト）の事業期間（平成 28 年度～）における最終年

度の全体業務であり、これまでの実績等を活用し効果を最大限に発揮させることを目的とした業

務であり、当該プロジェクトの概要等は次のとおりです。 

 

※以下（１）～（４）は、平成 29 年度地方創生推進交付金（変更申請）時の事業計画から抜粋し

たものであり、中でも（４）に示す具体的事業概要については、計画策定時の方向性や想定事業

で、ここにあるものを実施すべき条件として提示しているわけではない。 

（１）概要 

 本プロジェクトは、佐野市が譲与を受けた栃木県立高等学校の跡地を活用し、地方創生推進交

付金及び拠点整備交付金を活用することで、世界中に多くの競技者、ファンが存在する「クリケ

ット」をインバウンド誘客のコンテンツとして利用し、これに関心を持つ人を増やし、これまで

以上に多くの競技者や観戦者を集客するための取組を実施する。加えて、一般社団法人 日本ク

リケット協会（JCA）主催のリーグ戦・大会等により、平成 30 年 8 月に開場した佐野市国際クリ

ケット場（SICG）のほか、渡良瀬川河川敷に整備されているクリケット場へ来場する多くのクリ

ケットプレーヤー等を地域産業との橋渡しの仕組みを構築するなど、その集客波及効果による地

域の稼ぐ力を発揮させることを目的とする。 

 また、クリケットの国際大会等を迎え入れることなどで、市民レベルでクリケットへの関心が

高まり応援することによる地域コミュニティの再生、日本における「クリケットの聖地」として

の地域アイデンティティの確立、地域特産品等の販売を通じた情報発信、鉄道を利用した観客が

商店街を訪れて商工業が活性化するなど、スポーツビジネスとして地域経済、住民生活等への波

及効果を高めていくための事業である。 

 

（２）クリケットのまち 

 本市には、サッカーに次ぎ世界第２位と言われる競技人口を誇る「クリケット」の日本クリケ

ット界を統括し代表する唯一の団体である日本クリケット協会の事務局や、また市内民間企業等

が出資し、本市内でのクリケットの様々な活動をサポートする「クリケットのまち佐野」サポー

タークラブが存在している。 

 平成３０年１０月に策定した第２次佐野市スポーツ立市推進基本計画の中でも、スポーツツー

リズムを推進するための第一の資源として「クリケット」を位置付け、本プロジェクトの実施な

ど、官民あげてクリケットを活用したまちづくりに取り組んできている。 

 

（３）クリケットの市場規模 

 世界におけるクリケットは、ワールドカップの視聴者数が 15億人以上、トッププレイヤーの年

収が 30 億円以上にもなり、巨大な市場を持つスポーツである。クリケットは国家代表対抗の国際
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リーグ戦が発達しており、オーストラリア、バングラデシュ、イングランド、インド、ニュージ

ーランド、パキスタン、南アフリカ共和国、スリランカ、西インド諸島（＝カリブ海連合チーム）、

ジンバブエでシーズンごとのリーグ戦がある。 

また、国際クリケット評議会は、これまでのオリンピック不参加の方針を転換し、国際オリン

ピック委員会とオリンピック参加に向けた条件について協議を重ねている。特に南アジア諸国で

圧倒的な人気を誇るため、2020 年東京オリンピックの次回、次々回大会の際には、オリンピック

種目として採択（復帰）される動きもあり、クリケットを活用した誘客施策に取り組むことで、

これまで日本国内には見られなかった「新たな人の流れ」を生み出すことができる。 

 

（４）クリケットを活用したまちづくり 

 例えば、近年、日本への旅行者も急増しているインド（2014→2018：約 1.8 倍）でも、日本の

野球アニメ「巨人の星」を、クリケットに設定変更し放映され、人気を博し食料品や文房具にお

いて関連のキャラクター商品化もされている。経済成長の結果、団体での訪日旅行も増えている

が、東京、京都、大阪への訪問が大半を占めているが、①現地人気チームとの交流試合を通じた

ファン層の獲得、②旅行先でのレクリエーションとしてのクリケット、③「クリケット版巨人の

星」の製品や、その他、南アジア旅行者向けの食品（ベジタリアン・ハラール対応）、宿舎の整備

などを通じたスポーツツーリズムの振興を考えている。 

 地方創生拠点整備交付金を活用し整備、平成 30年８月に開場した、日本初かつ唯一の天然芝ピ

ッチを有した本格的クリケット専用グラウンド（ＳＩＣＧ）へ日本国内からの誘客のみならず、

インバウンド誘客の拠点と位置づけ、国際クリケット評議会認定の国際大会の開催、海外有名チ

ームの試合やワールドカップに向けた練習合宿など多くの競技者、関係者、それに伴うファンと

いった多くの集客を図る取り組みを行っていく。この新しい人の流れにより、市内飲食業や宿泊

施設の売り上げ増加といった直接的な効果のほか、ＳＩＣＧ周辺における土産店等の新規出店の

誘発やクリケット用具の生産、たとえば市内木材を利用したバットの生産や販売事業者の事業拡

充など、地域産業界への好影響をもたらしていく。 

 また、ムスリム（イスラム教徒）が多い南アジア諸国（パキスタン、バングラデシュ等）からの

クリケット客（特に国内在住者）増加に対し、市内民間事業者向けムスリム理解のためのセミナ

ー開催や食事のハラール対応研修、簡単な英会話セミナーなどを実施することで、ムスリム対応

（ハラール対応）の市内飲食業者や宿泊施設を増やしていく。対応事業者が増加することで、周

辺地域において、ハラール食品製造業者や販売店の創業につながるものである。これは、将来的

に佐野市がムスリムタウンとして、在日ムスリムにも注目され、クリケットによらない人の流れ、

定住促進が促進される。（当該取組は、民間団体である「両毛ムスリムインバウンド推進協議会」

が主体となり実施している。） 

 さらに、市内に事務所がある日本クリケット協会と連携し、世界で通用するクリケットの一流

プレーヤーを育成するクリケットアカデミーを開講することで、日本国内はもとより、東アジア

圏、南アジア諸国からも練習生を集めることができ、国際クリケット場周辺の定住人口の増加に

貢献する。 

 併せて、日本クリケット協会と協力体制を確立し、小中学校の体育の授業での実施や社会人チ

ームが創設されるといった、官民一体の推進体制が整っている栃木県佐野市、千葉県山武市、東
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京都昭島市が連携し、クリケットの認知度向上策や国際大会誘致による交流人口増加を図ってい

く。また、関係各市にある社会人チームの大会開催を持ち回り開催することにより人の流れを創

出し、併せて各地の産品等を紹介、販売することで売上の向上や新規販路獲得などの経済的な交

流を促進していく。 

 将来的には、クリケットを支援する民間事業者の団体「クリケットのまち佐野」サポーターク

ラブの会員企業と連携し、企業チームの創設や日本代表選手の雇用といったソフト面・日本で唯

一の国際クリケット場が整備されているハード面の両面で競技環境が整備された本市への就職や

移住を促進し、本市の定住人口の増加を図る。 

 

２．事業概要（平成 28～令和１年度） 

 現在、本市が進めている「佐野クリケットチャレンジ!!!」における各種事業の概要は以下のと

おりです。なお、実施した事業中の各種調査結果報告書については、提案書提出者として選定

された者に対し、その者の申し出により、提供することができます。 

（１）事業期間 

 「佐野クリケットチャレンジ!!!」は、平成 28 年度（H28.11）から令和２年度までの５カ年を

事業期間として計画している。 

（２）取組事業 

【平成 28 年度（１年目）】 

 ① 佐野クリケット調査事業業務 

 クリケットプレーヤーや観戦者等、多くの誘客やその集客の効果を地域経済に波及させてい

くことを目指したクリケットによるまちづくりを推進するため、必要となる基礎的な情報、ク

リケットの国外マーケット規模や経済効果、国内認知度等を把握した。 

〈調査結果概要〉 

（１）国内におけるクリケットの認知 

・国内におけるクリケットの認知度を把握するため、10 代から 50 代の男女 600 人に対しイ

ンターネット調査を行った。 

・男性ではすべての年齢層で半数以上がクリケットを知っている。 

・10 代 20 代の男性においては、非常に関心が高いことが伺える。 

・10 代男性の 74％、20代男性の 62％が、実際に競技をやってみたいとの回答を得た。 

・競技設備や環境が十分に整備されれば、若い世代を中心に競技人口が大きく増える可能性

が高いことを示唆している。 

（２）プレーヤーアンケート 

 ・国内でクリケットをプレーしている個人とチームに対しアンケート 

・佐野市にクリケットができる合宿所ができた場合、平日・土日、宿泊・日帰りを含め 90％

以上の方が利用したいとの回答を得る。 

・旧田沼高校の空き校舎の活用について再度検討するきっかけとする。 

 

【平成 29 年度（２年目）】 

① 「地域価値創造マネージャー」の選考 
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（１）採用支援業務 

 Ⅰ 事業内容 

 「クリケットタウン佐野」の運営主体となる「マネージャー」に求める人材像の設定や適切な

人材の選考過程の組み立て等に対する支援に加え、プロジェクトの円滑で効果的な推進に必要と

なる地域関係者に対し、プロジェクトに関する共通認識と理解度の向上及び選考過程への参加準

備のための支援に係る業務を委託により実施しました。 

 Ⅱ 成果・実績 

 本業務では、本プロジェクトの意義、人材要件の設定、選考方法・指標の設定等について支援

を受け下記のとおり選考を実施しました。 

〔１次選考（書類審査）〕 

 ２８５名の応募者全員の書類審査を行い、７５名の通過者を選考しました。 

〔２次選考（面接）〕 

 ７５名を４日間にかけて面接実施 

 ２月２日（金）午後１時から午後４時まで、筑波大学東京キャンパスにて、全審査員により面

接結果を審議し、２次選考通過者６名を決定しました。 

〔３次選考〕 

 平成 30 年３月３日(土)４日(日)の１泊２日、プロジェクト将来像のプレゼンテーション、市民

も含めたワーキング、最終面接等を実施しました。加えて、審査の参考として、本選考過程に参

加した市民から、１泊２日の活動を通して感じた各候補者に対する意見聴取を行いました。 

※この３次選考により、次の者が「地域価値創造マネージャー」として決定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、選考と同時並行で、本プロジェクトが「クリケット」の競技力向上や普及を主目的とす

るものでなく、スポーツを活用したまちづくりであるということを多くの市民の方に理解しても

らうことと、共にプロジェクトに参加してもらうことを目的に、寺虎家（てらこや：市民ワーク

ショップ）を開催しました。 

※寺虎家とは…チームが最高のロケットスタート、獲物を追う虎のような自信と勢いのあるグッ

ドスタートを切ることをイメージ。 

（２）公募支援業務 

 Ⅰ 事業内容 

 プロジェクトを成功に導くことができる高い能力を有した民間人材を確保するため、民間のハ

イクラス人材専用転職サイトを活用し、効果的な公募情報の作成と積極的な公募情報発信等の支

援に係る業務を委託により実施しました。 

秋山 仁雄 氏（アキヤマ ヨシオ） 

 

生年月日：1970 年 12 月 9 日 東京都世田谷区生まれ 

所 属 ：独立行政法人都市再生機構：2018 年６月末退職 

学 歴 ：東京大学法学部公法学科卒業 
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 Ⅱ 成果・実績 

 公募記事作成のための打ち合わせ、選考審査員へのインタビュー、公募記事作成、転職サイト

へ公募記事を掲載しました。また、応募者への選考結果等の連絡や進捗状況を管理するため、受

託事業やが提供するＷｅｂ上の選考管理システムを利用しました。 

 ・公募記事掲載期間  平成 29年 12月 21日から平成 30年１月 17日 

 ・受託事業者会員向けメール発信  79,233通（上限 80,000通） 

 ・外部広告掲載  facebook,GDN,LineAd 等に掲載 50,053クリック 

 ・応募者 285名 

② プロジェクト推進基礎調査 

（１）マーケット調査 

 Ⅰ 事業内容 

  クリケットを活用したスポーツによるまちづくりを推進するにあたり、日本国内および海

外におけるクリケットに関する業界動向、施設に関するニーズ把握などを行うことで、佐野

市国際クリケット場への誘客策、その誘客による地域経済への波及効果を最大限発揮させる

方策等、今後のクリケットによるまちづくりを進めるうえでの基礎調査を委託により実施し

ました。 

  ⅰ クリケット業界現状分析等 

  ⅱ クリケット施設ニーズ調査 

  ⅲ クリケットを核にしたまちづくりの方策 

  ⅳ 経済効果調査 

 Ⅱ 成果・実績 

  国内及び諸外国におけるクリケット市場の現状調査および施設利用者のニーズや、飲食、

宿泊といった受入れ側事業者の事情等を把握するためのクリケット関係者やまちづくりに関

する知見を有する識者にヒアリングを実施しました。 

  その結果として、「佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標を達成していくた

めには、国際クリケット場をより充実させ、観客席等を整備することで、単なるグラウンド

からスタジアムにすることと、合わせて周辺施設を整備し、まちづくりの中核施設とするこ

となどの提案を受けました。 

 

（２） 旧田沼高校校舎利活用調査 

  Ⅰ 事業内容 

  国際クリケット場への誘客促進策のひとつとして、活用されていない空き校舎を宿泊可能

な施設に改修し、本地をクリケットをメインとしたスポーツ合宿施設として運営することも

有効であると考えています。 

  そこで、この合宿施設へのリノベーションおよび運営を、これまでのように公的資金によ

る整備・運営に変え、民間資金による方式で実施することが可能か、その際の条件等につい

て調査・検討する業務を委託により実施しました。 

Ⅱ 成果・実績 

 調査報告の総評としては、次のとおりとなっています。 
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・佐野市および旧田沼高校は合宿誘致のポテンシャルはあるが、クリケットフィールドの多

目的化、近隣運動施設の優先予約の措置が必要 

・官民の役割分担として、官は耐震工事は必須、できれば改修工事の一部についても補助金

等を活用して負担。民は、改修工事の一部（意匠や家具は必須）、運営時の維持管理は独立採

算で行う。 

・上記が揃えば、正社員雇用６名、アルバイト 30名、経済効果は年間 8,500 万円前後の経済

効果、15,000～20,000 人程度の訪問人口の増加を見込める。 

・長期的な視点として、クリケットのインバウンド誘致を行い、佐野市独自の取組も行える

ようにするのが良いと考える。 

上記（１）（２）を受けて 

〔前提〕 

  平成 27年 12 月 別添「旧田沼高校跡地利用基本方針」を策定 

  平成 29年 2月 内閣府の地方創生拠点整備交付金の活用を申請するにあたり、前記「旧田沼

高校跡地利用基本方針」に定めた空き校舎に関する方針を一時留保し、ＳＩＣＧを地方創生の

ための拠点とすべく、空き校舎の有効活用を検討することとしました。 

〔調査結果を受けた市の見解〕 

 空き校舎活用については、地方創生の推進、事業の自走化のためにも有効であると考えるも

のの、クリケットの聖地を目指す立場からＳＩＣＧの多目的化を積極的に進めるものではなく、

また、公的資金の投入についても現時点では見込みがたたないことから、さらなる調査・研究が

必要であると判断しました。 

 

③ プロモーション事業 

 Ⅰ 事業内容 

  本プロジェクトにおいて、クリケットの普及は主目的ではないものの、プロジェクトを成

功させるためには、その核となるクリケット自体の認知度向上も必須要件です。 

  そこで、国際クリケット場を拠点としたまちづくりを行うにあたり、クリケットの魅力を

伝え、魅力あるクリケットに取り組む佐野市の認知度を向上させ、日本におけるクリケット

の聖地としてのブランディングを図ることを目的に、次の効果を生み出せるようなさまざま

まプロモーション事業を企画・実施する業務を委託により実施しました。 

  ・クリケットの認知度向上 

  ・クリケットによるまちづくりに取り組む「佐野市」、いわゆる「クリケットタウン佐野市」

の認知度向上 

Ⅱ 成果・実績 

 〔平成 30年２月 19 日〕 

 「クリケットタウン佐野」始動 発表記者会見 

 ・会場：東京都渋谷区 

 ・参加媒体：計 18社  テレビ 1、一般新聞・スポーツ新聞 6、専門誌 3、 

       雑誌・フリーペーパー3、ＷＥＢ5 

 ・露出状況：紙面 ３、Web 147（元記事 17） 



7 
 

 〔３月 17日(土)・18日(日)〕 

  クリケットが盛んな国といえば、発祥の地イギリスやオーストラリアのほか、インド、パ

キスタン等の南アジア諸国があげられます。実際、佐野市でクリケットをプレーしているの

はどんな国の方かというと、インド、パキスタン、スリランカ等の南アジア諸国の方が多く

いる状況です。 

  この南アジア諸国に対して、私たちが持つイメージの中で特に大きいものに「カレー」が

あると思います。そこで、クリケットをＰＲするため、単にクリケット大会、体験会を催す

だけではなく、この「カレー」に注目し、カレーフェスを同時開催することといたしました。

これにより、クリケットは知らなくても、カレーを目的にいらっしゃる方々に、ついでにク

リケットを見て、触れてもらうことで、クリケットを知っている人、触れたことがある人を

増やすことができるイベントを目指しました。 

 ・イベント名 「華麗なる佐野クリケットフェスティバル」 

 ・会場    運動公園陸上競技場 来場者：2,500 人（2日間） 

 ・内容    クリケットエキシビジョンマッチ、クリケット体験ゲーム 

        南アジア＆佐野カレーフェス 

        （カレー店・佐野らーめん・いもフライ等 18店出店） 

        南アジア舞踊パフォーマンス 等 

  また、多くのメディアに取材、記事発信をしていただくため、メディアツアーを開催しま

した。当日、東京からバスにより各メディアの方を招待しましたが、その結果は次のとおり

です。 

 ・参加媒体  14社 （テレビ ５、一般紙・スポーツ紙 ５、専門誌・紙 １ 

            ＷＥＢ ２、その他 １） 

 ・露出状況  紙面 ３、ＷＥＢ 31（元記事 ７） 

        ＴＢＳラジオ 安住紳一郎の日曜天国で生中継あり 

※３月 18日(日)には、運動公園多目的広場（イベント会場となり）にて、日本クリケット協会

主催による佐野社会人リーグ開幕戦が行われ、佐野市内企業、グループで組織された５チー

ムが熱戦を繰り広げました。 

 

④ 国際クリケット場整備（地方創生拠点整備交付金活用） 

Ⅰ 事業内容 

  整備前の国際クリケット場は、約 40年使用された県立高校のものを廃校時点のまま使用し

ていることから、グラウンドの水はけ状態が悪く、でこぼこが多い状況でした。 

 しかし、クリケットを活用したスポーツによるまちづくりを進めていくうえでは、国際ク

リケット場に更なる公式試合や国際試合を誘致・実施することも必要となります。 

  そこで、国際規格に準じたピッチ（投球や打撃を行う場所）や観客席が必要になることか

ら、地方創生拠点整備交付金を活用し、国際基準に準じたクリケットパークの改修と観客席

の整備を実施しました。 

 ※クリケットの国際統括組織（国際クリケット評議会）による認定を受けたものではありま

せん。その基準にある男子の試合を開催できるグラウンドの広さを有しております。 
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 ※2019 年 6月、ＳＩＣＧでは、2020年 1～2 月に南アフリカで開催された U19 クリケットワ

ールドカップの東アジア太平洋予選が行われております。 

Ⅱ 整備内容 

  全面天然芝のクリケットグラウンド（フィールド）及び天然芝ピッチ、約 500 人収容の簡

易スタンド及び練習ネッツの整備を行いました。 

  フィールド舗装（天然芝） 25,979 ㎡ 

  ピッチ舗装        1161.1 ㎡ 

  男子国際規格（１面）横 144.28m×縦 133.5m 

  女子国際規格（１面）横 118.98m×縦 108.0m 

 場所：栃木県佐野市栃本町３００-１（旧栃木県立田沼高等学校） 

 

【平成 30 年度（３年目）】 

 平成 30 年度からは、前年度に選考した地域価値創造マネージャーが中心となった事業推進体制

により運営。なお、マネージャーの着任は平成 30年７月。 

 ① 「クリケットタウン佐野」プロモーション事業 

Ⅰ 事業内容 

  ＪＣＡが主催するクリケット大会「エンバシーカップ」開催にあたり、市民等にオープン

したＳＩＣＧという場所やクリケット、クリケットを通じた国際交流に親しんでもらうと同

時に、今後のステークホルダー候補者（大使館関係者や企業、メディアのほか、国内在住外

国人等でクリケットＰＲに協力してくれる方々）を招待、プロジェクトへの支援を呼びかけ

る場として活用しました。 

  Ⅱ 成果・実績 

  各国大使館関係者の参加（英、印、パ、豪、ＮＺ，バングラデシュ、スリランカ、ネパー

ル）、メディア（共同通信、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、下野新聞、日印交流

協会、パークフルほか）、企業（ＪＮＴＯ、ＪＡＬ、電通、セレスポ、三菱商事、三菱地所ほ

か）など、クリケットに関心を持つ多様な企業との接点・関係構築。 

 

② 「佐野クリケット学園」企画運営業務 

 Ⅰ 事業内容 

  「クリケットはおもしろそうだがルールがわからない…盛り上がりどころは…」という多

くの声にこたえるべく、クリケットの歴史や背景からルール説明、実技体験までをパッケー

ジ化した企画を開催。 

 Ⅱ 成果・実績 

  参加人数は多くなかったものの、市内県内のみならず東京からの参加者もあり、参加者の

企画内容に対する満足度は総じて高かった。 

③ ＰＲイベント用クリケットドーム制作業務 

 Ⅰ 事業内容 

  イベント等各所でクリケットを安全に効率的に体験できるようにするため、空気注入によ

り膨らむクリケットドーム（エアドーム）を２基制作 
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  佐野秀郷まつり、佐野短期大学学園祭等地元イベントへ出展しＰＲを実施しました。 

   ※エアドームの詳細は別途 

  

④ 「クリケットの世界」企画構成業務 

  Ⅰ 事業内容 

  プロジェクトへの支援等、協力事業者への営業ツール、本プロジェクトのプロモーション

ツールとして、クリケットや佐野市の取り組みを紹介する小冊子の企画構成業務を実施。 

  印刷については、次年度事業。 

 

⑤ プロジェクトＰＲ業務 

 Ⅰ 事業内容 

  プロジェクトのホームページ作成、キャラクター作成、プロモーション映像作成並びにＳ

ＮＳ発信及びこれらの管理業務 

 

【令和１年度（４年目）】 

 前年度に引き続き、地域価値創造マネージャーによる事業運営。 

 ① ＳＩＣＧ事業化検討業務 

  Ⅰ 事業内容 

  本プロジェクトの求心力及び経済効果を高めるためには、整備されたクリケット場（グラ

ウンド）に隣接して存置されている旧田沼高校の校舎等建物群を有効活用し、「国際クリケッ

ト場」として必要な機能の導入を図るとともに、合宿対応など来訪者の利便性向上を図り、

事業としての自走化を図る（地域経済にとってのプロフィットセンターとなる）必要がある。 

このため、SICG の全体コンセプトを設定しつつ、既存建物の有効活用を検討するうえで

必要な都市計画上の位置付けや基本計画策定、用途変更を実現するための手法等を検討する。 

また、こうした事業化を極力民間資金の活用により実現すべく事業スキームの検討を行い

つつ、併せて民間企業向けの説明会/ヒアリング等の実施により、事業化に向けた条件整理や

課題把握を行う。 

 

  Ⅱ 成果・実績 

   ・都市計画上の位置付け及び基本計画（案） 

   ・全体コンセプト及び導入機能（案） 

   ・用途変更のための手法（案） 

   ・事業スキーム（案） 

   ・民間企業ヒアリング結果（コンテンツホルダー/事業主体/投資家、ほか） 

   ・既存建物内３D 映像データ 

 ② プロジェクトプロモーション業務 

  Ⅰ 事業内容 

   プロジェクトＰＲイベントの都内開催 

  〔６月２７日（木）〕 
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   東京都世田谷区 二子玉川ライズ ガレリアにて 

   ・クリケット体験（体験者ヘのアンケート実施）・フォトスポット 

   ・協賛ブース（佐野市・日東紅茶）・さのまるグリーティング 

  Ⅱ 成果・実績 

   別添 実施レポート報告書を参照ください。 

 

 ③ クリケットボーリングシステム導入 

  Ⅰ 事業内容 

   有名なボウラー（投手）の投球映像とともにボールが投げられてくるボーリングマシン（バ

ッティングマシン）をインドから輸入。９月末、ＳＩＣＧで開催されたエンバシーカップに

てお披露目しました。※詳細は別途 

  Ⅱ 成果・実績 

   ・運用上の条件、課題などが概ね明確になった。 

   ・在京チームなどクリケットコミュニティからは「有料でも良いので練習に使いたい」旨

の意向が多数寄せられた。 

  ・SICG における有料練習設備（ターゲット：クリケットチーム、目的：SICGへの来訪者数増） 

・都内向けマーケティング用（ターゲット：在京クリケットコミュニティ/クリケット知らな

い日本人、目的：事業性確認/クリケットの認知度向上⇒SICGへの来訪者数増） 

 

④ インバウンド誘客対策事業 

  Ⅰ 事業内容 

   2020年 1月 3日から 1月 15日 

   インドから日本、佐野へのインバウンド誘客のため、インド側の旅行会社とのネットワー

ク構築。また、クリケット大国であるインドにて、インドクリケット界との接点をつくるこ

とを目的としたインド、ムンバイへの出張を実施。本期間中、在ムンバイメディアでのプレ

スカンファレンスを実施。 

  Ⅱ 成果・実績 

 ・インド側（在ムンバイ）の複数の旅行会社が「クリケット関連」ということで関心を示し

ている（いずれも「一般顧客向け」というよりは「スポーツツーリズム」「海外の学校の 

  修学旅行先」という文脈。JNTO とも連携可能性有り。）。 

 ・プレスカンファレンス開催により、インドの航空会社関連企業から協働の打診あり。 

 Ⅲ 今後の展開見込み 

  ・なるべく早期に、関心を示しているインド側旅行会社向けの FAM ツアーを開催。 

  ・ツアー受け入れ時の課題等を明確化。 

  ・受け入れ側（佐野）での課題解消等対応準備。 

 ⑤ Youtube チャンネル開設情報発信 

  Ⅰ 事業内容 

   地域価値創造マネージャー秋山氏設立の Localeyes 合同会社社員であるクシャール・カマ

ット氏（インド ムンバイ市出身）が、佐野市や日本の良さのほか、日本のクリケット事情を
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伝える動画配信を行っている。メインターゲットは、在住インド人及びインド在住者として

いる。 

  https://www.youtube.com/channel/UCW1mdFWmOv0cJhJ-LQDoQKQ/featured 

Ⅱ 成果・実績 

   令和１年９月にチャンネルを開設、その後コンスタントに動画撮影、編集、公開を実施し、

現在（令和２年１月末段階）チャンネル登録者数１６０名、動画再生総数６０００回超、１

５本の動画を公開している。なお、１月初旬には、インドムンバイにて同チャンネル周知フ

ライヤー約４万部を新聞折り込み実施。最終的には、広告掲載可能状態を達成し、広告収入

を得られることを目標としている。 

 

令和１年度その他取組内容 

日付 内容 

4月24日(水) 佐野市議会 SCC（本プロジェクト）事業説明 

5月11日(土) 地方創生担当大臣 片山さつき氏の視察受入れ 

  5月15日(水) 佐賀県唐津市議会 視察受入れ 

5/20～6/7 佐野市紹介スペースで「クリケットの世界」展示 

  6月1日～8日 U19東アジア太平洋予選に合わせて、花絵のおもてなし「東京インフィオ

ラータ」の実施 

  6月13日(木) あそ商工会 SCC事業説明 

6月16日(日) SBIカップ実施に合わせて、PR事業と、来場者にアンケート実施 

  6月27日(木) 二子玉川ライズにて、プロジェクトPR、体験イベント実施 

新聞、スポーツ紙、テレビ、ラジオ等で放送、掲載された 

7月5日(金) SICG（佐野市国際クリケット場）事業化に向けた事務局会議 

（プロジェクトのメンバーと関係各課の担当者） 

7月24日(水) 三重県名張市議会 視察受入れ 

8月5日(月) SICG事業化に向けた検討会（第1回） 

（プロジェクトのメンバーと関係各課の課長） 

9月6日(金) SICG事業化に向けた検討会（第2回） 

9月28日(土) エンバシーカップ実施に合わせて、SICG事業化に向けた企業あてのプレ

ゼンと、大会会場で交流会の実施 
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（３）その他参考情報 

○クリケットドーム 

 入口：構造下部 左右横フレーム（中央部分離）あり （写真手前） 

 出口：構造下部 左右フレームなし（連結想定） （写真奥） 

  

入口：構造下部 左右フレームなし(連結想定) （写真手前） 

出口：構造下部 連結フレームあり（連結時最奥予定）（写真奥） 

  

 

 

※ＪＣＡも１基所有してお

り、それを借用することで 

３連結ドームとなる。 
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〇ボーリングマシン 

 

 インドのメーカー「leverage」 

   Cric-Avatar Virtual Cricket Simulator 

   製品 HP：http://bowlingmachine.co.in/cricavatar.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJeP02cmFTU&list=PLvGevuCfMOo8yuFf4KaSuTS5bW9OLnMAX&in

dex=5&t=75s 

2019 年 9 月 28日・29 日 

佐野市国際クリケット場にて開催の「エンバシーカップ 2019（JCA主催）」にてお披露目した際の

動画 

 

 

※別途ユーザーマニュアル（英語のみ）がございます。 
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〇その他物品等 

 

品名等 数量 

テント類 グランピングテント １ 

ヘキサタープ ３ 

ワンタッチテント １ 

モニター ５０インチ １ 

モニタースタンド １ 

ボーリングマシン 本体 １ 

パソコン １ 

タブレット １ 

プロジェクター １ 

昇圧器 １ 

専用スクリーン（木製） １ 

木製テーブルイスセット  ４ 

バタフライテーブルセット 木製（テーブル１・イス４） ８ 

ガーデンテーブルセット プラ（テーブル１・イス４） ２０ 

バーカウンター グラウンド内 

簡易自立式オーニングに合わせたもの 

１式 

サインスタンド  １０ 

キャラクターフィギュア 栗田ダクワール ２ 

※保管は、ＳＩＣＧの空き校舎内 

 

〇ＷＥＢサイト等リンク一覧 

SCC 佐野クリケットチャレンジ!!! 

https://sano-cricket.net/ 

SCC FB 

https://www.facebook.com/SanoCricketChallenge/ 

SCC ツイッター 

https://twitter.com/CricketSano 

栗田 ツイッター 

https://twitter.com/KURITADUCKWAL 
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佐野クリケットチャレンジ!!! ロゴ 

 

〇ＫＰＩ算出根拠等 

 

ＫＰＩ①：クリケットを通じた地域内での創業件数（件） 

 クリケットタウン佐野の目的は、集客と地域経済への貢献と考えるが、その地域経済を図る指

標として当地への新規出店、創業件数を指標とする。数値の把握は、本事業を運営する組織との

連携により創業したものを計上することとする。 

 また、対象とする内容については、新規出店及び新規創業に加え、既存事業者における新規事

業拡充や新規取引等も含めることといたします。 

 なお、創業者に係る支援制度は、本市、佐野商工会議所等既存制度が用意されている。 

 

KPI②：外国人宿泊数（人） 

 クリケットは、オーストラリアや南アジア諸国（インド、パキスタン等）に競技者、関心を持

った方が多いことから、本市でクリケットの練習や国際試合の誘致が進むことで在日外国人、訪

日外国人による競技者や観戦（観光）のための外国人宿泊が多くなることが見込まれ、一般的に

観光による消費のうち宿泊費が占める割合が多いことから、これを指標として設定する。数値に

ついては、毎年公表される栃木県観光入込数・宿泊数推定調査結果を用いる。 

 

ＫＰＩ③：クリケット場入場料（千円） 

 ＳＩＣＧには簡易スタンド（観客席）が整備され、そこへ試合を観戦するため入場者が入るこ

とで収入を確保することができる。本交付金で予定する運営組織において収入の確保ができれば、

施設運営の維持管理等に活用することができ、自立化につながることから、KPIとして設定。 

 なお、本ＫＰＩに計上するものは、試合観戦のための入場料に限るものではなく、体験イベン

ト参加料等有料コンテンツによる収入を含むものとする。 
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KPI④：クリケット関連産業を通じた域内消費増額（千円） 

 クリケット場入場料のみならず、クリケットタウン佐野運営組織が関係した各種売上、たとえ

ば物販店の売上、宿泊料、飲食代、合宿施設利用料等クリケットタウン佐野があるからこそ生じ

た消費額を指標とすることで、スポーツを核とした地方創生の評価「地方の平均所得の向上」を

図ることから設定。 

 目標額計上の基礎となる項目・金額 

 ＪＣＡ調査によるクリケットに係る入込客数データを使用 

・広告、スポンサーによる収入 

・入場料（前記ＫＰＩ③再掲） 

・有料ネット配信（試合中継等） 

・宿泊料（6,000 円＠泊） 

・飲食費（3,000 円＠人・日） 

・観光費（土産代）（3,000円＠人） 

・観光費（土産代・インバウンド）（10,000 円＠人） 

 


