
ふらっとスポーツ
～働く世代からさいたまを元気に～

ふらスポ芝浦



現状分析
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• 目的別歳出決算額の
推移

平成7年度から平成26年度に
おいて民生費が6411億円増
加

わずか19年間で約3倍に！

出典：さいたま市HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0107/zaiseitantou/documents/03-3mokutekibetu.pdf



働く人世代

全くしない人週1回する人の
割合が高い

運動するきっかけをつくる

健康的な身体づくりの実現

現状とこれから
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1位静岡県 35位埼玉県
12％

県別スポーツ実施順位

出典：さいたま市HP
http://www.city.saitama.jp/006/002/004/p032335_d/fil/h25isikityousa_04.pdf



さいたま市の運動頻度

ふらスポ芝浦 4

スポーツを行う頻度

無回答 全くスポーツをしていない

月１回未満 月１回以上で週１回未満

週１回程度 週2～3程度

週４回以上

今後のスポーツ頻度

できるだけ増やしたい 少し増やしたい

あまり増やしたくない 増やしたくない

わからない 無回答

きっかけを与える必要がある！！
出典：さいたま市HP
http://www.city.saitama.jp/006/002/004/p032335_d/fil/h25isikityousa_04.pdf



地域コミュニティの希薄化
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若い世代との交流（意向）

積極的に参加したい できる限り参加したい

あまり参加したくない 全く参加したくない

分からない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1993年

2003年

2013年

若い世代との交流

よくある たまにある

ほとんどない 全くない

参加意向○ 実際に参加している△

多世代との交流のきっかけ必要

近年急激に交流している人が少ない

出典：内閣府HP
http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h20/sougou/zentai/pdf/p105-112.pdf



解決したい課題
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①歳出における医療費の割合の削減
運動の習慣化を助⾧し、生活習慣病の中で運動不足が原因とされる疾患（糖尿病、肥満症、高脂
血症、高血圧症など）を減らす

②スポーツ実施率の向上
働く世代のスポーツ実施率は特に低い
運動を取り入れることで仕事効率の向上と医療費問題に取り組みたい

慌ただしい日々を送る人でもふらっとできるスポーツを提案！！



ふらっとスポーツ 企業の健康増進プログラム
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運動したいけど
きっかけ・時間が無い社員

社員の仕事効率を上げ、
健康でいてもらいたい

ふらっと
スポーツ

既存の健康増進プログラムよりも気軽に、仕事終わりでも参加したくなるようなプログラム

地域住民も参加できるようなプログラムへと繋げていく

誰でもできる

FLAT
気軽にできる

ふらっと



具体案①：ふらっとグラス
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引用：https://www.epson.jp/products/moverio/bt300special/

EPSON製のAR機能を兼ね備えたメガネ



ジムでふらっと自転車旅行
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ジムにある普通のエアロバイクや
ランニングマシンもARメガネを用いたら,,,

消費カロリー等を
リアルタイムで表示

映像を切り替えて
実際の道路を走行している気分

引用：https://www.epson.jp/products/moverio/bt300special/



ふらっとタイムスリップ
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• 各企業で取り組まれている健康増進プログラム
• 特に多いのはウォーキング

ARグラスを用いて
見慣れたまち並みが過去の風景に

ウォーキングやジョギング中は
AR上にペースメーカーが現れる

特定のスポットで映像を切り替えたら
過去の町並みが映し出される

引用：https://www.aflo.com/ja/pages/creative/imamukashi/tokyo.html
https://www.epson.jp/products/moverio/bt300special/



ふらっとグラスを多世代で体験
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エプソンと協力し、ふらっとグラスを体験できるイベントを
埼玉県内の大学のキャンパスで実施

移動販売車を用いて公園等で
ふらっとグラスの貸し出しを実施

頻繁に行うことは難しいので,,,

ARメガネを気軽に購入するのは難しい
一般人の知名度が高くない

引用：https://www.epson.jp/company/info.htm https://www.shibaura-it.ac.jp/index.html



ふらっとアドベンチャー
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• かわいいキャラクターを捕まえていき仲間にする
• 仲間になったキャラの人数に応じた景品をプレゼ
ント

だらだら歩くのは健康面の効果がない
中強度のウォーキングを20分続ける必要がある

制限時間内に仲間にならないと
いなくなってしまう
→自然と早歩きになるように仕組む

引用：イラストやhttps://www.irasutoya.com/ http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1607/16/news017.html

子どもからお年寄りまで
幅広く楽しめる



ふらっとアルディージャ・ふらっとレッズ
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VRでサッカー選手の気分を味わえるゲームを
ARメガネで応用

実際にARメガネをかけながら
サッカーの試合をする
→相手チームがアルディージャの選手に切り替わる
サッカー選手と試合している気分になれる

実際に運動するだけでなく,,,

テーブル上に試合の様子が映し出され
360度、様々な角度で見れる技術も体験

普段サッカーを見ない人にも興味が出る！

引用：https://gigazine.net/news/20180621-ar-soccer-on-tabletop/



ふらっとカフェによるふらっとコミュニティ
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• ふらっとカフェによる公園・広場のサテライトステーション化

移動販売車に前述のふらっとグラスなどを搭載

公園・広場等での貸し出し

地域にふらっとスポーツを広めていく



ふらっとカフェによる
ふらっとコミュニティ
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• 移動販売車によるドリンクや軽食の販売

目的
・運動のみではできない食事からの健康管理
・コミュニティ形成のさらなる拡大

①さいたま市名産のヨーロッパ
野菜を使ったスムージーの販売

②地元の食材を使った
健康レシピの無料配布

・運動前のスムージーは体
が動きやすくなる。

・アミノ酸により、筋肉が
つきやすくなる働きもあ

る。

・イベントでの1日だけでな
く、
それ以降の生活の健康促進

地産地消



効果
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• さいたま市の20～50代の
人口

• 702,750人

• 一般的なキッチンカーの初期費用 ｰ150万円
• 食品営業許可（さいたま市の場合）
• 乳製品販売業 新規 -9800円

更新 -7300円
• ガソリン代、人件費 etc.

1杯 250円のスムージー
を販売すると

スムージーをスムージー専門の場所で飲む人の割合 2.7％
「MyVoice」のアンケートモニター参照

1年で18974人が飲むとする

1年の売り上げは
250×18974＝4743500円

300万円の利益/年
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カフェによるコミュニティ形成
・同じ場所で食事を取る
・滞留空間としての機能

企業による参入
・清涼飲料水メーカーとの連携
スポーツ系飲料の無料配布or安価での販売

・企業のロゴを入れた食品やドリンクの販売

ふらっとスポーツを
するのは元々運動に
興味はあるが、

やっていなかった層

新たな消費者層の
開拓に繋がる

https://thehikaku.net/pc/other/tgs2014-report-2.htmlより引用

ふらっとカフェによる
ふらっとコミュニティ

http://www.nanbanya.co.jp/staffblog/archives/2018/05/1
80520_matsuno.phpより引用



効果
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「1日1歩」歩くと0.045円の医療費抑制効果
東北大学大学院医学研究科辻一郎教授より

ふらっとグラス
埼玉市民のうち5万人が週1回
1日30分多く歩いたとすると

3000(歩)×0.045(円)×50000(人)×365×1/7

約3億5000万円の効果



具体案②：ふらっとマッチングラン
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マッチングした人が画面
に映し出される！



使用方法
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①会員登録済みの携帯またはカード
を指定の位置に置く
②暗証番号を入力し、本人確認をする

本人確認
不適切な発言や
不快な行為、悪
ふざけをした際
にその個人にペ
ナルティを与え
るため

ペナルティ
罰金や利用制限など

運

個 個

料金自動支払い
 TELカードの現金ver
予め現金をチャージして使用
使い続けている間100円/6分毎の
料金が自動的に引かれていく

利益を生むことができる



使用方法
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③マッチング相手の性別を選択する
異性or同性？ 恋愛or友達作り？

④顔出しの有無を選択する
顔は見せず会話を楽しみたい人に向けた選択
観光名所やランニングにふさわしいコースを画面に映し出し、走ると
コースも一緒に動く

←Run Social



経済効果
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さいたま市の20代～50代
の人口合計
702,750人

7027人×400円/日
＝281,0800円/日

7027人がマッチング

100円/6分毎と仮定して…

1日1％がマッチン
グすると…

1組平均20分使うと…

365日×281,0800円/日
＝10億2594万
2千円/年の利益

引用：http://www.city.saitama.jp/006/013/005/001/p057504.html

(平成30年11月1日現在)



効果
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脳の活性化
運動する運動しない

筋肉が固まる

血行悪くなる

脳が疲れるストレス溜まる

仕事効率
下がる

筋肉が動く

血行良くなる

ストレス解消

仕事効率
上がる

ふらスポ
実施



これからの未来・・・
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毎日“ふらっと“運動している

仕事終わりに“ふらっと“ 休みの日に“ふらっと“

散歩中に“ふらっと“ 人と関わりたいときに“ふらっと“

気分転換に“ふらっと“

出典：いらすとや


