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スポーツ文化・経営論「スポーツ環境」Web授業課題（５） 

配布レジュメの５ページ目【４．「スポーツと社会との関係」の基礎的理解】あたりの「ノートづくり」 

【ノートづくりのための視点】 

◆プロスポーツの支援社会の変遷 

《プロ野球》 

1960年 親会社業種 2020年 親会社業種 1960年 親会社業種 2020年 親会社業種

読売 新聞社 → 読売 新聞社 西鉄 鉄道 → 埼玉西武 鉄道

大洋 遠洋漁業 → 横浜DeNA 南海 鉄道 → 福岡ソフトバンク

大阪 鉄道 → 阪神 近鉄 鉄道 → 東北楽天 ＩＴ通信

広島 自動車メーカー → 広島東洋 自動車メーカー 大毎 映画・新聞社 → 千葉ロッテ 菓子食品

中日 新聞社 → 中日 新聞社 東映 映画 → 北海道日本ハム

国鉄 鉄道 → 東京ヤクルト 飲料メーカー 阪急 鉄道 オリックス 金融（総合リース）
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Ｑ．現チームの親企業業種で空白になっている個所を埋めよう。 

Ｑ．1960年当時は「鉄道」が多かった理由は何だろうか？ 

Ｑ．現在は多業種にわたってきているが、特徴は？我が国の主力産業との関係性は？ 

《サッカー：Ｊリーグ》 

Ｊリーグ発足 中心企業 現在名称

川崎 読売新聞社 東京ヴェルディ アカツキ ゲーム

鹿島 住友金属 鹿島アントラーズ メルカリ IT業

清水 テレビ静岡（市民クラブ） 清水エスパルス エスパルス 静岡県内企業出資

横浜（マリノス） 日産自動車 横浜マリノス 日産自動車 自動車

横浜（フリューゲルス） 全日空ANA／佐藤工業 横浜ＦＣ 横浜フリエSC サポーター有志で

大阪 松下電器 ガンバ大阪 パナソニック 電気機器

市原 古河電工／ＪＲ東日本 ジェフ千葉 古河電工／ＪＲ東日本 電機/鉄道

名古屋 トヨタ自動車 名古屋グランパス トヨタ自動車 自動車

浦和 三菱自動車 浦和レッズ 三菱重工 重機械

広島 マツダ(東洋工業) サンフレッチェ広島 マツダ(東洋工業) 自動車

1992年 2020年

中心企業・業種

 

・Ｊリーグ発足（1993.5.15：「Ｊリーグの日」）「オリジナル 10」を支える企業の変遷を整理しよう。 

現在のＪクラブ数はＪ１（18クラブ）, Ｊ２（22クラブ）, Ｊ３（16クラブ）で計 56クラブ 

《プロバスケットボール：Ｂリーグ》 

B1（20）、B2（16）、B3（12）の合計 48クラブ 

 

《公営競技》…プロスポーツ売上として野球やサッカーなどとはけた違いに大きな規模（日本特有） 

種別 主催者 所管省庁
年間売上
（億円）

前

年

比

サッカーくじ 日本スポーツ振興センター 文部科学省 938 ↘

中央競馬 ＪＲＡ（日本中央競馬会） 農林水産省 28,818 ↗

競艇
モーターボート競走会
／日本財団

国土交通省 15,342 ↑

競輪 6,604 ↗

オートレース 739 ↑

宝くじ 日本宝くじ協会 総務省 8,046 ↗ 自治体のスポーツ振興助成へ

ＪＫＡ 経済産業省

スポーツ関連助成

趣旨がスポーツ助成→助成額最多

マスコミ登場過多もスポーツ助成なし

主に生涯スポーツ助成多し

主に機械利用のスポーツ助成（本学支援も）

 

※「宝くじ」は公営競技ではない。 

Ｑ．「公営競技」は第 2次世界大戦後の日本の社会復興を目的にスタートしたもの。各省庁でこの売上

財源をどう活用しているのか？ 
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◆スポーツへの社会的支援（例）…「宝くじ」助成 

 

「宝くじ」助成 

 

この助成から生まれた「ゆるスポーツ」…「はんギョボール」 ＨＰ👆 

https://yurusports.com/sports/gotouchi/hangyoball 

富山県氷見市 

Ｑ．［公営競技］とは何か？各公営
競技の歴史を調べ、さらには国家が
法律を整備してまでの必要性は何
か？を考える 
↓ 
「新型コロナ感染下の現在でも、多
くの公営競技が開催されているの
はなぜか？」の答えに 
 
Ｑ．［公営競技］の売り上げ、スポ
ーツへの助成などについて調べて
整理しよう。 

https://yurusports.com/sports/gotouchi/hangyoball


2020スポーツ文化・経営論 授業資料  bsk@ibu-swim.org 

-21- 

なぜ、スポーツ大会に「宝くじ」助成？⇒スポーツツーリズム 

 

Ｑ．「宝くじ」の目的は何？ 

●スポーツツーリズム例 

夏の甲子園大会…第 100 回大会を例に  新聞は 2018 年 12 月 4 日朝日新聞 

 

 

大会への直接収入は約８億円。大会を通じた選手や観客の移動費、宿泊費、関連消費等を含めた経済規

模は 50倍以上にも（約 400億円規模）。甲子園が開催できないとなると、こうした金額が失われる。こ

れを「機会損失」という。 

Ｑ．高校野球とインターハイ（全国高等学校総合体育大会）とは夏の高校生スポーツとして考えられて

いるが、大会を支える経済システムは全く別物。どう違うのか？説明できるように。 

スポーツ大会開催による地方経済
の活性化目的 
↓ 
「宝くじ」助成＋市税 
↓ 
スポーツ大会開催 
↓ 
人が集まり、消費経済が活発化 
↓ 
消費経済が【「宝くじ」助成＋市税】
を上回るならば、《損して得取れ》 
↓ 
単年度では経済活性化につながら
ないので、最低でも 10 年間実施 
↓ 
「宝くじ」助成ぬきでも自立して
スポーツ大会開催できれば、本格
的なスポーツ大会に（経済的自立） 
※スポーツだけでは消費経済は伸
びない。いかに観光資源とタイア
ップできるかが成否のカギ 
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●スポーツツーリズムへの積極関与⇒「事業型」スポーツ人材育成の重要視点 

 

 

オリンピック発展とほとんど同じ 

 

スポーツ大会として確立するには、高校野球やオリンピックに見られるように「理念」「哲学」が重要 

↓ 

社会、経済を動かす原動力に 

 

Ｑ．春夏の甲子園大会が「中止」。このことは高校野球をはじめとして、学生野球界全体にどういった

影響をもたらすだろうか？その経済的側面で考えてみよう。 

部員の家業広告 

大学授業、部活動を通じ

て能力開発し、それを大

会運営へ還元 

部からの広告 

Ｑ．各自が関与している部
活動やスポーツ活動で、こ
うした《スポーツツーリズ
ム》直結型になるものを考
案しよう。 

明治時代（100年以上前） 
政府と新聞社で広げたキャンペーン 
『野球害毒論～少年よ、勉強せよ』 
↓ 
全国の中等学校（今の高校）で野球禁止 
↓ 
野球の側が変化（遊び⇒礼儀・真剣勝負・
人間形成重視） 
↓ 
“効果あり”とみた新聞社が自社の販売
部数増加をもくろみ、全国大会を開催 
↓ 
そこに新たな経済市場性を見出したのが
「阪神電鉄」という企業 
・鉄道強化、「甲子園球場」建設 
・沿線住宅地や拠点の商業都市化 


