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ローカルベンチマークモデル事業の取組
（地域中核企業との対話事例）
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１．支援機関の概要

調布市役所 生活文化スポーツ部 産業振興課
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支援機関

産業振興課の主な業務内容
・観光振興及び商業振興に関すること。
・商店街支援に関すること。
・中心市街地活性化に関すること。
・映画のまち調布の推進に関すること。
・観光協会、商工会に関すること。 他

所在地

概要

東京都調布市小島町2丁目35番地1



２．モデル事業の目的と流れ

モデル事業の目的

本モデル事業では、地方公共団体がRESASによって把握した、地域にとって重要と考えられる企業及び
その周辺企業（取引先、協力先）と、ローカルベンチマークを活用して対話を実施する。対話を通して、
これまで地方公共団体が認識していなかった地域中核企業の存在に対する気付きを得ること、把握し
た内容をもとに、より実態に即した計画や施策に繋げることで、地方公共団体と企業が一体となり、地域
活性化に取り組むことを目的とする。
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調布市をはじめとした周辺地域からは出資もいただ
いており、地域を盛り上げたいと考えている。また、オ
リンピックも開催されスポーツへの期待が高まっている
中、さらに地域と連携していく必要もあると考えてい
る。
さらには、スポーツだけでなく、地域のまちづくりにとっ
て重要な役割になりたいと考えている。

FC東京から「スポーツとしての地域貢献は限界が
きており、次の地域貢献を課題に感じている」と
相談を受けていた。
FC東京が既にスポーツ振興で地域に貢献いただ
いていることは既知であるし市民も理解している。
ただ、地域経済にも市内業者との取引等にも浮
彫になっていないので、今回の事業でそういったこ
とが顕在化すれば、今後地域活性化の連携もで
きるようになるし、またそれを行う根拠にもなると考
える。



２．モデル事業の目的と流れ
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実施の流れ

ローカルベンチマーク
第1段階

STEP２
中核企業
との対話

STEP３
中核企業の周
辺企業との対話

STEP4
報告会

・地域未来投資促
進法とロカベンの説
明
・周辺企業の選定
・ロカベンを用いた
非財務の対話

・全2～3回でロカ
ベンの商流・業務
フローシート、４つ
の視点シートを活
用して対話

・訪問した各社を
一堂に会して対
話結果を報告

モデル事業における実施範囲

STEP１
企業の特定

STEP5
基本計画の
策定の検討

・地域未来投資
促進法における
基本計画を策定
の検討

・RESASによる地
域特性分析
・企業選定

ローカルベンチマーク
第2段階 基本計画策定に向けたとりまとめ

・第1段階で地域の特性を把握し、中核企業の抽出を行った。
・中核企業、その周辺企業という順で対話を行った後、一堂に会して報告会を実施
・その内容を踏まえ調布市においては、今後の対応を検討



３．ロカベン第１段階のとりまとめ
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STEP1 企業の特定（中核企業）

・RESASを用いて、調布市にくる人の流れを目的別に分析を行った。
・調布市では、休日に味の素スタジアムが目的地とされることが圧倒的に多い。



３．ロカベン第１段階のとりまとめ
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STEP1 企業の特定（中核企業）

・さらにRESASを用いて、調布市にくる人の流れを集積度合をみることで把握を図った。
・調布市では、味の素スタジアムに繋がるように京王電鉄、中央自動車道、国道20号線
沿いに流動人口が集積しており、味の素スタジアムが重要拠点となっている。



３．ロカベン第１段階のとりまとめ
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STEP1 企業の特定（中核企業）

・味の素スタジアムをホームスタジアムにしているクラブチームは2チームある。
・調布市はFC東京の株主にもなっており、市・地域としてクラブチームの応援を行っている。

J1リーグ所属
ホームタウン：東京都
株主：調布市、三鷹市、府中市、
小平市、西東京市、小金井市等
動員観客数：平均24、037名※

グッズ販売利益：4、900万円

J2リーグ所属
ホームタウン：東京都
株主：稲城市、多摩市、日野市、立川市
動員観客数：平均5、402名
グッズ販売利益：700万円

※デロイトトーマツ「Jリーグ マネジメントカップ 2016」参照

東京ヴェルディ1969ＦＣ東京



３．ロカベン第１段階のとりまとめ
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STEP1 企業の特定（周辺企業）

・中核企業（FC東京）を支える周辺企業の抽出を実施。選定基準は、①FC東京とし
て欠かせない取引先、②調布市と関連している企業（本社所在地、雇用等）

商号 業種 所在地 雇用 地域貢献

東京フットボールクラブ株式会社 FC東京の運営 ● ●
株式会社東京スタジアム 味の素スタジアムの運営 ●
東京ビジネスサービス株式会社 味の素スタジアムの清掃 ●
株式会社シミズオクト 味の素スタジアムの警備・物販販売 ●
株式会社 プロ・フィット スポーティング グッズの企画・販売 ●
株式会社オフィスショウ 競技場の芝整備 ● ●
株式会社ウィード 調布市のフリーペーパー発行 ● ●

連携連携

専門家
ロ
カ
ベ
ン
に
よ
る
対
話

商号

売上高

営業利益

従業員数

＜製品製造、サービス提供における業務フローと差別化ポイント＞
業務① 業務② 業務③ 業務④ 業務⑤

■実施内容 ■実施内容 ■実施内容 ■実施内容 ■実施内容 ■製品・商品・サービスの内容

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

■差別化ポイント ■差別化ポイント ■差別化ポイント ■差別化ポイント ■差別化ポイント ■どのような価値を提供しているか

＜商流把握＞

■社名・取引金額・内容等 ■属性（消費者・企業等）

※社名・取引金額・内容等

■社名・取引金額・内容等 ■属性（消費者・企業等）

※社名・取引金額・内容等

■選定理由

■選ばれている理由

■選定理由

■選ばれている理由

仕入先

当社

エンドユーザー

協力先 得意先

株式会社○○

5,250,128(千円)

36,500(千円)

40(人)

提供内容／顧客提供価値
商号

売上高

営業利益

従業員数

経営理念・ビジョン 市場動向・規模・シェアの把握

経営哲学・考え・方針等 競合他社との比較

顧客リピート率・新規開拓率

主な取引先企業の推移

顧客からのフィードバックの有無

経営意欲 従業員定着率

※成長志向・現状維持など 勤続年数・平均給与

後継者の有無 取引金融機関数・推移

後継者の育成状況 メインバンクとの関係

承継のタイミング・関係

企業及び事業沿革 組織体制

※ターニングポイントの把握 品質管理・情報管理体制

強み 事業計画・経営計画の有無

技術力・販売力等 従業員との共有状況

社内会議の実施状況

弱み 研究開発・商品開発の体制

技術力・販売力等 知的財産権の保有・活用状況

ITに関する投資、活用の状況 人材育成の取り組み状況

1時間当たり付加価値（生産性） 人材育成の仕組み

向上に向けた取り組み

　　　　　現状と目標のギャップ

課
題

対
応
策

株式会社○○

5,250,128(千円)

36,500(千円)

40(人)

①
経
営
者

③
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
・
関
係
者

②
事
業

④
内
部
管
理
体
制

現
状
認
識

将
来
目
標

対話内容の総括
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顧客提供価値

STEP２中核企業（東京フットボールクラブ）との対話

強みの源泉・差別化ポイント

・コンセプトは「強く、愛されるチーム」。ファンや地域の方に感謝している。
・地域に根差したクラブという大きな柱があり、 未来牽引企業に立候補したいと思っている

・FC東京というトップチームの試合運営を
通じた「ワンダーランド化」を推進しており、
ファンに対する「非日常空間」の提供を目
指して事業を運営している。
・ホームゲームの集客数は2位であり、年
間チケットの購入者からは、「（FC東京
の試合が）明日の活力を与えてくれる」、
「生活の一部となっている」との声を得てい
る。

・地域の方との接点を増やすため、ポス
ター貼り等は社長を含めた全社員で取り
組んでいる。
・周辺企業を巻き込んで、「おもてなしプ
ロジェクト」というファンサービス・顧客満足
度を向上させるプロジェクトの推進を行っ
ている。

４．ロカベン第２段階のとりまとめ
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４．ロカベン第２段階のとりまとめ

STEP２中核企業（東京フットボールクラブ）との対話

商号

売上高

営業利益

従業員数

＜製品製造、サービス提供における業務フローと差別化ポイント＞
業務① 業務② 業務③ 業務④ 業務⑤

■実施内容 ■実施内容 ■実施内容 ■実施内容 ■実施内容 ■製品・商品・サービスの内容

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

■差別化ポイント ■差別化ポイント ■差別化ポイント ■差別化ポイント ■差別化ポイント ■どのような価値を提供しているか

＜商流把握＞

■社名・取引金額・内容等 ■属性（消費者・企業等）

※社名・取引金額・内容等

■社名・取引金額・内容等 ■属性（消費者・企業等）

※社名・取引金額・内容等

■選定理由

■選ばれている理由

■選定理由

■選ばれている理由

選手獲得・強化 試合企画 チケット販売・広報 試合運営 普及・育成

・2013　強化のポイントを改定
　強く・人として愛されるために
　（フェアプレー,人間性向上，
　ファンサービスを重視）

・選手
・監督・コーチ
・強化方針

一般チケット購入者

手軽な金額で社会的な立場や世
代を超えて同じ空間や時間を多くの
観客と共有できる

ゲームによって生活に活力を与えてく
れる（勝敗だけでないものを得る）

ＳＯＣＩＯ会員（年間チケット購
入者）

・地域密着を重視
・地元６自治体が出資

・商店会
・スポンサー企業
・行政
・スポーツボランティア①F1販売で培った欧風なハイセンスさ

②ホームタウンの中心に位置
③味スタ専属のおもてなしパートナー
④スポーツ警備業界No.１
⑤スポーツターフの高い技術力・ノウハウで業界3指に入る

①プロ・フィットスポーティング
②東京スタジアム
③東京ビジネスサービス
④シミズオクト
⑤オフィスショウ

仕入先

当社

エンドユーザー

協力先 得意先

・原則，無料チケットを配布しない
（きっかけ作りとしてのチケットの配布のみ）
・商店会等地域へのポスター配布は委託せず，社
員が手配りしてコミュニケーションを図っている。
・ホームゲームのチラシ配布も社員が自ら駅頭にで
る。

東京フットボールクラブ株式会社

5,250,128(千円)

36,500(千円)

(人)

提供内容／顧客提供価値

・チケット販売（インターネット・コン
ビニエンスストア・チケットレス）
・チケット販売促進を含む広報（メ
ディア・インターネット・ＳＮＳ・ペー
パー・ポスター）

・スポンサーの協力による少年少女バスツ
アー（招待企画）の実施
・長期的視点で地域密着を掲げる
・ファンサービスの重要性
　（小平のキャンプでは選手と触れ
　　あえる時間）

・開催会場等
・マッチイベント
・演出
・青赤横丁（地域のハレの舞台も
　用意）

・非日常空間の提供
・ワンダーランド的な要素の提供

ＦＣ東京トップチームの試合開催

・アンダー世代における選手育成
・中学生からキャリアデザインを意識させる
（人としての心構え，プロとして子どもたち
に夢を与える）
・都内全域でのスクールの開催
・長期間に渡る学校・地域でのクリニックの
開催（年間200回程度開催）

・Ｕ-15，Ｕ-18チームの活動
・スクール開催（スクール生4,000
人）
・学校，地域におけるクリニック等の
開催

・会場スタッフは協力会社に至るまで「おも
てなしプロジェクト」を理解させる。おもてな
しリーダー配置。
・スタジアムのDJは英国人によるハイセンス
なもので。
・オーロラビジョンでリプレーは流さない。（ラ
イブ感を楽しんでほしい）

・設営
・警備
・交通
・飲食
・グッズ販売
・清掃
・マッチイベント等

商号

売上高

営業利益

従業員数

経営理念・ビジョン 市場動向・規模・シェアの把握

経営哲学・考え・方針等 競合他社との比較

顧客リピート率・新規開拓率

主な取引先企業の推移

顧客からのフィードバックの有無

経営意欲 従業員定着率

※成長志向・現状維持など 勤続年数・平均給与

後継者の有無 取引金融機関数・推移

後継者の育成状況 メインバンクとの関係

承継のタイミング・関係

企業及び事業沿革 組織体制

※ターニングポイントの把握 品質管理・情報管理体制

強み 事業計画・経営計画の有無

技術力・販売力等 従業員との共有状況

社内会議の実施状況

弱み 研究開発・商品開発の体制

技術力・販売力等 知的財産権の保有・活用状況

ITに関する投資、活用の状況 人材育成の取り組み状況

1時間当たり付加価値（生産性） 人材育成の仕組み

向上に向けた取り組み

企画はできる限り外注せず，社内横断的PTなどで検討（４万人プロジェクト等）
PTにより若い社員の人材育成にも資する

若い社員の発送も取り入れSNS発信（フェイスブック）
※一方で開催案内チラシの手配りも大切にしている。

東証の企業研修導入
社員研修を積極的に実施，外部研修の補助制度あり
研修成果は報告会などを実施しフィードバックする

②
事
業

発足当初，江東区の東京ガス練習場を本拠地に，西が丘競技場をメインスタジアムとしていた。その後
練習場を小平市に移転し，味の素スタジアムをメインスタジアムとした。
2002年小平市，西東京市，小金井市が株主になる。

④
内
部
管
理
体
制

地域活動を所管するホームタウン推進部3～4名体制。他チームは2名程度のため，差別化ポ
イントである。
さらに商店会等地域イベント，ポスター届け等は会社全体で対応。

ホームゲームの集客数は浦和についでJリーグ２位。年間チケットも9,500人に販売しており高水
準。地域密着で行政の応援度が高い（調布，府中，三鷹の順）。地域密着活動は２０年
積み上げており他を凌ぐと自負している。

2020ビジョン等について部長以上が一堂に会する会議で共有
月３回の三事業所会議（全体会議）でも共有

スクール事業は同業他社も増え今後苦戦が予想される。
1試合当たりの来場者数が停滞気味（2.6～2.7万人）
自前のスタジアムを持たないため（スタジアム借り上げ費，警備費の負担大→強化費に振り向けられな
い（Jリーグで７～８番目くらいか））

東京フットボールクラブ株式会社

5,250,128(千円)

36,500(千円)

(人)

①
経
営
者

サッカーはホームタウン制を採用しており，FC東京としても地域密着を大切に考えている。
地域密着という点でいえば，発足当初の出資自治体（調布市，府中市，三鷹市）を大切
にしつつも，広くオール東京で親しまれるチームとなるように，チーム名を市等に限定せずに「東
京」とした。当時市域を飛び越えたチーム名としては初。

③
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
・
関
係
者

東京は娯楽の多い土地柄，競合は東京ディズニーランド。
ヴェルディは地域密着をモットーとするFC東京とは違うため競合と捉えていない。
スクール事業はライバルに押されている。

10年後には創立30年となる。親子3代で応援してもらえるようにしたい。
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将来目標

STEP２中核企業（東京フットボールクラブ）との対話

課題・今後取り組んでいくこと

・強く、愛されるチームの輝き ①アジアで輝くための育成面の強化②Jリーグ、アジアの制覇
・FC東京ブランドの輝き ①FC東京ファミリーの拡大②スタジアム環境の充実
・ホームタウン東京（調布）の輝き ①地域コミュニティへの貢献②平均来場者数

４．ロカベン第２段階のとりまとめ

・安定した強さを発揮できるよう、クラブとしての基盤強化
・学校、地域単位で練習を見学してもらう等、選手と触れ合える特別な機会を設ける
・協力企業ともさらなる連携を高め、ホームゲームの魅力を磨く
・市、地域や協力企業と協力し、サポーター・ファンが試合前後にも楽しめる企画を行う
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FC東京から評価いただいている価値

STEP３中核企業の周辺企業（東京ビジネスサービス）との対話

選ばれるために独自で工夫している点

・味の素スタジアムの清掃を行っている
・FC東京との付き合いは今年で15年

・FC東京と当社の想いは一緒で「お客様第

一」。当社の金銭的な顧客ではないが、スタジ

アムよりは観戦でくるお客様を大切にしないとい

けない。味スタにまた来たいねと思って欲しい。

・社長を含めた全従業員で開場前に席を全て

拭いている。

・ゴミ箱の前に人を配置して、その場でゴミを受

け取る体制を整え、評価いただいたことがある。

・一度回収したごみを再度分類している。大型

イベントでは清掃会社というより、ゴミの分別業

みたいである。観客数が多い時には１週間か

けて分別を行っている。

・清掃の仕事は警備より夜が遅くなる。基本、

オールナイトになってしまうので若い男性が多い

が、身だしなみ・挨拶には気を使ってもらってい

る。

・極力、地元業者（調布市、府中市等）を

使うようにしている。

４．ロカベン第２段階のとりまとめ
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FC東京から評価いただいている価値

STEP３中核企業の周辺企業（プロ・フィット スポーティング）との対話結果

選ばれるために独自で工夫している点

・味の素スタジアムの隣に店を構え、FC東京のグッズの企画～販売を行っている
・2018年2月にFC東京とクラブスポンサー契約を締結した

・FC東京の1番店として物量と品揃えは自信

ある。選手グッズも全ての選手の品を揃えてい

る。

・マーチャンダイジングを盛り上げている

・FC東京とは長い付き合いであり、事情を精

通している、お客様とのつながりもある

・おもてなしプロジェクトに参加させてもらっており、

クラブ側が先生を呼んで、その講習に無料で混

ぜてもらっている。

・FC東京が困っている時には極力断らない

（例 今週末の試合急な出店依頼等）

・当社はFC東京の一番店として、チームにお

金を落とすという意向のため、基本的にはクラブ

経由から仕入れを行っている。

・商品のディスプレイや見せ方は工夫している

・小売の視点により「売れる」と思った製品を商

品企画・企画できることをアピールしたい。

・取引先とは柔軟な納期対応ができるよう、密

に連絡・フォローをしている。

４．ロカベン第２段階のとりまとめ
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STEP4 報告会

・訪問した各社を一堂に会して、調布市より対話結果を報告した

・FC東京が今後、地域中核企業として成長していく際に、取引先の協力・理解が必要不可欠である

ことを伝え、関係者間での今後の方向性についての相互理解の場とした。

・また調布市からは、1月に内部組織として「FC東京と連携したまちづくり等の推進に関するプロジェク

トチーム」というプロジェクトチームを発足し、市をあげた支援をしていくことを報告した。

５．まとめ
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STEP4 報告会

調布市内部では今回のモデル事業を受けて、FC東京と連携したまちづくりを、これまでのスポーツ振興

等という視点での連携だけでなく、「地域経済活性化」という新たな視点も盛り込み、長期的な連携

体制を構築するということを決定した。

５．まとめ

名称 FC東京20周年記念プロジェクトモデル事業前

モデル事業後 名称 FC東京と連携したまちづくり等の推進に関するプロジェクト

20周年事業
での連携

20周年事業
での連携

FC東京の来場者増
等の取組支援

地域経済活性化と
いう視点での連携

目的

期間 1年間

目的

期間 半永続
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STEP5 基本計画の策定

・今後、先月発足した「FC東京と連携したまちづくり等の推進に関するプロジェクトチーム」
において、未来牽引企業としての位置付け、基本計画の策定についても検討していく。

５．まとめ

成果2 周辺企業との相互理解

成果1 調布市にお
いてチームの発足
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５．まとめ

モデル事業を振り返って

①中核企業（東京フットボールクラブ株式会社）

・各周辺企業の想いや考えを認識でき、より一層、周辺企業との連携の必要性を痛感した。調布市で発足したプロ

ジェクトもロカベンがきっかけであり、今後このプロジェクトと連携して新たな取り組みに繋げていきたい。

・市が当社の価値を客観的な視点で認識できたことは大変よかった。クラブを様々視点で分析いただいたことが強み、

弱みを整理する機会となった。

②中核企業周辺企業

・ロカベンが企業の健康診断だけでなく、役所と企業が一体化するためのコンテンツとして役立つのは素晴らしいと思った。

・情報交換、コミュニケーションの場を設けて頂いたことは横のつながりができたので、大変有意義であり、今後もこのよう

な場を設けてほしい。

・周辺企業全社が地元に愛されるよう努力していることが分かった。
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５．まとめ

モデル事業を振り返って

③支援機関（調布市）

・各企業との対話の場面では、限られた時間の中で多くの情報を得ることが求められるため、ロカベンシートに対する知

識やヒアリングを行う上での重要なポイントに関する情報を備えた状態で臨むことが重要であると感じた。このため、とりわ

け行政職員によるロカベンの積極的な活用を目指すことを視野に入れた場合には、ツールを有効的に活用するための

研修や専門家からの支援が得られる等の対策が求められると考える。

・この事業を契機として、各企業とも連携して地域活性化に資する取組について話し合う場を設けていきたい。

・これまでの調布市とFC東京との連携の中で、クラブ側からの地域への貢献として認識していた分野とは異なる「地域

経済活性化」という視点での貢献について確認する機会となった。今後、「地域経済活性化」という新たな視点で連携

することが、企業・調布市の双方に取って有益な取組となる可能性を大いに感じている。

・一方で、調布市がFC東京を中核企業として支援することが、FC東京はもとより、周辺企業や地域経済へどのような

影響を与えるかを様々な角度から分析し、フィードバックすることが課題になってくると考えている。

④支援機関（多摩信用金庫）

・中核企業を軸として事業者や地域とのかかわりを整理できたので、よいきっかけになった。

・今回事例として取り上げられた事業者等だけでなく、もっと多くのプレイヤーを巻き込んで地域の活性化や個々の事業

者の成長につなげていきたい。
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５．まとめ

モデル事業を振り返って～自治体職員がロカベンを活用するにあたって～

支援した専門家（青木宏人先生）から

①自治体職員がロカベンを活用できるように工夫したこと

・事前にロカベンのヒアリングのポイントを専門家から説明した。

・毎回の支援終了後にヒアリング結果の振り返りと次回までにヒアリングすべきポイントをアドバイスした

・すべての支援が終了した後にロカベンツールを今後も活用するために必要なポイントについて説明した

②自治体職員がこの事業を通じてどこまでできるようになったか

支援企業の非財務への理解が高まったと感じる。また、商品・サービスを通じて提供している価値があるという視点が身についたと思う。さら

に、FC東京様とそのパートナーである企業様の強みを活かして、地域の魅力を高める課題解決の糸口が見えてきたと感じる。

③今後その他の自治体職員がロカベンを活用するにあたって何が必要だと思うか

・自治体、金融機関などに経営手法活用のポイントなどを指導する機会を設ける。

・我々支援者側がロカベンツールの成功事例などを作り、それを普及させることで、この経営手法を使えば「我々の目的や目標を達成でき

る」と思ってもらえるように努める。

・成功事例がある程度蓄積した段階からは、自治体や金融機関側が主導となり、成功事例の共有などを行い、ノウハウをブラッシュアップす

る機会を設ける。



21

５．まとめ

モデル事業を振り返って～自治体職員がロカベンを活用するにあたって～

支援した専門家（國谷真先生）から

①自治体職員がロカベンを活用できるように工夫したこと

・事業開始にあたり、ヒアリングに関するノウハウ集を作成し、それをもとに説明と質疑応答の場を設けた。

なお、ヒアリングのノウハウ集には具体的な質問内容を多く盛り込んだが、実際の事業において、すべてを参照して質問をすることは難しいと

想定されたため、全体として何に重点をおいて相手から引き出しをしていけばいいのかを別途イメージ図を渡して伝えた。

・また、全体的な重点ヒアリング項目について、質問そのものが目的化しないように、なぜその質問が必要なのか（質問によって相手から引

き出したいこと＝質問の意図）を併せて説明した。

・事業の中では、ヒアリング後に振り返りの場を設けて、課題の伝達と解決のための具体的なアドバイスを提供した。

②自治体職員がこの事業を通じてどこまでできるようになったか

・理解力、ヒアリング力（引き出し力）に長けた職員の方でしたので、飲み込みが早いと感じました。また、ロカベンツールそのものの理解も

早く、画一的な質問ではなく、相手に合わせた柔軟な質問の仕方、引き出し方を身につけられたと思います。

③今後その他の自治体職員がロカベンを活用するにあたって何が必要だと思うか

・ロカベンツールはあくまでも手段であることの徹底と、目的化させないために、ロカベンツールを支える理論的背景を専門家がやさしく解説す

る場を設ける必要があると考えます。
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