静岡 SA ふわっと体験教室 2014
実施結果報告書
2014 年 8 月
静岡 SA スカイスポーツ実行委員会
実行委員長
塩 坂 邦 雄
夏休みの 8 月 1 日から 3 日までの 3 日間、ふわっと体験教室を開催しました。今回は、
新たに熱気球を導入し、また、ハンググライダーふわっと体験をサービスエリア敷地内（臨
時駐車場）でおこなうなど、新たな試みを加え、3 日間で延べ 602 名のみなさんにご参加
いただくことができました。お集まりいただいた体験者のみなさんに御礼申し上げるととも
に、ご後援いただいた静岡県、静岡市教育委員会および JHF に心より御礼申し上げます。さ
らに、実行委員会メンバーおよびスタッフのみなさんに重ねて御礼申し上げます。
また、今回の参加者のうち 141 名のみなさんにアンケートに答えていただくことができ
ました。ほとんどのみなさんが初めての体験に満足され、
「もう一度やってみたい」と思われ
るほか、多数の方が「自分で飛べるようになりたい」と答えてくださっています。この結果
から、スカイスポーツへの関心の高さと参加者の満足度を確認することができ、スカイスポ
ーツの裾野を広げたいという私たちの目標のひとつは確実に成果を上げつつあります。
しかしながら私たちの最大の目標は、静岡 SA をスポーツ・アウトドアの拠点として盛り
上げ、さらには静岡市中山間地域（オクシズ）の地域振興を図ることです。アンケートから
も、静岡 SA の課題やオクシズへの要望などもくみ取ることができました。今後とも、静岡
SA、オクシズの振興に向けてさらなる努力を続けて参る所存です。
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実 施 結 果

1．

実施日

2．

開催場所

2014 年 8 月 1 日（金）～8 月 3 日（日）9：00～16：00
熱気球は 8 月 2 日、3 日（朝・夕）のみ
静岡市飯間 静岡 SA 下り線 ETC 前広場

静岡市街および上り線より

案内所

ハングふわっと会場

NEOPASA 下り線

総合受付・トイレ

トイレ

ドッグラン

会場広場
下り線スマートインター

3．

参加者数

延べ 602 名

開催日 熱気球 ハング
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パラ
1
9
8
18

合計 備考
28 平日、熱気球なし
238 気球夕凪コース中止
336
602

4．

実施内容

（1） ハンググライダー・ふわっと体験
ハンググライダーとは、金属パイプで翼の形が作ってあるグライダーで、パラグラ
イダーより高速で長距離を飛行できます。初心者向けのハンググライダー・トーイン
グ方式は、グライダーの両端にワイヤーを張り、スクーターのエンジンでグライダー
を引っ張ります。ワイヤーにつながっているため、高く飛び上がることなく、レール
の上を走るようにスムーズにフライト体験ができます。

ハンググライダー・トーイング方式模式図
（2） マウンテンバイク（MTB）教室
マウンテンバイク（MTB）とは、荒れ地や山岳地帯での走行に対応した自転車です。
軽量性・耐衝撃性に優れることから、最近は舗装路でも広く利用されています。今
回は、初心者向けにマウンテンバイクの乗り方、扱い方講習をおこないます。
（3） ノルディックウォーキング教室
ノルデッィクウォーキングは、1930 年代にフィンランドで始まったとされ、ス
キーのストックのような形をした専用ポールを手に持ち、上半身の筋肉を使いなが
ら歩くトレーニング法です。今回は初心者向けに、ポールの扱いや歩き方の基本講
習をおこないます。
（4） パラグライダー・タンデムフライト
パラグライダーとは、パラシュートの変形で、布とひもだけでつくられたもので、
上昇気流を受けて空中を滑空します。このため、“パラ”+“グライダー”と呼ばれ
ます。タンデムフライトは、パイロットがお客を乗せて飛ぶ二人乗りの飛行です。
熟練のパイロットがご案内しますので、初めての方でも安全に、安心して大空を飛
ぶことができます。
安全のため、雨天時や風速 6m 以上の強風時にはフライトを中断・中止します。
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（5） 熱気球体験
熱気球は、暖めた空気の浮力を利用して飛行する気球です。バルーンに取り付けた
ゴンドラに乗るだけで、簡単に空中体験ができるシステムとして各地のイベントで
もてはやされています。
熱気球は専門業者に委託し、専門のパイロットの操縦により運行します。気球は、4
台の車両をアンカーとして、ロープでつなげた「係留方式」で実施しますので、30m
以上上昇することはありません。また、会場は新東名本線から 100m 以上離れてい
ますので、風に流されても本線に影響を及ぼすことはありません。なお、風速 5m
以上の強風時には運行を中止し、安全には十分の配慮を図ります。
使用機体は 7～8 人乗りで、1 時間に 60～80 人程度体験可能です

熱気球基本レイアウト

25m

現在の高度 25m 搭乗者の視線

ナイター照明 20m

20m
ロープがたるんでいるのでもう少し上がります

50m
50m

50m×50m のスペースは立ち入り禁止
５． 実施結果
（1）8 月 1 日（金）
夏休み期間中とはいえ、平日とあって客足は伸びず、午前中にパラ・タンデムの予約
者 1 名、ハングふわっと希望者が 16 名訪れたにとどまり、MTB、ノルディックもハ
ング体験者の一部が訪れた程度でした。昼過ぎからは客足はぱったりと止まり、各種目
とも開店休業状態でした。
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（2）8 月 2 日（土）
この日は朝 6 時より熱気球開始。6 時前あたりから来訪者が続き、
一時は受付が混乱。
しかし、熱気球の運航はスムーズに続き、8 時過ぎまでの 2 時間あまりで 128 名が搭
乗。みなさん大満足の様子で、いったんサービスエリアや自宅に引き上げ、9 時からの
他種目の開始に備えていました。
9 時前あたりから、サービスエリアで待機していた体験客が押し寄せ、ハンググライ
ダーの予約は満杯に。長時間待ちのお客が MTB やノルディックの体験に回り、こちら
も午前中の早い時間帯は大混雑しました。しかし、昼前にはそのほとんどが一巡し、昼
過ぎからの来訪者はあまりなく、この日はハング 64 名、ＭＴＢ18 名、ノルディック
19 名という結果でした。また、パラ・タンデムは 9 名の予約があり、3 名のパイロッ
トが 3 回転と、こちらも大盛況でした。
なお、
この日は午後 3 時過ぎから風が出始め、4 時過ぎにはさらに風が強まったため、
午後 4 時半、熱気球の夕凪コースは中止と決定しました。
（3）8 月 3 日（日）
午前 5 時過ぎに小雨がぱらつき、熱気球の開始が危ぶまれましたが、5 時半過ぎには
雨も上がり、6 時の開始時には虹も出るなど熱気球びより。小雨の影響で出足は鈍かっ
たものの、午前 7 時過ぎには続々と体験者が集まり、午前中のコースには 106 名が搭
乗。ハング、MTB、ノルディックもひっきりなしに体験客が訪れ、講師・スタッフは昼
食を取る間もないほどの忙しさ。午後 1 時過ぎにようやく客足が途絶え、昼食休憩。そ
の後もぽつり・ぽつりと来客が続き、この日の体験者数はハング 87 名、MTB39 名、
ノルディック 33 名。パラ・タンデムは、11 名の予約があったため、4 人のパイロッ
トで 3 回転を予定していましたが、昼近くから風が悪くなり、2 回転、8 名で打ち止め
となりました。
なお、熱気球夕凪コースは午後 4 時からスタートしましたが、5 時半過ぎ、風が強く
なってきたため中断。しかし、日曜の夕方で、それ以後の来訪者はなかったため、その
まま中止。来訪した 63 名には全員体験してもらうことができました。
（4）総 括
・夏休みとはいえ平日はやはり客足が鈍ります。平日のイベントにはさらなる工夫が必
要と思われます。
・熱気球の集客力は絶大なものがあります。一般の方には、ハング・パラより、熱気球
の方が、よりとっかかり易いものと考えられます。ただし、風が強いと中止になると
いうハンデがあるため、強風時の代替措置などを考えておく必要があります。
・ハング・MTB・ノルディックなども、来訪者が集中すると待ち時間が長くなります。
特に、小さい子ども向けに、待ち時間対策を考える必要があります。
・学校へのチラシ配布はかなりの効果を上げましたが、静岡市外への広告工夫が必要と
考えられます。
・ふわっと教室の模様を参加者の金原二朗さんがすてきな映像に仕上げてくれました。
キミノ・ヒトミ https://www.youtube.com/watch?v=1cwYzXsVAzY
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6． 実施風景
熱気球

ハンググライダー
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MTB

ノルディックウォーキング

パラグライダー
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７． アンケート結果概要
（1） 属 性
① 今回は家族全員で熱気球を体験するケース
年齢
が多かったので、家族全員にアンケートに答
えていただいた。やはり、30 から 40 代の
親御さんと子どもというケースが多いが、
中・高校生、大学生などの参加も見られた。
② 静岡市内からの参加が 8 割、県内他市町が
18.4%と、他県からの参加者はほとんど見
られなかった。
（2） 感 想
① 熱気球が過半数を占め、そこに参加した人がハング、MTB、ノルディックなど複
数体験していくケースが多かった。熱気球の集客力は予想以上の効果があった。
② 「大満足」
、
「よかった」を合わせると 98.6%と、ほぼすべての方に満足いただけ
た。
③ 今後の参加は、「必ず」、「ぜひ」を合わせると 8 割が次回の参加も希望している。
④ 「自分で飛べるようになりたい」17.7%、「高高度を飛んでみたい」28.4%と、
ほぼ半数が積極的。
「もう一度やってみたい」を含めると、9 割以上が高い関心を
示した。
体験種目

スカイスポーツへの取り組み

（3） 関連事項
① 今回参加者のうち、新東名利用者は 23.4%。市外客は 19%なので、市内でも静岡
IC から静岡 SA という利用がされていたことが分かる。
また、静岡 SA 利用経験は、
2/3 が「よく使う」または「たまに使う」と回答しており、東名を利用しない人も
静岡 SA を使っていることが分かる。逆に、
「めったに使わない」29.8%、
「今回が
初めて」3.5%などが、静岡 SA の課題。
② 静岡 SA への要望としては、6 割近く「イベントの充実」を上げており、これらが
活性化の鍵と考えられる。
③ オクシズについては、
「よく知っている」
「聞いたことがある」が 7 割、
「よく行く」
「年に 1～2 回」が 44%程度と、認知度、訪問率ともに前回より向上した。
④ オクシズへの要望としては、「観光・イベント情報」が約 50%と高いが、
「施設の
情報」
「交通アクセス整備」
「自然や動植物の情報」
「トイレの整備」などのニーズも
高い。
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参考

静岡 SA ふわっと体験教室 2014
参加者アンケート 集計結果
2014 年 8 月
静岡 SA スカイスポーツ実行委員会
ふわっと体験教室 2014 は、8 月 1 日から 3 日の 3 日間で延べ 602 名の方に参加していただくことができました。
うち、
141 枚のアンケートを回収しました。
１． 属 性

年齢

① あなたの年齢は
小学生以下が 20%と少ないよう
ですが、今回は親子で熱気球に参加
するというケースが多かったため、
家族全員にアンケートに答えてい
ただいた結果です。30 代から 40 代
の親御さんと子どもさん、というケ
ースが多かったようです。また、今
回はわずかですが、中・高校生、大
学生などの参加も見られました。
② 性別
女性が約 6 割と、男性を圧倒。特に熱気球は、尻込みをするお父さんを写真係に

性別

して、お母さんと子ども達が乗り組むというケースもよく見られました。
③ 参加メンバー
今回は友人との参加が約 3 割と多かったのが特徴的でした。特に 20 代、30 代の
若い層で、友人と連れ合って参加するグループが見られました。
④ 居住地
静岡市内が 8 割、県内他市町が 18.4%、県外からの参加者は 0.7%にとどまりました。県外からの参加者は、
大阪府の方でした。
参加メンバー

居住地
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⑤ どこでこの情報を知りましたか

情報源

今回は小学校などに配布した
パンフレットの効果がかなりあ
ったようで、
約 3 割の方がポスタ
ー・チラシと回答しました。
また、
友人からの紹介という回答も多
く、口コミの効果も高いようです。
インターネットも 17%と情報源
として定着していることを示し
ています。
２． 感 想
① 体験種目

体験種目

熱気球が過半数を占め、ハングふわっ
と、MTB、ノルディックウォーキング
など、複数種目を体験された方がほと
んどでした。熱気球の集客力は絶大な
ようです。
② 満足度
大満足 66%、よかった 32.6%と、ほ
ぼすべてのみなさんにご満足いただけ
ました。
③ 料金
妥当が 53.2%と半数を占め、安い 33.3%、高い 4.3%という結果でした。
満足度

料金

今後の参加

④ 今後もこんな機会があれば参加したいです
か？
必ず参加が 13.5%、ぜひ参加が 66.7%と、8
割以上が次回も参加したいと考えていること
が分かりました。
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スカイスポーツへの取り組み
⑤ スカイスポーツへの取り組み
自分で飛べるようになりたい
17.7%、高高度を飛んでみたいが
28.4%と、約半数が積極的な取り組み
を希望しています。もう一度やって
みたいの 45.4%を含めると、9 割以上
がスカイスポーツに高い関心を示し
ていることが分かりました。

新東名の利用

３． 関連事項
① 今回会場に来るのに新東名を利用しまし
たか？
新東名の利用者は 23.4%。静岡市外か
らの参加者は 2 割弱なので、静岡市内の
方でも、静岡 IC から静岡 SA へという
利用の仕方もあったようです。

静岡 SA の利用

② 新東名静岡サービスエリアの利用状況
よく使うは 7.1%と少ないですが、
たま
に使うが半数以上の 56.7%。今回東名を
利用しなかった人も多数静岡 SA を利用
たことがあることが分かります。なお、
めったに使わない 29.8%と今回が初めて
の 3.5%が、静岡 SA の今後の課題でしょ
う。

③ 静岡サービスエリアへの要望（重複回答）
静岡 SA への要望としては、58.2%と回答者の約 6 割がイベントの充実を上げています。今後静岡 SA を盛り
上げていくためには、イベント等を充実させていくことが効果的と考えられます。

静岡 SA への要望
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④ オクシズ（奥静・静岡市中山間地域）という言葉をご存じですか
よく知っている 27.7%、聞いたことがある 41.8%と、認知度は 7 割近くに上がっています。今回は市内の方が
圧倒的に多かったということもありますが、
「オクシズ」の認知度も上がりつつあることがうかがえます。
さらに、市外・県外の方々にもオクシズ知ってもらえるよう、私たちも協力したいと思います。
⑤ オクシズエリアの訪問経験
よく行く 17%、年 1～2 回が 27.0%と、半数近くが比較的オクシズに親しんでいることが分かりました。これ
も前回に比べるとかなり向上しています。

オクシズ知っていますか

オクシズ訪問歴

⑥ オクシズへの要望
（重複回答）
観光イベント情報等への要望が 51.13%と高くなっているほか、施設情報、アクセス整備、自然や動植物の情
報、トイレの整備などのニーズが高くなっています。
特にオクシズ地域にとっては、交通アクセスの整備と、豊かな自然や地場産品を活用した地域・自然体験プロ
グラムなどの開発が望まれます。

オクシズへの要望

参加者アンケート 集計結果
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