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補助事業者名0392021P-整理番号

別紙　JKA補助事業　　2021年度　事前計画／自己評価書（４／５）

項番 1
総事業
項目数 1

「UCIGFWSニセコクラシック2021」競技大
会

事業項目名
一般社団法人HOKKAIDO
EVENTS

(1) 事前計画
(2/5)記載の「補
助事業の直接
的な目的」を踏
まえた、事業全
体についての

意見・所感

全体的には、本事業を通して、引き続き事業を継続する土台をより強固に出来たものと考えている。コロナ感染症の影響による大会中止を受け、当初予定していた通りの観
光催事としての開催はできなかった。しかしながら、その中で差し替え開催したバーチャル企画により、これまで培ってきた大会の影響力を単純に維持するだけでなく、それ
以上の新規海外在住者からのリーチやPRなど、翌年に繋がる形を残した上で年度事業を完遂できた部分は、明確な成果となる。

事業実施体制：（一社）北海道イベンツ事務局構成：代表理事：今野一彦（行政調整）事務局長：前田和輝（許可申請、競技連盟調整）総務担当・福澤めぐみ（総務、
経理管理） 営業担当・田村弘彰（協賛社営業、協力団体フォローアップ）広報担当：前田健人・長井聡（プロモーション、マーケティング活動、大会実施報告）インバ
ウンド担当：Ben Kerr（訪日外国人フォローアップ）協力体制：星川和章税理士事務所・星川和章（会計管理）司法書士法人ミナカムイ・吉田聡（法人監査）北海道自
転車競技連盟・勝見洋一（競技運営管理）
総務担当者のみ年度の途中で変更になった。バーチャルライドの参加者からは海外在住者も多く、フィジカルなイベントでは参加が困難な地域への訴求も出来た
為、計画通りの実施が出来た。

採点

4

事業の
成果・
波及

［達成値］ ［達成状況］

事業の
発展性 ２回目の自己評価時に評価してください。（評価様式は別用紙になります。）

採点

事業の新
規性また
は継続の
必要性

当大会は、観光分野で「ニセコブランド」を確立した当地域にUCIブランドを誘致したことで、他の国内自転車競技大会とは一線を画すものとして高く注目され、継続
されてきたが、新コロナ感染症の影響で2大会連続（2020年-2021年）で中止となった。
地域観光産業もこれまでの実績を覆す程の被害を受け続けているが、2022年度のアフターコロナへの立て直しを図る中、当大会は地域密着型国際イベントとして、
また、地域観光産業の活性化を図るうえでのキーコンテンツとして、今後も継続していくことを国内外へ広くアピールする必要がある。
2022年2月7日-3月7日の期間、開催したバーチャルライドは、そんな現状の中で最大限のアピール効果となった。

採点

4

①～③は大会を中止したことにより、実績の測定が出来なくなった。
④については、エントリー数１０００名を見込んでいたイベントでありながら６０００名以上の参加者となり、その
影響力の高さが伺えた。

［具体的内容］ 採点

①公式HP/11回
SNS/89回　計100回
②５３００枚
③１５００部
④実施報告書…中止
により報告書なし

①１０００%
②１００％
②１００％
④測定不能

①イベント開催様式や日時変更のため様々な伝達事項、告知事項が多く、発信は多くなった。
②、③…エントリー者にもプログラムを発送する事で、当初予定していた箇所へと配布する事が出来た。
④ 5

4

競輪・ｵｰ
ﾄﾚｰｽ補
助金によ
る事業で
あること

［達成値］ ［達成状況］ ［具体的内容］ 採点
①公式HP/11回
SNS/89回　計100回
②５３００枚
③１５００部
④新聞社１社、自転
車専門誌3社、地域
DMO１社　合計５社
⑤実施報告書…中止

①１０００%
②１００％
②１００％
④５０%
⑤測定不能

①～③、⑤前述の「事業の実施結果」は全て補助金による事業である事を併記した物であったため、前述の
通りの内容となる。
④大会中止による影響で、情報媒体からの実績拡散は見込みから大幅に減少した。 5

4

ANA NISEKO CLASSICは、日本国内のアマチュアロードレーサーにとって、最高峰のレースであり、鍛錬の成果を発揮する舞台である事。

①評価の実施体制／大会終了後の実行委員会において、大会会長（倶知安町長）を中心に関連町観光課（倶知安町、共和町・蘭越町・ニセコ町）北海道後志総合
振興局環境生活課、北海道警察、日本自転車競技連盟、宿泊事業者、協力団体）より総評を頂く予定だったが、大会中止・コロナ禍の為、開催なし。行政・大会関
係者へのヒアリングのみ実施し総評を頂く ②評価の具体的な方法、手順／大会中止および計画変更バーチャルイベント開催、JKA補助事業周知に係る評価や効
果について各担当者へ個別にヒアリングを実施。 ③自己評価結果の公表方法／評価結果を公式HPにて公開

採点

（b）　総合評価 総合
評価点

改善すべき点…コロナ禍による減収。それに伴いバーチャルイベント開催に対し、予算の兼ね合いから告知が弱くなった。
優れている点…UCIグランフォンドワールドシリーズとしてのブランディングの維持と今後への継続。
課題…コロナ禍で落ち込んだ参加者、協賛社の確保。

　●(a) 個別項目の評価から実施状況等を振り返り、事業全体を評価してください。

(2) 優れている
点・課題、改善

すべき点

(3) その他、ア
ピールしたい

点、是非知って
もらいたい点

 (5) 自己評価の
体制

(4)
情報
発信

事業の
実施
結果

［達成値］ ［達成状況］

5

①～③は大会を中止したことにより、実績の測定が出来なくなった。
④３つのコースを展開したバーチャルイベントであったが、当初見込んでいたエントリー者/１０００名に対し、実
際は完走者/１８５０名という大きなプラスであった。また、事前に明確に設定していなかった海外参加者比率
であったが、実際はエントリー者の９７%が海外からであり、海外への影響力に対し、国内への告知という課題も
同時に生じた。

5
①中止により実績なし
②中止により実績なし
③中止により実績なし
④フィニッシャーズ（３区間
完走）約１,８５０名/海外参
加者人数６０００名以上

①測定不能
②測定不能
③測定不能
④５００%以上

実施計
画

・体制

事業の
実施
結果

［達成値］ ［達成状況］ ［具体的内容］

①測定不能
②測定不能
③測定不能
④６３０%

［具体的内容］ 採点

4

(2) 事業内容

4 月 28 日 作成者 前田和輝2022

【事業費】

５．補助事業の自己評価 作成日 年

コロナ感染症によりANAニセコクラシック2021年大会開催を断念。
代替イベントとして、インドアサイクリングアプリ「ROUVY」を活用しバーチャルサイクリング体験及び、映像の情報発信を「ANA Niseko Classic Virtual Challenge」イベントとし
て行うため変更。 実際にニセコエリアのコースを撮影し、その映像を使ってのバーチャルサイクリングを計画変更の通りに実施した。
〇開催時期：2022年2月7日（月）～2022年3月7日（月）
〇参加資格・インドアサイクリングアプリ「ROUVY」アカウント保持者・室内用トレーニング機材「スマートトレーナー」所有者
〇コース：　①スタート：倶知安町／ヒラフ第一駐車場・フィニッシュ：共和町／神仙沼・距離：33.1km・獲得標高：886m　②スタート：蘭越町／豊国橋・フィニッシュ：ニセコ町／

(3)
達成
目標

採点

①中止により実績なし
②中止により実績なし
③中止により実績なし
④エントリー約６３００名

（a）　個別項目評価

　●個別の評価項目について、事前計画／自己評価書（３／５ ①②）　４．事前計画　に対する達成状況等を把握し、分析・評価してください。

(1) 受益者
（ニーズ）

（直接的受益者）バーチャルサイクリング体験に触れる全ての参加者・関係者・当大会に興味はあったが実際に参加した事の無かったライダーからのニーズは見込
み通りであり、目論見通りの達成だったと言える。
（間接的受益者）地域商工・観光の実質的流動とは関係が無かったが、地域の事業所の間で話題となり、反響自体はそれなりにあった。
（ニーズ）複数の自治体が関係する広域連携事業としての側面と、当地域の夏期ツーリズム盛り上げによる地域事業所活性化の側面、またコロナ後の地域再興に向
けて官民双方からの強いニーズは健在であった。バーチャルで初体験した、新たなライダー層からのニーズもあった。
以上の事から、間接的受益者の一部以外は達成状況は計画通りに良好であった。

採点
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 (7) その他

項番 1
総事業
項目数 1

 (1) 経費
今回の阻害要因には外力が大きく作用しており、事務局の判
断や調整で乗り越えられるものでは到底ありえないものであ
る。という前提ながらも、大会の維持/継続に向けたアクション
を行い続ける柔軟性と心構えの重要さはコロナ禍だからこそ培
えたものである。
 
(4) 実施期間
フィジカルな大会を開催に向けて調整する様々なノウハウは、
コロナでなければ構築出来なかったものである。また、フィジカ
ル→バーチャルにイベントの様式を変更するなど、今後のリス
クマネジメントに向けた成果となる。

内
部
要
因

b. 対応、今後この分析結果をどう活かすか。

（c） 事業の促進・阻害要因の自己分析

● 事業の目標達成を促進した、あるいは阻害した要因について、「要因分類」 (1)～(15)の「促進」または「阻害」欄に「＊」を記し、
　　要因の内容を a 欄に、阻害要因への対応あるいは今後この分析結果をどう活かすかを b 欄に、それぞれの要因分類の番号
　　(1)～(15)を付して、具体的にご記入ください。

● 促進または阻害要因が無い場合には、(16) の欄に「＊」を記してください。

整理番号 2021P- 039 補助事業者名
一般社団法人HOKKAIDO
EVENTS

事業項目名
「UCIGFWSニセコクラシック2021」競技大
会

別紙　JKA補助事業　　2021年度　事前計画／自己評価書（５／５）

事業の促進・阻害要因の自己分析
要因分類

(8) 受益者の規模・ニーズ
大会中止に伴い、「開催によるニーズ」は完全に発生しなかっ
た。バーチャルによる地域PRも、開催によるものより規模が減
少したと言わざるを得ない。

(9) 実施体制以外の団体等の協力・支援
大会開催の２週間前の中止判断だった事から、ほとんど開催
に向けた調整を済ませていた状態であったが、厳しい状況下
での開催に向けた動きだったからこそ、却って支援/協力を強
くしてくれる団体や事業所もあった。

(8) 受益者の規模・ニーズ
事務局側で覆せない要員での中止に対し、この問題はやむを
得ないという大前提があったが、事務局の信用を損なうことな
く次年度に向けて走り出す土台は維持できた。

(9) 実施体制以外の団体等の協力・支援
事務局側で覆せない要員での中止に対し、この問題はやむを
得ないという大前提があったが、事務局に対する期待や支援
などは実感を通して事業を進める推進力となった。

 (2) 実施体制
  (人員、関係機関
   の協力等の確保)

 (3) 資材調達
  (事業実施に必要
   な物資等の確保)

＊
 (4) 実施期間
  (事業終了までに
   要する期間)

 (5) 事業運営のノウ
   ハウ (進捗管理、
   資金管理等)

 (6) 設計仕様の
　　変更 (主に建築)

外
部
要
因

＊

＊

 (10) 関連法制度
    の変更

 (11) 利害関係者
    (受益者以外)の
    要望への対応

 (12) 災害の発生
    (地震、洪水等)

 (13) 同様の技術
    開発

 (14) 競合するサー
    ビス・事業の出
    現

 (15) その他

 (16)　特になし

【事業費】

促進 阻害 a. 促進または阻害要因の具体的な内容

＊

 (1) 経費
コロナ感染症の影響で大打撃を受けた世界経済に倣い、これ
まで当地域で主力であった観光関係社からの協賛金が軒並
み減少した。さらに、コロナ禍での移動制限による物理的な移
動の障害からも参加者のニーズも一時的に減少しており、運
営の収支に大きく影響している。

 (4) 実施期間
コロナ感染症の影響で大会を６月から９月に延期し、さらにそ
の後中止となった。

 (8) 受益者の
    規模・ニーズ

 (9) 実施体制以外
    の団体等の協
    力・支援

 (1) 経費


