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大阪市スポーツ振興計画「スポーツ 施策の事業展開」における目標及び３つの方針の進捗状況と課題（総論） 

目標達成状況 

スポーツ実施率 65％をめざします 

○スポーツ実施率（週１回以上）は 40～50％台で推移。目標や全国平均を下回っている。 

○年代別にみると、実施率が低かった現役世代のスポーツ実施率は向上（特にＲ２）。スポーツ人口のすそ野は

広がりつつある。一方、運動・スポーツをしていない人も一定割合見られ、二極化が改善されていない。 

〇市民アンケートによると、市民の過半数の人がスポーツへの興味・関心は高まっていない。 

・みるスポーツ（直接観戦率）：約１～３割、ささえるスポーツ（ボランティア実施率）：約１割 
 

方針１ スポーツによる健康増進  

～ 身体活動量を稼ぐ～ 

Ⅰ．あらゆる世代でスポーツ参画人口を拡大 

Ⅱ．スポーツによる健康寿命の延伸 

○いずれも全国平均を下回るが、多くの年代でスポーツ実施率は上昇、健康寿命は延伸、子どもの体力も向上。 

○「スポーツスタートアップ事業」など、スポーツ実施率の低い 30～40 歳代の女性や子育て層への戦略的なア

プローチを展開してきたが、次の一歩として、ターゲットを明確にした事業展開や情報発信のほか、健康づく

りに取り組む企業の普及・促進など、長期的な視点での戦略的なアプローチが必要。 

 

強化：「ライフスタイル別取り組み」「健康づくりに取り組む企業の促進」「スポーツ情報の発信」 

方針２ スポーツによる都市魅力の向上 

～スポーツ参画人口を稼ぐ ～ 

Ⅲ．ゴールデン・スポーツイヤーズを契機とし

た機運の醸成 

Ⅳ．スポーツを通じた国際交流・人材育成・発

掘 

○大規模競技施設の集積、競技団体とのネットワークなどを活かし、国際大会等の大規模大会の招致・開催を進

めており、大阪マラソンなど認知度や観戦率の高い大会がある一方、その他の大会においては 1 割以下の認知

度、観戦率となっており、「スポーツへの興味・関心」の高まりにつながっていない。 

○コロナ禍での課題や制約も多い中、東京オリンピック・パラリンピック等開催に向けた機運醸成、国際交流や

人材育成を進めており、開催後も継続してレガシーの創出を図っていくことが重要。 

○「大阪マラソン」や「大阪城トライアスロン」の更なる魅力向上・発信とともに、これらの大規模スポーツイ

ベントを活かしたスポーツツーリズムの展開や情報発信が必要。 

○トップアスリートのパフォーマンスを、最高の条件で「みる」機会を提供できるよう、大規模競技施設のポテ

ンシャルを維持し、新たなスポーツ大会の誘致、イベント開催など都市魅力の向上に向けた取り組みが必要。 

 

強化：「大阪マラソンの進化」「スポーツツーリズム」「スポーツ施設の魅力向上」 

 

方針３ スポーツによる地域・経済活性化 

～ソーシャル・キャピタルを稼ぐ、 

スポーツ産業で稼ぐ～ 

Ⅴ．スポーツによる地域活性化・地域の一体感

の醸成 

Ⅵ．スポーツによる経済の活性化 

○「舞洲プロジェクト」をはじめ、民間団体や地元プロスポーツチーム等と連携して、地域スポーツの振興を進

めているが、市民の「スポーツへの興味・関心」の高まりにつながっていない。取り組みの内容や成果などの

戦略的な情報発信や、活動の発表・情報交換の場・機会づくりなど、スポーツを通じた人と人のつながりづく

りも必要。 

○民間団体や企業、関係機関と連携した、スポーツによる経済活性化（スポーツ施設のプロフィットセンター化、

プロスポーツチームとの新事業の開拓、他産業とのビジネスマッチング）はまだ検討段階で、今後の展開が重

要。 

○市内に集積する大規模競技施設においては、試合のない日でも賑わいを創出する拠点として様々なコンテンツ

を提供するなど、スポーツ施設を活用した地域のまちづくりをめざした取り組みが必要。 

 

強化：「地域×スポーツによるまちづくり」「スポーツ施設を活用した地域活性化」 

 

全体のまとめ 

○民間団体や関係機関等と連携しながら、様々な取り組みを進めており、一定の効果がみられる一方で、単発で

終わるなど、市民のスポーツ活動等の継続性や発展、全市への広がりなどにはうまくつながっていない。 

○関係機関や事業間の連携などにより、相乗効果を生みだす戦略が必要。 

○進んでいない取り組みもみられ、取り組みの効果を測る指標等の設定（事業効果の検証）が重要。 

○2025 年大阪・関西万博の開催、さらには万博後にめざす「いのち輝く未来社会」の実現に向け、スポーツを

通して生きる喜びや楽しさを感じ、ともにいのちを高めていく共創都市をめざした取り組みを行う。 

 

次期目標：方針１ スポーツによる健康・いきがいづくり 

       「ライフスタイル別取り組み」「健康づくりに取り組む企業の促進」「スポーツ情報の発信」 

    方針２ スポーツによる持続可能で活力あるまちづくり 

    「大阪マラソンの進化」「スポーツツーリズム」「スポーツ施設の魅力向上」 

    方針３ 人と人がつながるスポーツコミュニティづくり 

「地域×スポーツによるまちづくり」「スポーツ施設を活用した地域活性化」 
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大阪市スポーツ振興計画「スポーツ 施策の事業展開」における目標及び３つの方針の進捗状況と課題（総論） 

数値目標 
実績値 

目標値 進捗状況と課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

週１回以上運動・スポーツ

を 実施する成人の割合 

 
 
（出所） 

大阪市市政モニター・民間ネ

ット調査、スポーツ庁調査 

49.4％ 

 

 

 

全国

51.5％ 

39.2％ 

 

 

 

全国

55.1％ 

44.4％ 

 

 

 

全国

53.6％ 

52.6％ 

 

 

 

全国 

59.9％ 

民間ネット 

調査中 

65％ 

 

 

 

全国 

65％ 

スポーツ実施率（週１回以上）は、40～50％

台で推移。 

Ｒ２は、新型コロナウイルス感染拡大によ

る行動変容も影響して、全国的にも特に実

施率が低かった年代のスポーツ実施率が大

きく増加している。 

方針１ スポーツによる健康増進 

身体活動量 24 メッツ時/週

以上（厚生労働省健康づく

りのための身体活動基準） 
（出所） 

市民の身体活動量について

のアンケート調査 

男 50.0％ 

女 38.0％ 
－ － － 

民間ネット 

調査中 
― 

※ネット調査中 

小学生（５年生）及び中学

生（２年生）の体力合計点

の平均値 
（出所） 

全国体力・運動能力、運動習

慣等調査 

52.79 点 

54.58 点 

41.00 点 

49.27 点 

52.80 点 

54.45 点 

41.72 点 

50.14 点 

52.53 点 

54.47 点 

41.04 点 

50.13 点 

未実施 調査中 

小：男 53.0 点 

  女 56.0 点 

中：男 42.0 点 

  女 51.0 点 

子どもの体力向上については、持久走や立ち

幅とびなどの種目で全国平均とのひらきが

大きい。 

 

スポーツ・運動をすること

が好きな児童・生徒の割合

（小学５年生、中学２年生） 

（出所） 

全国体力・運動能力、運動習

慣等調査 

91.9％ 

84.0％ 

85.8％ 

72.9％ 

91.4％ 

82.2％ 

86.0％ 

74.0％ 

92.2％ 

84.4％ 

86.7％ 

75.0％ 

未実施 調査中 － 

スポーツや運動をすることが好きな児童・生

徒の割合は、いずれも全国より低い。ほぼ横

ばいだが、最も低い女子中学生は微増傾向。 

 

方針２ スポーツによる都市魅力の向上 

スポーツを観戦した市民

の割合 
（出所） 

大阪市市政モニター調査・民

間ネット調査 
※全国の値は「スポーツの実

施状況等に関する世論調

査」現地で観戦 

38.6％ 

 

 

 

全国

26.9％ 

38.5％ 

 

 

 

全国

26.8％ 

31.0％ 

 

 

 

全国 

27.4％ 

20.8% 

 

 

 

全国 

21.1％ 

民間ネット 

調査中 
－ 

スポーツを直接観戦した市民の割合は、約 1

～３割。テレビ中継を含んだ調査では約 6 割

が観戦している。 

Ｒ２年度は新型コロナウイルス感染症拡大

による試合そのものの中止や無観客による

影響と考えられる。 

スポーツに関わるボラン

ティアをした市民の割合 
（出所） 

大阪市市政モニター調査・民

間ネット調査 
※全国の値は「スポーツの実

施状況等に関する世論調

査」 

5.8％ 

 

 

 

全国

10.6％ 

6.9％ 

 

 

 

全国

10.6％ 

10.6％ 

 

 

 

全国 

11.0％ 

5.4％ 

 

 

 

全国 

9.7％ 

民間ネット 

調査中 
― 

スポーツに関わるボランティアをした市民

の割合は約１割と少ないものの、増加傾向に

あったが、Ｒ２年度以降は新型コロナウイル

ス感染症拡大による大会やイベント中止に

よる影響と考えられる。 

 

方針３ スポーツによる地域・経済活性化 

大阪はスポーツが盛んだ

と思う市民の割合 
（出所） 

大阪市市政モニター調査・民

間ネット調査 

20.6％ 17.1％ 19.0％ 14.8% 
民間ネット 

調査中 
－ 

※ネット調査中 

スポーツが地域のつながり

に役立っていると思う市民

の割合 
（出所） 

大阪市市政モニター調査・民

間ネット調査 

12.6％ 13.1％ 12.0％ 10.0% 
民間ネット 

調査中 
－ 

※ネット調査中 

スポーツ関連消費額の規

模・１世帯あたりのスポー

ツ関連消費額 

（出所）総務省「家計調査」 

29,260 円 27,217 円 47,822 円 23,749 円  － 

Ｒ元年度に全国平均より上回ったが、計画期

間通して全国平均を下回り、計画当初より減

少。Ｒ元年度には、運動用具類が約 1.5 倍、

スポーツ観覧料は約 3 倍に増加したが、Ｒ2

年度にはスポーツ観覧料は 9 割減少、スポー

ツ月謝も約 4 割減少しており、新型コロナウ

イルス感染症拡大による影響と考えられる。 
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各施策項目における数値目標の進捗状況と課題（各論） 

方針１ スポーツによる健康増進 ～身体活動量を稼ぐ～   

Ⅰ．あらゆる世代でスポーツ参画人口を拡大 

取り組みの方向性  年齢や性別、障がいの有無を問わず、誰もが生涯にわたって日常的にスポーツに親しみ、楽しむために、スポーツの意義を広く

捉え、いつでも、どこでも（地域・職場・ 学校 など）、だれとでも、気軽に、スポーツを楽しむことができる場づくり、さらに

はボランティアとしてスポーツと関わるなど多様な機会を提供できるよう取り組みます。 

進捗状況と課題 

（展望） 

【１ 気軽にできるスポーツ機会の創出】 

○子どもから高齢者、障がいの有無に関わらず、誰もが気軽にスポーツに親しめる機会の充実（特に実施率の低い現役世代へのア

プローチを強化）により、いずれも全国平均は下回るも多くの年代でスポーツ実施率は向上、子どもの体力も向上した。 

○ホームページや SNS などを通じたスポーツの情報提供を進めているが、未実施層への情報提供としては不十分で、ICT を活用し

たスポーツの魅力や情報の発信を進めていく必要がある。 

(1) ライフステージ（スタイル）に応じてスポーツの楽しさを実感できるための取り組みの推進 

・市民がスポーツをはじめるきっかけづくり（「オータム・チャレン

ジ・スポーツ」、「スポーツスタートアップ事業」（令和元年度～））

や、地域での誰もが気軽に参加できるスポーツ・レクリエーション

イベントなどの展開により、スポーツ実施率は全体的に上昇してい

るが、平成 29 年以降は全国平均を下回り、目標値とは未だに開き

がある。また、スポーツを実施していない人も一定割合おり、二極

化が改善されていない。 

《子ども》 

・子どもの体力向上推進、部活動の推進により、目標値や全国平均は

下回るも、体力向上がみられている。 

・トップアスリートによる「夢・授業」やボランティア体験など、プ

ロスポーツにふれる機会などを進めているが、スポーツをすること

が好きな児童・生徒の割合は全国を下回りほぼ横ばい。 

 

《働き盛り・子育て層などの現役世代》 

・策定時最も低かった 30～40 代（特に女性）のスポーツ実施率も、

改善がみられている。 

・一方、子育て層をはじめスポーツ未実施層へのアプローチや、企業

によるスポーツ活動の支援など、個別の事業による直接的な効果は

見えづらく、継続性や全市への広がりに向けた工夫が必要である。 

 

《高齢者》 

・「大阪市高齢者保健福祉計画」や「すこやか大阪 21」に基づく、高

齢者向けのスポーツ教室等の開催や「いきいき百歳体操」の支援な

どを進め、高齢者のスポーツ実施率は高い。 

 

《障がい者》 

・「大阪市障がい支援計画」に基づく障がい者スポーツの推進、パラ

リンピアンによる「夢・授業」やスポーツ体験イベントなどを通じ

た障がい者スポーツへの理解促進、誰もが一緒に気軽にスポーツに

親しむ楽しめる機会づくり・環境づくりを進めている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今後は、更なる体力向上や運動習慣の定着に向け、

学校教育はもちろん、子ども達の運動・遊びの機会

や、親子での運動・スポーツ機会の充実など、多様

な機関との連携のもと進めていく必要がある。 

 

 

 

 

◎今後は、未実施層への戦略的なアプローチとし

て、単発で終らせない、継続参加・家庭等での実

践に向けた工夫・しかけづくりが必要である。 

◎ワーク・ライフ・バランスの取り組みとしても企

業によるスポーツ活動の振興を広げていくため

に、優良な取り組みの表彰や、HP 等での紹介など

のしかけづくりも必要である。 

 

 

◎引き続き、高齢者の生きがいづくりのニーズを踏

まえてスポーツ教室の開催など、生涯スポーツの

推進を図る。 

 

 

 

◎引き続き、障がい者スポーツの普及・振興ととも

に、障がいの有無に関わらず、誰もが一緒にスポ

ーツを楽しめる機会・環境の充実が必要である。 

 

 

(2) ＩＣＴ、ＳＮＳを活用したスポーツ情報の発信やスポーツリテラシーの向上 

・市ホームページや SNS、スポーツ施設情報システムなどを通して、

スポーツの関連情報を提供しているが、未実施層への情報提供とし

ては十分とはいえない。 

 

 

 

 

 

 

 

◎今後は、スポーツに無関心な層や関心はあるが実

践につながっていない層への情報発信も含めて、

内容や発信方法などの工夫・検討が必要である

（スポーツ情報を集約したサイトの構築について

も要検討）。 
 



4 

 

【２ 地域活性化に資するスポーツ施設等を活用した環境づくり】 

○スポーツ施設を活用したスポーツをはじめるきっかけづくりなど、様々な取り組みを進めているが、新たな活用は進んでいな

い。 

○地域スポーツとトップスポーツとの連携や、身体を動かしたくなるような仕掛け、仕組みづくりなどは進んでいない。 

(1) 地域のスポーツ施設の新たな活用 

・市内スポーツ施設を活用した「オータム・チャレンジ・スポーツ」

（9 月～11 月）を開催など、市民がスポーツをするきっかけづく

りを進めているが、参加者アンケートによると、スポーツ実践・習

慣化にはつながっていない可能性がある。 

 

 

◎今後は、単発で終らせない、継続参加・家庭等で

の実践に向けた工夫・しかけとともに、スポーツ

施設の新たな活用については見直しが必要であ

る。 
 

(2) 身体を動かしたくなるような環境づくり 

・オーパス・スポーツ施設情報システム（大阪府と府下１５市３町１

村で共同利用）でスポーツ施設の予約サービスを提供や、既存スポ

ーツ施設の管理運営等を行っている。 

 

◎今後は、スポーツ情報を集約したサイトの構築の

検討（再掲）とともに、未実施事業については見

直しが必要である。 
 

 

Ⅱ．スポーツによる健康寿命の延伸 

取り組みの方向性  健康増進のために必要な身体活動量の確保という観点に着目し、市民がそれぞれのライフスタイルにおいて、健康で過ごすため

に必要なスポーツ・運動を習慣化できるよう取り組みます。 

進捗状況と課題 

（展望） 

【３ スポーツを通じた健康長寿社会の創生】 

○健康寿命、各年代のスポーツ実施率ともに全国平均を下回るが、健康寿命の延伸、スポーツ実施率の上昇がみられている。一方

で、スポーツを実施していない人との二極化がみられる。 

○スポーツ未実施層の行動変容を促す「運動プログラム」の開発や「スポーツスタートアップ事業」、スポーツ・運動による健康

増進に取り組む企業等の支援を行っているが、効果検証や、行動継続・広がりに向けたフォローアップも必要である。 

(1) 行動変容を促すスポーツ施策の展開 

・スポーツ・運動をしない人たちに行動変容を促す取り組みとして、運動プロ

グラムの開発等を行ったが（令和元年度）、広がりや継続性はみられていな

い。 

・スポーツ実施率向上実証事業として、「スポーツスタートアップ事業」（広

報、運動・スポーツコンテンツの体験イベント、実態調査）や、「市民レクリ

エーションセンター事業」（市内 26 か所でスポーツ教室開催）等を進めてお

り、一定数の参加や関心がみられている。 

 

◎今後は、プログラムや事業の運用・実施

方法の見直しとともに、モニター制度な

ど、行動変容につながったかの検証制度

や仕組みづくりや、行動継続に向けた戦

略的な情報発信などフォローアップ体制

も必要である。 
 

(2) 「運動・スポーツに関するガイドライン」に基づく施策の展開 

・関連する取組は進んでいない。 

 

 

 

 

◎「スポーツ推進アクションガイド」

（H30.3、スポーツ庁）を踏まえた取り

組みは重要だが、計画全体に関わるもの

であるため、体系の見直しが必要であ

る。 
 

(3) スポーツ・運動による健康増進に取り組む企業等への応援 

・社員だけでなく、誰もが参加できる取り組みをしたオリンピック・パラリン

ピックのスポンサーである企業に対して、後援名義等の支援を実施したが、

市内への広がりはみられていない。[再掲] 

 

◎働き世代へのアプローチとして、社員の

健康増進など、健康づくりに取り組む企

業・団体との協働推進が必要。 
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１ 気軽にできるスポーツ機会の創出 

(1) ライフステージ（スタイル）に応じてスポーツの楽しさを実感できるための取り組みの推進 

①子どものスポーツ推進 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

〇夢・授業参加校数 

（参加人数） 

（授業後に、スポーツ
に興味を持った児童
の割合） 

211 校 

（約 24,600 人） 

 

271 校 

（約 29,700 人） 

 

206 校 

（約 21,000 人） 

（80.3％） 

140 校 

 

 

 
希望校 

全校実施 

学校や児童からの評価も高いことから、更な

るスポーツへの興味関心や体力向上に向け、

内容の充実を図りながら、複数回実施の検証

や、学校へのフォローアップなども検討して

いく必要がある。 

②働き盛り・子育て層などの現役世代のスポーツ推進 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

〇親子で参加できるプ

ログラム数等 
・舞洲プロジェクト 
・DO SPORTS Fes 
・アイスショー 

５回 

― 

― 

８回 

― 

― 

５回 

13 種目 

31 組 

１回 

16 種目 

－ 

 － 

スポーツ参加の機会にはなっているが、継続

的な実践にはつながっておらず、継続性や連

続性、その後のフォローアップなど、総合的

な対策が必要である。 

③高齢者のスポ―ツ推進 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

〇高齢者の施設利用率 

①プール 

②ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 

※高齢者割引適用分 

①34.4％ 

②44.6％ 

①35.8% 

②46.5％ 

①35.8% 

②46.5% 
調査中  － 

 

〇いきいき百歳体操等

物品貸出数 
－ 138 回 156 回   ― 

④障がい者のスポ―ツ推進 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

〇障がい者スポーツ指

導員（有資格者数） 
28 人 24 人 21 人 未実施  － 

 

〇障がいの有無に関わ

らず誰もが一緒に楽

しめるスポーツイベ

ントの実施 

13 回 13 回 16 回 9 回  － 

 (2) ＩＣＴ、ＳＮＳを活用したスポーツ情報の発信やスポーツリテラシーの向上  

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

〇スポーツ情報サイト

へのアクセス数 
－ － 5,054PV 7,535PV  10,000PV 

スポーツ情報（イベント、大会、施設、チー

ム情報、後援名義）を集約するサイトの構築

について、費用対効果を踏まえ必要性や手法

などを検討する。 

 

２ 地域活性化に資するスポーツ施設等を活用した環境づくり 

(1) 地域のスポーツ施設の新たな活用  

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

〇オータム・チャレン
ジ・スポーツ参加人
数 

25,981 人 26,236 人 26,440 人 7,027 人  
前年度 

実績以上 

毎年約 2.6 万人が参加しており、増加傾向に

あるが、参加者アンケートによると、スポー

ツをはじめるきっかけづくりにはつながって

おらず、リピート参加や家庭での実践ヘ向け

た次の一手が必要である。 

(2)身体を動かしたくなるような環境づくり  

関連指標 
実績 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

〇施設利用者の満足度 79% 93% 92% 調査中  80％以上 

身近で手軽に運動・スポーツが楽しめるよう

に、継続した施設の環境整備、指定管理者に

よる管理運営を行い、市民サービス向上及び

経費の削減を図る。 

 

 

  



6 

 

３ スポーツを通じた健康長寿社会の創生 

(1) 行動変容を促すスポーツ施策の展開 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○スタートアップ事業
参加者（未実施層の
参加後の行動変容）
※アンケート結果 

― ― 46.2% 70%  － 

ライフスタイル別に応じた「運動習慣のきっ

かけづくり」につながる情報発信の強化にシ

フトする。 

(3)スポーツ・運動による健康増進に取り組む企業等への応援 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○後援名義等支援数 270 件 262 件 270 件 108 件  － 

国や広域連合の表彰制度を活用し、本市から

市内企業を推進する取り組みや、すこやかパ

ートナー等との協働推進を検討。 
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方針２ スポーツによる都市魅力の向上 スポーツ参画人口を稼ぐ～ 

Ⅲ．ゴールデン・スポーツイヤーズを契機としたスポーツ機運の醸成 

取り組みの方向性  ３年連続での国際的な大規模競技大会開催を契機として、市民が夢と希望を抱き、感動することにより、スポーツへの関心を高め

ることができる機会の実現に努めます。 

 特に、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西については、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の「みる」スポ

ーツから「する」スポーツへのきっかけとなるよう取り組みます。 

進捗状況と課題 

（展望） 

【４ 国際的な大規模競技大会等の積極的な招致・開催】 

○大規模競技施設の集積、競技団体とのネットワークなどを活かし、国際大会等の大規模大会の招致・開催。 

○「大阪マラソン」の更なる魅力づくりや、大阪市の魅力も含めた国内外への発信が必要である。 

(1) 国際的な大規模競技大会等の積極的な招致や円滑な開催 

・スポーツ団体や指定管理事業者と連携し、様々な国際的な大規模大

会等の招致や、円滑な開催を支援している一方、市民のスポーツ観

戦率は全国平均をやや上回るも減少している。 

◎今後も、国際的な大規模大会等の開催が可能な施設

や多くの競技団体とのネットワークをはじめとした

競技大会を受け入れることができる環境（経験・ノ

ウハウ）を活かした、各種大会の招致および円滑な

開催支援を行っていくことが必要である。 
 

(2) 大阪マラソンのさらなる進化・発展 

・国内外から 3 万 5,000 人が参加し、178 億円の経済波及効果がみら

れるなど、国内最大級の都市型市民マラソンで、ランナーの満足度

は 90％以上（Ｒ１第９回大会：95％）の高水準となっている。 

 

 

◎新型コロナウイルス等の感染症等対策の徹底とと

もに、大阪マラソンならではの魅力づくりや、継

続的な情報発信、案内、広報等でその魅力を国内

外に伝えていくことが必要である。 
 

(3) ワールドマスターズゲームズ 2021 関西に向けた関連イベントの開催 

・市長杯大会での PR や、節目イベントでの組織委員会との連携等を進

めている。 

 

 

 

 

◎新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図りつ

つ、大会開催後も、その余韻を活かした様々な取

り組み、しかけにより、生涯スポーツの振興及び

大阪の魅力発信に取り組んでいくことが必要であ

る。 
 

【５ 国際的な大規模競技大会等開催によるレガシーの創出】 

○「夢・授業」や「大阪城トライアスロン大会」などを通した東京オリンピック・パラリンピック等開催に向けた機運醸成や、地元

アスリート等への支援を行っているが、開催後も継続してレガシーの創出を図っていくことが重要。 

(1) 機運醸成、レガシー創出のための施策の展開 

・パラリンピックスポーツの振興・育成や、オリンピックやパラリン

ピック出場選手等による「夢・授業」[再掲]、「大阪城トライアスロ

ン大会」開催などを行い、東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けた機運醸成を図るとともに、大阪ゆかりのアスリートの輩出

をめざしている。 

 

◎パラリンピック代表選手出場試合の応援広報や、

大会開催以降の代表選手による「夢・授業」等へ

の参加により、市民へのスポーツに対する興味を

向上させて、スポーツをする・みる・ささえるき

っかけづくりを継続・発展させていくことが必要

である。 
 

(2) 関西・大阪の魅力を活かしたスポーツツーリズムの展開 

・「ハルカススカイラン」、「大阪城トライアスロン大会」[再掲]（2021

年度よりワールドカップ大会に）など、大阪のランドマークを拠点

とした、スポーツイベントを開催し、国内外へ情報発信している

が、観光などと連携したスポーツ・ツーリズムの展開や情報発信が

必要。 

 

 

◎引き続きスポーツツーリズム推進のため、観光と

も連携した施策展開や情報発信に取り組んでいく

ことが必要である。 
 

(3) 地元アスリートの活躍のための支援の充実 

・市内を拠点とする競技団体等への競技力向上支援や、オリンピア

ン・パラリンピアへの支援を行っている。各競技団体の競技力向上

により、大阪国際女子マラソン等など、大規模な大会開催が可能と

なり、スポーツによる都市魅力の向上につながっている。 

 

◎スポーツ参画人口を増やすため、今後は、各競技

団体による、スポーツのすそのを広げ、スポーツ

振興の向上につなげていく活動についても支援す

る必要がある。 
 

【６ プロスポーツチーム等との連携・協力 によるスポーツ機運の醸成】 

○地元プロスポーツチーム 7 チームと包括連携協定を締結し、選手によ

る「夢・授業」への参加、観戦招待事業、市主催イベントへの協力、

広報支援などの取り組みを積極的に進めている。 

 

◎協定締結による機運醸成などの成果を検証する方

法や、協定による双方のメリットについても改め

て検討・見直していく必要がある。 
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Ⅳ．スポーツを通じた国際交流・人材育成・発掘 

取り組みの方向性 グローバル化が進展するなか、世界で活躍するプロスポーツ選手やトップアスリートとの交流により、次代を担う世代が夢と希望

を抱けるよう取り組みます。また、国際的な大規模競技大会の開催を契機に次代を担う人材が活躍するきっかけづくりとなるよう

取り組みます。 

進捗状況と課題 

（展望） 

【７ オリンピック・パラリンピックムーブメントの推進】 

○新型コロナウイルス感染拡大により、開催そのものや観客の有無などの不確定事項の多さ、その他感染防止対策の徹底など、課

題や制約も多い中、ホストタウン交流や、スポーツボランティア育成・支援、トップアスリートによるオリンピック・パラリン

ピックムーブメント教育などにより、スポーツを通じた国際交流・人材育成・発掘を進めている。  

(1) ホストタウンの取り組み 

・ホストタウン登録により、事前合宿は実現しなかった（他都市に決定）が、

オーストラリア車いすバスケットボールチームと市内学校との交流を実施し

た。 

 

◎オリンピック・パラリンピックの機会を

活用した交流の場・レガシーとして、い

かに実のある交流内容としていくか、ま

た、コロナ禍での交流手法等の検討が必

要である。 
 

(2) 文化プログラムの推進 

・オーストラリア車いすバスケットボールチームとの文化交流を行った[再

掲]。 

 

◎スポーツを通じた大阪が有する文化、歴

史等の魅力発信については、その内容や

方法、スポーツツーリズムや国際的な大

規模イベント等との連携についても検討

していく必要がある。 
 

(3) スポーツボランティアの育成、支援 

・スポーツボランティアの募集・登録（R2：323 名）、市主催等のスポーツイ

ベント・大会等への派遣や、大学コンソーシアム大阪、大阪経済大学と連携

した取り組みを展開。スポーツに関わるボランティアをした市民の割合は、

約１割と全国平均を下回るが、増加傾向にある。 

・経済団体等と連携し、スポーツを通じた社会貢献を経済活動につなげる新た

なボランティア活動の取り組みなど、進んでいない取り組みもみられる。 

 

 

◎学生等の継続的な参加の促進、現役世代

の登録者を増やす工夫のほか、リーダー

やコーディネーターの養成、交流・情報

交換の場・機会の提供、ボランティア団

体の養成・活動支援なども検討が必要で

ある。 
 

(4) トップアスリートによるオリンピック・パラリンピックムーブメント教育 

・協定にもとづき、小学校を対象に、オリンピック等の世界大会に出場したト

ップアスリートによる、「夢授業」を実施。[再掲] 

 

－ 
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４ 国際的な大規模競技大会等の積極的な招致・開催 

(1) 国際的な大規模競技大会等の積極的な招致や円滑な開催 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○大規模大会等の開催
数 

9 大会 12 大会 14 大会 11 大会  － 

国際的な大規模大会等の開催が可能な施設や

多くの競技団体とのネットワークをはじめと

した競技大会を受け入れることができる環境

（経験・ノウハウ）を生かした、各種大会の招

致および円滑な開催支援を行う。 

今後は、SDGs 推進の観点から、市主催の国際

的な競技大会においても、ISO20121 取得（イ

ベントの持続可能性に関するマネジメントシ

ステム）の導入を検討する。 

(2) 大阪マラソンのさらなる進化・発展 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○大阪マラソン参加者
満足度 

90％以上 90％以上 90％以上 中止  80％以上 
毎年、国内外から３万人を超える参加者があ

り、その満足度は第１回目から 90％以上と高

い。 

認知度（大阪府民へのアンケート）も約７～８

割前後と高いが、ランナーとして参加、沿道や

テレビでの観戦は約３割とほぼ横ばい。大阪

マラソンならではの魅力づくりや、継続的な

情報発信、案内、広報等でその魅力を国内外に

伝えていくことが必要である。 

 

○大阪マラソンの認知
度（参加・観戦率） 

 
（出所） 
「大阪マラソン」に関す
るアンケート（おおさか Q ネ
ット） 

73.7％ 

（32.3％） 

66.1％ 

（27.2％） 

70.2％ 

（29.0％） 
未実施  － 

(3) ワールドマスターズゲームズ 2021 関西に向けた関連イベントの開催 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○「ワールドマスターズ

ゲームズ 2021 関西」

の認知度（興味・関心
度 

（出所） 
「ワールドマスターズゲ
ームズ 2021 関西」に関す
るアンケート（おおさか Q ネ
ット 

24.5％ 

（19.6％） 

22.5％ 

（16.0％） 

20.6％ 

（22.4％） 

25.5％ 

（21.2％） 

 

 
－ 

大阪府民へのアンケートによると、その認知

度は約２～３割前後、興味・関心は約２割だ

が、やや上昇してきている。 

 

５ 国際的な大規模競技大会等開催によるレガシーの創出 

(1) 機運醸成、レガシー創出のための施策の展開 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○トップアスリート育
成補助団体数 

3 団体 3 団体 3 団体 未実施  － 

オリンピック日本代表候補を有する 3 団体に

補助を実施。大会開催以降は、代表選手によ

る「夢・授業」等への参加により、スポーツ

振興の推進につなげる必要がある。 

(2) 関西・大阪の魅力を活かしたスポーツツーリズムの展開 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○大阪城トライアスロ
ン大会観客数 

65,000 人 100,000 人 120,000 人 

 
 
－ 

（未カウント） 

 

 
100,000

人 

平成 30 年以降は 10 万人を超える観客を集め

ており、感染防止対策の徹底とともに、更な

る大阪の魅力の発信やスポーツツーリズムと

しての展開が求められる。 

(3) 地元アスリートの活躍のための支援の充実 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○競技団体等への競技
力向上支援  

26 種目 

26 団体 

25 種目 

25 団体 

24 種目 

24 団体 
 － 

各競技団体の力を高めたことにより、大阪国

際女子マラソンや世界スーパージュニアテニ

ス選手権大会等の国際大会開催へとつながっ

た。 
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６ プロスポーツチーム等との連携・協力 によるスポーツ機運の醸成 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○プロチームの試合観
戦機会の提供 

4 回 9 回 11 回 6 回  － 

包括連携協定チームが増加し、市民が様々な

種目の競技を試合観戦する機会を提供するこ

とができた。引き続き、各チームと本市の相

互協力体制を固め、地域貢献やスポーツ振興

促進につなげる。 

 

 

７ オリンピック・パラリンピックムーブメントの推進 

(1) ホストタウンの取り組み 

(2) 文化プログラムの推進 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○ホストタウン交流事
業開催回数 

1 回 1 回 中止 中止  － 

オリパラレガシーとして、福祉局と連携し、

ホストタウンであるオーストラリア車いすバ

スケチームとの交流を継続する。 

 

 (3) スポーツボランティアの育成、支援 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○スポーツボランティ
ア参加事業数 

 
 ※市主催事業 

13 回 11 回 10 回 6 回  － 

スポーツボランティアの募集・登録・派遣を

行っており、300 名以上の登録があるが、最

も多い学生の継続的な参加や、現役世代の参

加を後押しする仕組みづくりのほか、リーダ

ーやコーディネーターの養成、交流・情報交

換の場・機会の提供、ボランティア団体の養

成・活動支援など、次の一歩に向けた検討も

必要。 

(4) トップアスリートによるオリンピック・パラリンピックムーブメント教育 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○オリンピック・パラ
リンピックムーブメ
ント教育実施校数 

211 校 271 校 206 校 140 校  
参加校 

全校実施 

学校や児童からの評価も高いことから、更な

るスポーツへの興味関心や体力向上に向け、

内容の充実を図りながら、複数回実施の検証

や、学校へのフォローアップなども検討して

いく必要がある。［再掲］ 
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方針３ スポーツによる地域・経済活性化 ～ソーシャル・キャピタルを稼ぐ、スポーツ産業で稼ぐ～ 

Ⅴ．スポーツによる地域活性化・地域の一体感の醸成 

取り組みの方向性  スポーツによる、地域での役割やコミュニティを形成する効果を活用し、スポーツを通じて、地域でともに暮らす仲間との触れ

合いやコミュニケーションを楽しみ地域社会への参加のきっかけが得られ、地域での交流が深まるよう取り組みます。 

進捗状況と課題 

（展望） 

【８ 地域におけるスポーツの活性化】 

○総合型地域スポーツクラブ等の団体やプロスポーツチーム等と連携した、生涯スポーツの振興やコミュニティ活動の場づくりな

ど、地域スポーツの振興を通じた地域活性化を進めているが、市民の「スポーツへの興味・関心」の高まりにつながっていな

い。 

○地域におけるスポーツの活性化を更に進めるとともに、取り組みの内容や成果などについて、戦略的に情報発信したり、相互に

情報交換できる場・機会づくりなども必要である。 

(1) スポーツ推進委員の資質向上 

・スポーツ推進委員（R2：744 人）の新任研修等や、協議会と連携した他都市

の情報の共有の研修会などを実施している。 

・スポーツ推進委員としてあるべき活動や望まれる体制の検討、新たな観点か

らの取り組みなど、進んでいない取り組みもみられる。 

 

◎引き続き、スポーツ推進委員の活動支援

を行うともに、あるべき活動や望まれる

体制の検討、新たな観点からの取り組み

なども進めていく必要がある。 
 

(2) 総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団など、スポーツ団体への活動支援 

・総合型地域スポーツクラブ、少年団の活動を支援するとともに、連携し、地

域住民や子どものスポーツをする機会の提供を行っている。 

・総合型地域スポーツクラブは、学校におけるクラブ活動の指導を担う地域の

柱として位置づけられ、地域の中での役割・あり方等の見直しが必要であ

る。 

 

◎引き続き、スポーツ団体への活動支援を

行うとともに、総合型地域スポーツクラ

ブ等の役割や位置づけ、あり方などの見

直し・検討も必要である。 
 

(3) プロスポーツチームと連携及び活用した地域の活性化 

・舞洲プロジェクトとして、舞洲を活動拠点とする３団体（エヴェッサ、バフ

ァローズ、セレッソ）が、子どもを対象としたイベントや、試合観戦、ボラ

ンティアの支援等を行っており（参加者 60 万人超）、参加者アンケートでは

9 割がスポーツ振興につながっていると回答。 

・長居公園周辺エリアについては、その方向性などの検討が進められている。

（➡「９ 地域活性化に資するスポーツ施設等の整備」） 

 

◎舞洲プロジェクトでの連携を希望する企

業に対して、長期的な協力関係が構築で

き、自立化を促進する仕組み（パートナ

ー契約や実証事業パートナー契約など）

づくりが必要である。 
 

(4) 大阪マラソンのさらなる進化・発展（再掲） 

― 

 

― 
 

【９ 地域活性化に資するスポーツ施設等の整備】 

○長居球技場（キンチョウスタジアム）は、セレッソ大阪が実施主体となり改修

（寄付総額約 58 億円）。新たに完成した「ヨドコウ桜スタジアム」は、防災拠

点としても活用できる「多機能型スタジアム」であり、ここを拠点に、スポー

ツを核としたまちづくり（多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・ア

リーナづくり）の展開が求められている。 

 

 

 

 

◎「ヨドコウ桜スタジアム」を拠点とした

スポーツ振興や、スポーツを通じた地域

活性化の取り組みの展開とともに、長居

球技場が立地する長居公園全体のにぎわ

い創出、地域活性化（スポーツを核とし

たまちづくり）を図っていくことが必要

である。 
 

 

Ⅵ．スポーツによる経済の活性化 

取り組みの方向性 スポーツの価値を広く捉え、スポーツ参画人口の拡大を通じて、スポーツ施設の新たな活用や他産業との連携などのスポーツ産業

の発展、ひいては、地域経済の活性化に取り組みます。 

進捗状況と課題 

（展望） 

【１０ スポーツ産業の発展】 

○民間団体や企業、関係機関と連携した、スポーツ施設のプロフィットセンター化や、プロスポーツチームとの新事業の開拓、他

産業とのビジネスマッチングについては、まだ検討段階にあり、今後の展開が重要である。 

○現時点ではスポーツ関連消費額の規模（１世帯あたりのスポーツ関連消費額）は、全国平均よりは上回るものの策定時より減少

している。 

 

(1) スポーツ施設の新たな活用（コストセンターからプロフィットセンターへ） 

・市が管理する大規模スポーツ施設や体育施設について、民間団体の力を活か

した収益性の高い施設への改革に向けた検討調査を実施[再掲]。 

 

(2) プロスポーツチームとの新事業の開拓 

・舞洲プロジェクトのスポーツビジネスの支援事業の中で、ベンチャー企業

や、企業の開発部門から提案を受けて、新たな事業について検討。 

 

 

◎新たに完成した「ヨドコウ桜スタジア

ム」などをモデルケースとした取り組み

の展開が求められる。 
   

◎官民及びプロスポーツチームが連携した

新事業の開拓を進めるとともに、その成

果の検証や PR も必要である。 
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 (3) 健康ビジネス等、他産業とのビジネスマッチング 

・舞洲プロジェクトでのスポーツビジネスのマッチングをはじめ、舞洲のスポ

ーツ施設や指定管理施設での実証実験、産業創造館での取り組みなどが進め

られているが、その内容や成果が目に見えるかたちになっていない。 

 

◎今後は、民間事業者や関係機関との対話

によるビジネスマッチングの可能性検

討、マッチングや事業推進の仕組みなど

も、具体化していく必要がある。 
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８ 地域におけるスポーツの活性化 

(1) スポーツ推進委員の資質向上 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○スポーツ推進委員登
録数 803 人 765 人 778 人 744 人  300 人 

目標の 300 人を大きく上回り、700 人以上の

登録があり、地域での市民のスポーツ振興に

寄与している。今後は、引き続きスポーツ推

進委委員の資質向上を図っていくとともに、

役割等の見直しや、多様な機関との連携によ

る新たな取り組みの可能性についても検討し

ていく必要がある。 

 

○スポーツ推進委員活
動支援数 20 事業 24 事業 21 事業 13 事業  － 

(2) 総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団など、スポーツ団体への活動支援 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○総合型地域スポーツ
クラブ等支援団体数 16 区 16 区 16 区 16 区  全区実施 

引き続き、地域スポーツの振興に寄与するス

ポーツ団体の活動支援を進めていくととも

に、総合型地域スポーツクラブ等の役割や位

置づけ、あり方、連携による多様案可能性な

どについて、見直し・検討していくことも必

要である。 

 

○総合型地域スポーツ
クラブ等と連携した
地域でのスポーツ振
興の取り組み件数 

181 教室 183 教室 183 教室 183 教室  － 

(3) プロスポーツチームと連携及び活用した地域の活性化 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○スポーツが盛んだと
思う市民の割合 

20.6％ 17.1％ 19.0% 14.8%  ― 

事業連携協定によりホームチームとして活動

する 7 チームについて、舞洲プロジェクトをは

じめとするスポーツ部事業のほか、各局・区と

のつなぎ役となり地域との連携の後押しを行

い、ホームチームとして認知され、地域へ根付

いた活動や活躍ができるような支援に取り組

む。 

(4) 大阪マラソンのさらなる進化・発展（再掲） 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H28 H29 H30 R1 R2 

○大阪マラソン参加者
満足度 

90％以上 90％以上 90％以上 中止  80％以上 

毎年、国内外から３万人を超える参加者があ

り、その満足度は第１回目から 90％以上と高

い。 

 

９ 地域活性化に資するスポーツ施設等の整備 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○キンチョウスタジア
ム改修 

－ － 工事着手 工事着手 供用開始 
R３ 

供用開始 

セレッソ大阪及び当時の指定管理者である（一

社）セレッソ大阪スポーツクラブが改修・増築

の具体的な方法の検討、募金等の資金調達含め

経費負担することを前提に、民間の活力を最大

限に活力した施設改修が実現。 

 
 
１０ スポーツ産業の発展 

(1) スポーツ施設の新たな活用（コストセンターからプロフィットセンターへ） 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○モデル施設での収益
向上（維持管理費に
対する収入） 

－ 
達成率 

0％ 

達成率 

 

達成率 

 
本格実施 

達成率

100％ 

モデル施設である長居公園内競技施設におい

て広告事業の社会実験を実施。広告事業により

得られる収入を施設改修等の投資するスキー

ムで実施した結果、十分な効果が得られたた

め、Ｒ3 年度より本格実施。 

(2) プロスポーツチームとの新事業の開拓 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○プロスポーツチーム
との新事業実施件数 

4 件 4 件 4 件 4 件  － 

【情報発信・マーケティング事業】【イベント、

サービス・プログラム体験事業】【人材区政事

業】【商品・技術開発事業】の４つの事業を柱と

して、プロ３チームの訴求力を活かした事業に

取り組む。 

 

 



14 

 

 

 

」」」(3) 健康ビジネス等、他産業とのビジネスマッチング 

関連指標 
実績値 

目標値 進捗状況の検証評価、それを踏まえた課題 
H29 H30 R1 R2 R3 

○ビジネスマッチング
件数 

0 件 0 件 3 件 3 件  － 

ビジネスマッチングを希望する企業からの

提案は継続的に寄せられているが、長期的

な協力関係が構築されていない。 

パートナー契約や実証事業パートナー契約

を締結すべく、受託事業者と制度設計を行

い、パートナー契約の協賛金を獲得し持続可

能となるようカスタマイズを図る。 

 

 

 


