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令和３年度 第４回大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議 

 

○委員会の概要 

日 時：令和３年３月 22日（火） 15時 00分～17時 00分 

場 所：大阪市役所本庁５階 特別会議室 

出席者： 

【委 員】相原正道、大井富美代、岡﨑和伸、柏木浩正、間野善之（五十音順） 

【大阪市】内山スポーツ部長、久田スポーツ課長、松尾スポーツ事業担当課長、 

杉田スポーツ施設担当課長、木村マラソン担当課長、藤田スポーツ課長代理 

【調査検討業務の受託事業者】株式会社地域計画建築研究所  

 

（開  会） 

 

○藤田課長代理 

 それではただいまから「大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議」を開催いたします。

本日もお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の進行を担当い

たします経済戦略局スポーツ部の藤田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず開会にあたりまして、経済戦略局スポーツ部長の内山からごあいさつを

申し上げます。 

 

○内山部長 

 皆さんこんにちは。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。これ

が最後の有識者会議ということで、令和４年４月１日から、向こう５年間の大阪市スポ

ーツ部として根幹になる大事な基本計画が策定されます。 

 この間、多数ご意見をいただいた上で、ここまでまとめ上げましたが、いろんなこと

を臨機応変に取り組めるように、今後どう応用していくかということも考えてまいりた

いと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

○藤田課長代理 

 それでは続きまして、本日の委員の皆さまおよび出席者につきましては、出席者名簿

のとおりとなっております。 

 本会議につきましては、審議会等の設置および運営に関する指針に基づき、公開で開

催いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは本日の議題につきましては、「第２期大阪市スポーツ振興計画案について」

となっております。よろしくお願いいたします。 
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・第２期大阪市スポーツ振興計画案について 

 

○藤田課長代理 

 それでは議題につきまして、まず事務局のほうからご説明をいたします。 

 

○久田課長 

 スポーツ課の久田です。本日もよろしくお願いします。内山のほうからもありました

ように、計画の最終のご説明をさせていただきまして、成案としてまいりたいと考えて

おります。つきましては前回の「第３回有識者会議」以降の変更点を中心にご説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 資料の４ページをご覧いただきたいと思います。資料４ページのところで「第３次大

阪府スポーツ推進計画策定に向けた動き」という項目があろうかと思います。これにつ

きましては、状況を時点修正させていただきました。黄色の色塗りをさせていただいて

いる部分ですので、またご覧いただければと思っております。 

 続きまして、資料 11ページをご覧いただけますでしょうか。11ページにつきまして

は、国の調査結果等の令和３年度の数値を反映しております。今回、国の調査では、56.4

ということで、前回よりも 3.5 ポイントほど下がった結果ということになっておりま

す。国と大阪市における調査結果でいいますと、差が 1.8ポイントということで、この

間、調査した中では、全国的な数字と大阪市の数字が一番、近づいているという状況に

なっております。 

 資料の 12 ページにつきましては、教育委員会のほうで子どもたちの運動に関する統

計が出ましたので、それについて直近のデータに更新させていただきました。 

 資料 14 ページにつきましても、私どものほうで実施した「大阪市民のスポーツと健

康に関する実態調査」の結果を受けまして、数字を追記しておりますので、ご参照くだ

さい。 

 続きまして資料 17ページ中段以降の、「第２期計画策定にあたって」というところで

す。前回の有識者会議で、コロナ時代の新しいライフスタイルの観点や、本計画によっ

て市民の意識の高まりにつなげていくような観点を追記してはどうかというご意見を

受けまして、17ページの下段に追記させていただいております。 

 次に資料の 18ページになります。先の会議で参考指標をそれぞれ 30項目設定させて

いただいておりますが、参考指標の説明をもう少し書いておいたほうがいいのではない

かとのご指摘がありました。それにつきましては、「取り組み状況をモニタリングする

ために具体的施策に参考となる指標を設定し、着実に目標を達成できるように、適切な

進行管理体制を整えます」というかたちで説明文を加えさせていただいております。 

 次に資料の 19ページになります。19ページの基本理念のところが、前回の会議まで

では、「みんなでスポーツ みんなの幸せ 元気あふれる大阪のまち」というキャッチフ
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レーズで記載させていただいていました。しかし、スポーツ庁の第３期計画等で、スポ

ーツの楽しさや、まちの活性化ということが記載されており、また、大阪府の３次計画

でもそういったような表現が加えられていた点や、もう少し分かりやすく文章化したほ

うがいいという検討を踏まえ、基本理念を「誰もがスポーツを楽しめる 元気あふれる

大阪のまちをめざします」へ変更させていただいております。 

 さらに資料の 19ページの三つの目標、「健康・生きがい、活力、コミュニティ」とい

う立て方をさせていただいておりますが、実はその目標指標のところで、大阪市はスポ

ーツイベントや競技大会が盛んだと思う市民の割合を、前回の会議までは 50％という

数字を入れさせていただいておりました。今回の実態調査では、「どちらかというと」

という、「ＹＥＳ」「ＮＯ」だけではなくて、「どちらかでいうと肯定的な意見」という

ような分け方した結果、55.1％の方から肯定的なご意見をいただいていた状況にありま

す。それを下回る目標指標になっていたため、スポーツ実施率の数値の割合と同じ数字

ですが、65％に数値設定を変更させていただいております。 

 資料の 21 ページになります。（１）（２）共に、前回の会議の中で大阪・関西万博の

テーマと重ねたスポーツの目的を入れるべきではないかというご意見をいただいてお

りましたので、それをそれぞれ（１）（２）のところで記載させていただいております。 

 次は 22 ページになります。こちらのほうでは、いわゆるスポーツにおけるＤＸを意

識した取り組みを、もう少し記載した方がよいという、ご意見をいただいていたかと思

います。それを受けまして、22ページの文章の一番下段のところになりますが、「スポ

ーツにおけるＤＸなど、デジタル技術を活用した特色のあるスポーツの取り組みについ

ても模索し、関係団体とも協力しながら地域の賑わい創出につなげます」という表現を

加えさせていただいています。 

 資料の 23ページのところになります。「子どもと、子育て・働く世代の間の年代」は

設定されていますが、その間の高校生、大学生、若者というところが対象から抜けてい

るのではないかというようなご指摘がありましたので、「ライフスタイルに応じたスポ

ーツの推進」のところで「子ども・若者のスポーツ推進」の対象として明記をさせてい

ただいております。 

 続きまして、資料の 26ページをご覧いただけますでしょうか。丸の上から三つ目の、

「学生のボランティア活動を通じたスポーツ活動の機会の提供」は、若者へのアプロー

チということで、大学等と連携したスポーツの普及活動についてこの項目を追記させて

いただいております。 

 続きまして資料の 29 ページです。この項目につきましては、参考指標を前回の会議

までは、「各区スポーツセンター・プールへの障がい者スポーツ指導員の配置等」とし

ておりましたが、「障がいのある人へのスポーツを始めるきっかけづくりや習慣化」を

施策目標としておりますので、参考指標を障がい者スポーツ大会への参加人数に修正さ

せていただきました。 
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 次に資料の 33ページ、34ページです。大阪市のスポーツ情報については、スポーツ

庁が運営しているサイトの「ここスポ」へ集約して情報発信していこうということで、

新規で提起をさせていただいおりました。前回の会議で市民への周知をどう行うかにつ

いて視点がないのではないかというご指摘がございましたので、表現を追記させていた

だいております。 

 次は資料の 37 ページ、丸の上から二つ目の「スポーツ分野のＭＩＣＥ誘致の推進」

です。この点につきましては、大阪・関西万博に向けた取り組みとして、スポーツ競技

大会だけではなく、スポーツ分野の国際会議等の誘致について来年度、ＡＩＭＳという

国際会議の開催を予定しており、そのこともありまして、新規ということで、追記をし

ております。 

 それから 37 ページの一番下段の、「スポーツ施設の機能向上」のところについては、

各種国際競技大会を誘致していこうということになると、当然、その施設の機能が国際

大会の開催に求められる基準に対応できるものでないと招致も進められないというこ

ともありますので、ここの項目で、「施設機能の維持と向上を図ります」と追記してお

ります。 

 次が資料の 52 ページまで飛びます。先ほどＤＸについて触れさせていただきました

が、こちらでも「地域活性化に資するスポーツ環境の整備」という項目の中で、「スポ

ーツチームと連携したスポーツイベントの開催のほか」ということで、５Ｇ、ＶＲ（Ｖ

ｉｒｔｕａｌＲｅａｌｉｔｙ 仮想現実）・ＡＲ（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ Ｒｅａｌｉｔｙ 

拡張現実）等のデジタル技術を活用した「する」「みる」スポーツの新たな楽しみ方な

どを、スポーツにおけるＤＸの取り組みについても模索しながら取り組みを進めていき

ますと、追記させていただいております。 

 以上、前回からの主な修正点につきまして、先生方のご意見をいただいたものを反映

したかたちで、ご説明をさせていただきました。以上です。 

 

○藤田課長代理 

 それではただいまのご説明につきまして、何かご質問なりご意見なりございましたら

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○相原正道 

 よろしいですか。プロのことも網羅されていました、ＭＩＣＥのことも早速、指針に

反映されていまして、ああ、すごいなと思った次第なんですけれども。 

 ポスト・スポーツということで、たぶんこれに関連することがスポーツＤＸというこ

とで、さっきの 52 ページとかは反映されているのかなと思うんですけれども、果たし

てそういうことなのかどうかをちょっと聞かせていただきたいんですが。イメージが何

となくＤＸのことを言っているのかなと思いながらですけど、そんなニュアンスでいい



－ 5 － 

 

んですかね、ポスト・スポーツというところの認識としてなんですけども。 

 

○藤田課長代理 

 ポスト・スポーツという意味について詳しく教えていただけますでしょうか。 

 

○相原正道 

 ポスト・スポーツのことは、たぶんこの 52 ページに書いてあるようなことがＤＸの

ことで指しているのかなというイメージで言ったんですけど、その理解で合っています

かというのがちょっと。 

 なぜかというと、そのところをもうちょっと言うと、何となくポスト・スポーツとい

うので、いろんなことを反映されてくると思うんですね。例えば前にちらっと出てきた

スポーツベッティングですとか、何かいろんなＡＲとか以外に、５Ｇは入っているんで

すけど、これから６Ｇなんていうことも出てきていますよね、これからどんどんやろう

としていますけど、そういうことも何か出てきちゃうから、ほわんとさせておきたい、

大阪は追っているよというかですね、書いてあるんでいいんですが、何となくそのニュ

アンスは今、ここではどんな感じで書いたのかなというのだけつかめたらなと思って。 

 何でも入れていいわけですよ、ポストですから、次の次ですから何でもありなんです

けど、何となくどこまで匂わせるかなということで、何か「最先端をやっているぜ」感

を出したいという、勝手なこっちの思いになるものですから、どんなイメージで使った

のかなというのだけ教えてくれたらなと思って。それが何か、是か非でどっちがいいか

とかはまったくありません、はい。 

 

○内山部長 

 最先端ということで入れています、そのほうが分かりやすいかなという思いです。 

 

○相原正道 

 これは絶対に入れてほしいです。 

 

○内山部長 

 はい。先生がおっしゃるように、今までとは違うことを、スポーツ産業とか、スポー

ツツーリズムの中で取り組んでいかなければならないという、それはスポーツビジネス

につながっていくという観点で考えたときに、行政の考えだけでやると、言葉遊びだけ

で終わってしまう可能性があります。具体的に何をするかというのは、まだ誰も何もし

たことがないので、難しいのですが。 

 でも現実的には、例えばヨドコウ桜スタジアムを使って、いろんなことを今、実証実

験しています。 
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 何ができるか分からないけれど、この計画の中へ入れて、どんどん新しいことを吸収

しようという意思の表れだというふうに理解していただいたらと思います。 

 

○相原正道 

 了解です。 

 

○内山部長 

 だから具体的に何をするかについては、これから考えますとしか言えない状況です。 

 

○相原正道 

 ありがとうございます。大阪の場合は、阪大もすごいもの持っていますから。たぶん

ここもいっぱいつくると思うので、いろいろなものがあると思いますから。すみません、

それでいいです、ちょっと確認でした。以上です。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

 

○岡﨑和伸 

 よろしいですか。概略、概要案と、本体と、前回からの修正も十分にされていて、素

晴らしいものが出来上がっていると思います。 

 大きなところは特にはないんですけれども、細かいところだけですけれど。先ほどご

説明いただいた目標指標の設定のところで、週１回以上のスポーツを実施する割合は、

65％でいいと思うんですけれども、スポーツイベントや競技大会が盛んだと思う市民の

割合が 65％で、それに合わせて現状値が 10何％ですね。先ほどご説明いただいたとこ

ろでは、他の調査、これは資料のほう、13ページですかね。他の調査では「非常に盛ん

である」「まずまず盛んである」と感じる市民の割合が５割を超えている、これが言っ

たら現状になりますよね。なので、誤解のないように、どちらに合わすかということだ

となると思うんですけど。この資料を見ると、現状より 55.1％になるんですかね、50.3%

と 4.8%で。 

 

○久田課長 

 はい。 

 

○岡﨑和伸 

 はい。なので、現状の数値で、この上の 16.8％を用いるのか、この今の実質的な調査

で、65％をめざすという目標の設定をする上で参考指標を使うのかで、印象がだいぶ変
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わるのかな。 

 もう一つのほうも同様ですよね、現状で 19.2％と言っているのが、実態調査のほう

では「非常に役立っている」「まずまず役立っている」を合わせると 48.9％ということ

ですかね。 

 

○久田課長 

 はい、そうです。 

 

○岡﨑和伸 

 はい。その方針と、それを１点、お聞きしたいなという点、はい。 

 

○久田課長 

 ご指摘の２つの目標指標については、回答が２択であるネット調査ではなく、回答が

４択である実態調査の現状値である 55.1%と 48.9%を踏まえ、それぞれ 65％と 50％に設

定いたしました。 

 ただ、ほかの目標指標の現状値ということになりますと、ネット調査の数字を記載し

ていますので、ここだけの現状値を実態調査の数字に差し替えてはいません。 

 次回ネット調査する際には、今申し上げているようにできるだけ肯定的な意見という

のを吸い上げるようなかたちで調査を行いますが、現段階では出ている通りの数値をそ

のまま記載しているため、分かりづらくなっております。 

 

○岡﨑和伸 

 はい、分かりました、はい。どちらの数値を見るかで、数値的には大きく違うので、

明確にできるのであればしたほうがいいかなと、ちょっと思った点でした。 

 

○内山部長 

 調査方法がちょっと違うので、令和３年度以降は、令和４年度も含めて、もうこの今

のやり方、実態調査のやり方に変わっていきます。 

 

○岡﨑和伸 

 はい。あとはそうですね、アンケート項目自体が、答え方が違うというような、ちょ

っとこれが一般的要因だとは思うんですけど、現状値と示した上でこの目標値がちょっ

とね、かけ離れている感はどうしてもあると思うので、今おっしゃっていただいた説明

がもちろん分かれば、そのとおりだなと思いますし、今後のことを考えれば、この上の、

今回以降にやる調査に合わせるべきだとは思いますけども、はい。なので、そこは誤解

のないようにだけ、ちょっとしたほうがいいのかなというのが。 
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○内山部長 

 ちょっとそのあたりは工夫します。 

 

○岡﨑和伸 

 それが１点と。あともっと細かいところなんですけど、11ページの、この調査の「身

体活動量が国の基準を上回る世帯」と書いてありますけど、これは人の数なのか、ちょ

っともし「世帯」が間違いであれば、はい。個人の調査だと思いますけど、身体活動量

調査は。ちょっとチェックしていただきたい点。 

 

○久田課長 

 はい。 

 

○岡﨑和伸 

 はい。あとこの数値に関しては、前回調査で僕も関わらせてもらいましたけども、ア

ンケートの内容、聞き方等で大きくは引っ張られるとは思いますけれども、結果は結果

としての話で、これはこれでもちろんいいと思います。 

 あとは特に資料、訂正の意見等はないですけれども、われわれの大学は大阪市立大学、

公立大になりますけど、市内にキャンパスもできる予定ですので、たくさんのところで

連携はもちろんできると思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。以上です。 

 

○内山部長 

 単位は個人です。 

 

○柏木浩正 

よろしいでしょうか。 

 

○藤田課長代理 

 はい、お願いします。 

 

○柏木浩正 

 まずをもって取りまとめお疲れさまでした。ありがとうございます。この、本当に素

晴らしい計画になっているなという実感と、あとこれを効果的に実施していくことと、

あとはその施策、実施した内容がちゃんと仮説をもって効果検証ができていることが非

常に重要になっていくのかなと思っています。 

 仮説を検証していくために重要になってくるのが、参考指標ももちろんなんですけれ

ども、経時で取っていけるデータというのをしっかりためて、効果検証をしていくこと
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かなと思っています。 

 ＤＸの流れもあると思うんですけれども、データは非常に取りやすくなっていってい

るので、例えばですけどＳＮＳのフォロワー数、あとはホームページの閲覧数、そこか

らのコンバージョンレートだったりとか。 

 あとは電子決済がたぶん今後は増えてくるのかなと思うんですけども、その適宜、適

切なタイミングで、実施した、参加いただいた方への事後のアンケートとかを打ってい

くことによって、タイムリーに検証していく必要があるかなと思っています。 

 またこの計画、５年の計画になっていると思うんですけど、参考指標は年次でもいい

ので、しっかりアップデートしていく必要があるかなと思っています。例えば今だとマ

ッチング数だったりとか、「ここスポ」の掲載数というのが参考値になっていると思う

んですけど、そこに対する目標数値というのもしっかり設定した上でやっていったほう

がいいかなと思っております。 

 また、ちょっと具体的なところになっていくと、私が今、主に本業でやっている健康

経営のところでいくと、特にこのＥＳＧ、ＳＤＧｓの流れから、中小企業のほうで人的

資本に対する投資というのを喫緊の課題として、経営課題として挙がっていく企業が増

えてくると思うんですけど、なかなかリソースがなくて取り組めない企業というのも、

大阪市内の中小企業で多く出てくると思います。そこに対する具体的な支援というのが

重要になってくるかなと思います。例えばですけど「アスマイル」だったり、シティウ

オーク、ちょこっとエクササイズ等の、すでに実施している取り組み内容を、それを紹

介、横連携、展開していくというだけでも非常に有効だと思います。 

 また、非常にこのリソースが割けない中で、中小企業の担当者の方、計画的に実施す

るということはなかなか難しいと思うので、そういった健康経営だったり、ウェルビー

イング経営のメソッド・ノウハウというところを、行政がリードして伝えていくという

取り組みも必要になってくるのかなというふうに感じております。 

 そのあたりが、私のほうもこの３年間、蓄積したメソッド・ノウハウというのもある

ので、ご協力できるかなと思っています。 

 

○内山部長 

 ありがとうございます。今、柏木委員からおっしゃっていただいたことを来年度、実

証実験をしようとしています。 

 それは何かというと、例えば包括協定を結んでいる企業さんは結構あり、子どもたち

に「夢事業」というのをやっています。アスリートやオリンピアンが来て、子どもたち

が将来、オリンピックをめざすといった取組みです。 

 子どもから今度は視点を企業人に変えて、大人の夢事業というかたちで、いわゆるビ

ジネスゾーンがスポーツに取り組む機会が少ないので、公園なり会議室で、例えばヨガ

をやるなどを考えています。トップアスリートや元オリンピック選手が来ることによっ
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て、日々トレーニングだとかやっていることを、実際にそこで一緒に取り組みます。オ

リンピアンと一緒にやって、最後に記念撮影をするなど、そういうことができないかと

いうのを来年度実施できないか検討しています。これが先ほどお伝えした健康経営の中

につながっていくかどうかの話ですよね。 

 それとともに、行政がマッチングするパターンとして、いわゆる企業として持ってい

るチームのシーズンオフのときに、企業同士で、例えばですけど極端な話、柏木委員が

いらっしゃるグリコの会社に大阪ガスの野球部の選手が来て、社員に野球がうまくなる

トレーニングを教えますよ、興味のある人は集まってくださいと。 

 これがどういうふうになっていくかは、まだ分からないですが、社会実験的にできな

いか考えています。 

 最初は大企業から始めるかもしれませんが、さきほどおっしゃっていた、中小企業の

リソースがないというところに対しても実施できる方法を考えています。 

 そういうビジネスゾーンにもまずアタックしてみようかなということは、今考えてお

ります。この中には具体的にそこまで書いていませんが、そういったことがスポーツビ

ジネスやスポーツ産業につながる取り組みを考えています。 

 

○久田課長 

 また今後の検証のほうにつきましては、ご指摘の点を踏まえて、しっかり進行管理を

進めてまいりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 

○大井富美代 

 資料に関しましては、前回のご指摘しておられたことも反映していただきまして、か

なり正確にまとめていただきましてありがとうございます。 

 17ページにも書いておられますけれども、「体力づくりによる健康の維持・増進の促

進」等々、進めていく中で、今、民間のフィットネスクラブでいろいろお客さまと対し

ていく中で、何が今、皆さんの健康、コロナ禍の中で足りないのかなと考えたときに、

かなりお客さまは戻ってきているんですけど、やっぱり例えばＹｏｕＴｕｂｅとか、そ

ういうような、お１人でご自宅で運動をしたりしている方は多くいると思うんです。 

 でも本当にそれが健康につながっているのかなと思ったときに、何が足りないのかな

と思ったら、いろんな人と集うこととか、集った中で笑うこととか、そういうことが、

より真の健康につながっていっているんじゃないかなというふうに実感しています。 

 やっぱりここのスポーツ振興計画がめざすものというのは、ここのテーマは変えられ

ましたけれども、「誰もがスポーツを楽しめる 元気あふれる大阪」ということと、や

っぱり「元気あふれる」ということは、笑顔がいっぱいとか、笑いがちゃんとあるとか、

大阪ならではというようなことというのは、その言葉が今は入っていないですけども、

やっぱりそれがないと本当の健康って出てこないんじゃないかなというのを、最近、
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常々感じているところなんですね。 

 ですから、この「体力づくりによる」ということは、運動しましょう、スポーツしま

しょう、スポーツの機会を増やしましょうということが、今、命題なんですけど、本当

に真の健康ということを提案できているのかという、ちょっと根本に戻ってしまうかも

しれないんですけれども、そういうところを見たときには、やっぱり大阪で「笑い」と

いう言葉が出たりとか、そういうのがあったら何か、なお実行しやすいというか、真実

味が湧いてくるというか、市民の身近に感じられるものになるんじゃないかなというの

を、ちょっと思いました。 

 資料の変更とかということではないんですけれども、何かそういうことがあると、よ

り何か、真面目にやっていきましょうというものだけじゃないんじゃないかなというの

を感じました。以上です。 

 

○久田課長 

 ありがとうございます。計画に具体的に反映させるのは難しいですが、今日も事業担

当の課長、施設を運営している課長も同席させていただいていますので、日々仕事の中

でそういったことが実践できるようにはしてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いをします。 

 

○大井富美代 

 お願いします。 

 

○内山部長 

 心身共にというのが一番の健康の源だと思います。 

 そういうことの中で、いかに早く回復するかとか、やっぱり健全な肉体に健全な心が

宿ると昔から言われていて、どっちが先か後か分かりませんが、やはりどちらもが元気

でないといけないというのは、さっきおっしゃった真の健康です。 

 運動・スポーツといえば、やっぱりちょっとしんどいこともしなければならない、成

果が出やすいですから。しかし、今後いろんな場所で講師の方に講演をしていただくと

きに、どういうふうに取り組んでいくかというのもまた、一つの参考というか、意見と

して伝えてほしいとお願いしようかなというふうに思います。 

 

○大井富美代 

 はい。 

 

○内山部長 

 あとは現場でやっていただく地域のスポーツ推進委員や、コミュニティを大切にして
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いる地域が地域ごと、極端に言えば生まれたときから亡くなるまで面倒を見ているとい

うのは、これは２４区どこへ行っても特性です。 

 マンションが建設され、地域振興会とか、地域活動に参加できないと言われています

が、子どもさんが幼稚園・小学校の間というのは、ＰＴＡ活動とか、学校の活動を通じ

て、連携を持っていらっしゃいます。そこでいかにいわゆる旧世帯住宅と新住宅の人た

ちが住民の絆をいかに広げていくかというのが大事だと考えています。 

 これはスポーツだけではなくて、地域活動の根本に関わります。各小学校単位であっ

たとしても、地域の運動会を開催したり、小学校とは別に町内会の運動会をするという

のは、ごくごく当たり前に大阪ではありましたから、これが今、コロナによって止まっ

てしまっているので、こういうところでも何かのかたちでスポーツ推進委員や、体育厚

生協会というのがあるので、そこを通じて、アプローチをしていくべきだと考えていま

す。 

 さきほどおっしゃっていた老若男女を問わずに、みんなが運動に楽しく取り組めると

いう、一つのことをずっとやり続けているので、やっぱりそれは続けられるような、時

代に応じたやり方を模索しながらやっていきたいというふうに思っています。 

 

○藤田課長代理 

 では、引き続き今後の計画の進捗管理の手法についてご説明いたします。 

 

○久田課長 

 「計画の進捗管理の手法」ということで、資料の 54ページ、55ページのところをご

覧いただけますでしょうか。 

 本計画の推進に関わりましては、１点目でございますように、経済戦略局、私どもス

ポーツ部が中心となり取り組むとともに、市民のスポーツニーズやスポーツ分野の関連

性に応じて、私どもの部だけで全てを担うというようなことは決してできないことです

ので、関係の区役所、局、あと関係団体、民間企業、市民など、さまざまな主体との連

携を図り、推進をしていきたいと考えております。 

 計画の進行管理につきましても、この下の表にありますように、ＰＤＣＡサイクルを

きっちりと回していくということと、今回、目標指標を達成するために設定をしました

参考指標に基づきまして、施設の拡充や見直しの検討を行って、計画の実効性を高めて

まいりたいと考えております。 

 目標指標につきましては、先ほど岡﨑先生からもご指摘がありましたが、目標値がそ

れぞれ 65％、65％、50％、現状値につきましてはそこにありますような数字で出させて

いただいております。 

 最後、４点目の参考指標として挙げさせていただくものにつきましては、参考値とい

うことでここに掲載をさせていただいておりますが、これは、先ほど柏木先生からご指
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摘がありましたように、この参考指標についても実際の進行管理をするところで、「こ

こスポ」へのスポーツ情報掲載数の進行を見ながら、いったん目標値をどれぐらいに持

っていくんだ、参考の数値をどれぐらいに持っていくんだということについては、今後、

この進行管理をしていく中で、設定をしてまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いをしたいと思います。以上です。 

 

○藤田課長代理 

 ただいまのご説明につきまして、何かご質問なりご意見はございますか。 

 

○柏木浩正 

 １点だけ。先ほどちょっとフライングをして質問してすみません。さっきの参考指標

のアップデート、更新というのもそうなんですけど、それぞれの指標の関連性みたいな

ことも入れてみたほうがいいかなと思っています。目標数値、先ほど参考で 65％、60％

を超えていると。その参考指標が変化したときに、ポジティブに変化するもの、ネガテ

ィブに変化するものという関係性が見られると、なおよいかなというふうには思います。

以上です。 

 

○久田課長 

 ありがとうございます。 

 

○内山部長 

 一つのイベント、事業が終わったら、必ずアンケートを採って、回収しており、それ

は非常に参考になっています。アンケートの聞き方がどうしても画一的になってしまう

ところは、致し方がないですが、また反対にそこを変えることによって、全然違うこと

が見えてくることがあると思います。 

 

○藤田課長代理 

 間野先生。 

 

○間野善之 

 はい。さかのぼってちょっと一つ質問してもいいですか。52ページ、私が一番、今、

取り組んでいるところの関係だったと思うんですけども、「地域活性化に資するスポー

ツ環境の整備・スポーツ産業との連携」のところなんですけれども。 

 この 52、53 ページには、質問なんですけれども、スポーツエコシステム推進協議会

が１月 31 日に立ち上がっているんですけど、それについて何か触れられたり、含まれ

たり、その考え方というのはどこかに反映されているんでしょうかね。何か５Ｇ、ＶＲ・
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ＡＲって何かもう、ちょっともう５年ぐらい前の話のような気もしたけど。何かそれを

まず知って、事務局のほうで知っていて、その内容とかそういうものを取り上げられて

いるのかどうなのか、あるいはこれを作成してくださっているコンサルの方が、そうい

うことも踏まえた上でこれを作成してくださっているのかどうなのかという質問です。 

 スポーツエコシステム推進協議会というのは、そのまま設立趣旨を読みますと、「Ｄ

Ｘ時代のスポーツ産業の振興とスポーツエコシステムの確立を目的として発足しまし

た」と。「日本国内のスポーツ産業において、スポーツの収入源の多様化と資金循環の

強化・拡大に取り組み、スポーツ振興とスポーツの価値最大化を図ることで、自立した

スポーツ産業の実現をめざすことに、教育や福祉、地域振興などのさまざまな社会課題

の解決に向けた、スポーツ産業を起点とする新たなエコシステムの形成を図ることを目

的としております」ということで。 

 と同時に、もう一つスポーツ庁の中で、このＤＸに関する研究会がもう立ち上がって

いて、もう半年以上やっているかな、そういう内容が含まれているのか、どうなのかな

という質問なんですけど。 

 

○久田課長 

 事務局では、スポーツ庁で、そういうかたちで計画として出されているものについて

は、知っています。 

 ただ、私どもが自治体としてそのことを踏まえて、具体的に何かしていこうかという

ところについては、現在はまだ検討していないのが正直なところです。ある程度スポー

ツ庁でされることが形になっていく中で、われわれ大阪市のほうが、そこに市としてど

ういった対応をしていくかという段取りになると思います。スポーツ庁で出されたもの

を取り込んで、市として具体的に何をやっていくかについては、残念ながら入り込めて

おりません。 

 

○間野善之 

 その辺の含みがあったり、芽出しのようなものがね、もう少しあってもいいのかなと

いう気がしました。 

 ちなみにスポーツエコシステム推進協議会というのは何かというと、スポーツベッテ

ィングの解禁に向けたそういう、そこに賛同する企業の集まりなんですね。 

 スポーツベッティングとは何かというと、インターネット上で、例えばサッカーの試

合を、次にどっちがゴールを入れるのかというようなことも、ゲーム感覚で賭けにでき

るような仕組みなんですね。Ｇ７の国の中で唯一、解禁されていないのは日本だけなん

です。やっぱりスポーツの、サッカーくじもありますし、これからバスケや野球も入っ

てくるけど、前日までに全部の試合の勝ち負けと引き分けを予想するような、ちょっと

これはもう、何か大仰なベッティングの仕組みで、もうスマホで簡単にどんどん、100



－ 15 － 

 

円ぐらいで賭けていけるほうが、とっても楽しいし、盛り上がるし。 

 もちろんそれに対するアディクションというか、中毒の問題とかですね、そういう問

題も並行して考えなきゃいけないんだけど、あるいは八百長の問題とかも含めて。そう

いうようなことに、もう実は政府とか民間も含めてかじを切り始めているんですね。 

 もう『ポケモンＧＯ』の時代じゃないんですね。『ポケモンＧＯ』はもっともっと進

化して、面白いと思いますけど、健康に歩くためにはね。その辺の、ちょっときらきら

するような表現というか、そういうものがあると、大阪市は日本でも最先端を走ってい

るわけですから、そういう感じが出るといいなと思った次第です。以上です。 

 

○内山部長 

 今回、そこまで踏み込めていない理由の一つが、ＤＸについても先ほど相原先生もお

っしゃいましたが、まだ具体的に何をどんなふうにしたいとか、具現性が今はありませ

ん。 

 ＶＲ・ＡＲというのは、確かに出てきたのは５、６年、もっと前の話ですけれども、

そこでさえまだ現実的に行政として取り組めていない状況で、それが今後、どういうふ

うに広がっていくかというのと、それを施設の中で、われわれが本当に実現できるのか、

実証実験をしていかなくてはならないというところの観点までしか、まだ入っていませ

ん。 

 これを基礎として、大阪市の向こう５年間の、これが礎になって、どんどんバージョ

ンアップしていって、アップデートしていく中で、こういうものが新たに加わっていく。

さっきおっしゃったように、それがスポーツビジネスだとかスポーツツーリズムの産業

につながるというようなことを、これから繰り返して、塗り替えていきたいなというふ

うに思っているので、まだちょっとその具体的なことをイメージできないと言ったほう

が分かりやすいですかね。 

 

○間野善之 

 はい。 

 

○内山部長 

 だから、もっとこういうことをしたら、こんな広がりがあるんですよということが見

えてきたら、たぶんできると思います。 

 

○間野善之 

 この 52、53 ページは、行政がやるというよりも、民間がそれをやろうとしているの

を支援していくという話だと思うんですね。 
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○内山部長 

 はい。 

 

○間野善之 

 ですから、そういう自ら自分たちでスポーツＤＸを行政がやることはまずないと思い

ますので、やろうとしている民間企業を連携させたり、そういうのをバックアップして

いくような、情報提供をしたり、つないだり、支援を与えたりするような、そういう例

えば「スポーツにおけるＤＸの、民間企業の取り組みの支援方策についても模索し」と

かですね、ちょっと逃げっぽいけれども。やっぱり書いてあることを行政が全部やらな

きゃいけないという時代では、もうないと思うし。 

 これはある意味で社会計画だと思うんですよね、行政計画というよりも。つまり社会

計画というのは行政がやることと、民間がやることと、それから学校や教育委員会、住

民団体とかＮＰＯがやるようなこととか、スポーツ団体がやることとかがあると思うん

ですよ。それがちょっとずつ、いろいろ入っているはずなので、これは明らかに民間企

業にもう任せたほうがいい分野であると思いますので。 

 そこで何かもうちょっと、５ＧとかＶＲとかＡＲもいいんだけど、ちょっと何かね、

もう少しとがった感じの、ちょっとそういうのがあったらすてきだなと思ったぐらいで

す。以上です。別にそうしなければならないと思っているわけではありません。 

 

○内山部長 

 はい。おっしゃることはよく分かります。ただ、行政でできることは限界が来ていま

す。いまや特にコロナ禍によって、ほとんどの予算はそこへ行ってしまっている中で、

こういうことはなかなか、次に踏み込むというのが、地方自治体では厳しいところです。

でもそれを切ってしまうと次のことができないので、当然、取り組み方については、も

うちょっと考えて工夫させていただきます。 

  

○間野善之 

 ちなみにさっき言ったスポーツエコシステムは、スポーツベッティングで得たお金で、

経済的な困窮状況にある児童・生徒のスポーツ環境を保障していくための財源づくりと

いうシステムなんですね。 

 たぶんこのまま、今まで学校の先生が無償ボランティアでやっていた時代は終わるの

で、実際に地域で、じゃあ、普通の人が子どもに教えられるかって、教えられないので、

大阪市さんがすでにやっていらっしゃるような民間委託など、ああいうのが出てくるは

ずなので。そうすると、月謝を取ると、月謝の払えない子どもがいる。月謝を払えない

子どもはどうするんだというような、そういうことも実は考えているので、この 52 ペ

ージで言うと、53 ページの右下の、この教育委員会と事務局が連携してなんていうこ
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とも。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございます。それでは、この計画の内容と、それから先ほどの今後の進め

方ですね、それにつきましてこの他、何かございますでしょうか。本計画につきまして

は、本日で会議が終了となりますので、最後にと言いますか、あらためてでもいいです

けれども、これまでのご感想ですとか、今後の何か大阪市に期待することとか、そうい

ったところも含めてコメントをいただければと思います。 

 

○相原正道 

 まず先にいいですか。今後なんですけれども、今後はこれ、パブコメは終わっている

ので、あとはアップされるだけと考えたらいいですかね。そうですかね、了解です。 

 

○藤田課長代理 

 本市の中でまだ手続きがあるんですけども、それを踏まえて最終計画策定というかた

ちを公表になります。 

 

○相原正道 

 それがだいたい５月ぐらいですかね、もうちょい早い。 

 

○藤田課長代理 

 もうできれば今月に。 

 

○相原正道 

 今月ですか。 

 

○藤田課長代理 

 今月末です。 

○相原正道 

 了解です。 

 

○藤田課長代理 

 はい。 

 

○相原正道 

 すみません、以上というか、確認です。 
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○久田課長 

 じゃあ一言ずつ。 

 

○藤田課長代理 

 ああ、そうですね。まだお時間がございますので、お一言ずつでもいただければ。 

 

○岡﨑和伸 

 もう先ほど、はい、お話ししたとおりで、特にはないんですけど、今後は、お話しし

たとおりで。大学として連携する、例えば学生のボランティアの活動等ですね、われわ

れの授業とか事業の中で一緒にできる部分もたくさんあると思いますので。実際に事業

を動かしていくところでも、実質なところのベースで連携しながら、まだ市内にある大

学は他にもたくさんある状況ですので、やはり先生のところの大学も、他の大学等もで

すね。 

 特に学生は、われわれが健康スポーツの実習や授業などで教育はしていますけれども、

それ以外にはあまりやっぱり社会との接点ってあまりないんですかね、むしろ学生は。

特に健康教育はそこに頼っているところがあると思うんですけれども、市の中でも重要

な大学としてのポリシーだと思いますので、広い意味での健康づくり、将来的な健康づ

くりにつながる活動を一緒にできたらなと思っています。 

 策定、お疲れさまでした。いいものができたと思います。ご苦労さまです。以上です。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございます。 

 

○柏木浩正 

 はい。本当にこのような貴重な機会をいただいて、本当にありがとうございました。

本当に非常に勉強になりました。 

 私自身がスポーツ用品メーカーで 10年間、今は食品メーカーで５年間、15年間の社

会人生活、企業人として送ってきたわけですけども、こういった行政さんとのつながり

ってほとんどなかったので、自分自身の視野を広げるよい機会になったなと思っていま

す。 

 また今後の取り組みについてなんですけども、本業でやっている健康経営、ウェルビ

ーイング経営であったりとか、私はずっとマーケティングをやってきたその視点とかを

活用いただける場があるのであれば、ぜひご活用いただいて。 

 私自身も堺市出身、兵庫県、今、在住ということで、大阪市とあまりゆかりと縁がな

いんですけど。母校が大阪市立大学だったりとか、硬式野球部でずっと練習、あそこの

グラウンドで野球もやっていたんですけど、そういったつながりもあるので、ぜひ大阪
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市さんと、あとは岡﨑さんのところと連携して、大阪市のスポーツを盛り上げていけれ

ばなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 

○久田課長 

 ありがとうございます。 

 

○大井富美代 

 お疲れさまでした。私が所属しています民間のフィットネスクラブは、このコロナ禍

で生き残れるかどうかというのは、かなり瀬戸際という状況であります。 

 ご存じかもしれませんけど、ジュニアの例えばスイミングスクールとか、そういうと

ころの在席というのはかなり戻ってきています。ですから目的を持ったスポーツという

のは、かなりお金をかけてもやっていこうということなんですけども、今までのフィッ

トネスの、フィットネス事業というのは、かなり戻りがまだまだという状況で、かなり

厳しい状況ではあります。 

 その中でやっぱり大阪市さんが広めていかれるようないろんなスポーツ、そこに民間

がどういうふうにして入り込むかとか、手を組んでどのような事業が展開できるかとい

うのが今後、2030 年ぐらいまでの課題となっているわけなんですけれども、そこをで

きるかどうかで、民間のクラブも生き残っていけるのかどうかという状況だと思ってい

ます。 

 何とかこの、今、公共でできないことということを民間でどう受けていくかというの

が課題だと思っていただいて、いろんなオーダーをかけてもらってもいいんじゃないか

なというふうに考えます。ぜひ何かオーダーがありましたら、一つでもお声がけをお願

いいたします。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございます。 

 

○間野善之 

 今、大井さんがくしくもおっしゃったんですけど、本当は民間のフィットネスクラブ

って、こういうコロナだからこそ繁盛しなきゃいけない商売だと思うんですね。やっぱ

り体力を付けて。 

 体力には行動体力と防衛体力が古くからあると言われていますけれども、そういう自

分で自らの健康は自ら守るというふうにつながらなければいけないのに、冒頭にいきな

りフィットネスクラブで感染したというところから、風評被害がずっと続いちゃってい

るんですけど、ぜひそれを巻き返してほしいと思っています。というか、なると思いま

すよ。 
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 こんなステイホームになって、二次被害で、みんな健康被害が出始めていると思いま

すよ。いろんな意味で運動不足になったり、そういったところからお年寄りの足腰が弱

くなったりですね。 

 しかしそれは、どこかで自分の健康を自分で守るという、これは大阪市さんもそうい

う意味で言うと、もうスポーツのこれだけ先進的なことを取り組んでいらっしゃいまし

たので。 

 実際、コロナ陽性者の発生者数も多かったわけだし、やっぱりそういう教訓というの

かな、多かったからこそ、自分たちの健康は普段からきちっとスポーツや身体活動を通

して守ろうという機運を高めていくということが大事だと思います。 

 本当かどうか分からないけど、ビル・ゲイツが言うには、次、またすぐにパンデミッ

クが来るとかという話もありますし。２年前、未知のウイルスでみんなが恐れましたけ

ど、現在となったら相当いろんなことが分かってきているので、そのうち弱毒化してい

くから問題はないんですけど、そういうところにぜひうまく結び付けて、民間企業とタ

ッグして、なさったらいいのではないかというふうに思います。 

 そういう意味で言うと、スポーツも何か実施率についてコメントがあったと思うんで

すけれども、何かそのあたり具体的に、もうやっぱりいろんなセンサーとかですね、そ

ういうものを使って、見える化してどんどんやっていくような時代なんじゃないのかな

という気はしています。 

 学校の部活動改革にしても、本当は大阪市が実は先頭を走ってきたわけです。でも今

回、モデル事業の中に入ってこなかったりして。 

 あのときから僕は、外部指導員というのは暫定的なやり方であって、根本的な問題の

解決には、次のステージに早めに進もうということを言ってきたんですけれど、なかな

かやっぱり学校現場は保守的で、とりわけ学校の部活動をやりたくて教員になった人た

ちの声が大きくて。また、そういう人たちが子どもたちの人気があったり、指導力があ

ったりして、職員会議でもノイジー・マイノリティだと僕は怒るんだけど、発言力が大

きいんですよね、そういうことが改革を阻んできたと思うんだけれども。 

 いよいよ政府も中体連を含めて大きな改革をやりますので、やっぱり大阪市ではずっ

とトップランナーでやってきて、やっぱりこのアドバンテージを活かして、絵に描いた

餅にしないで、ぜひ「Ｐｌａｎ」から「Ｄｏ」へ、実行段階に、早急に民間企業と組ん

で移していただきたいというふうに思っています。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございました。 

 

○相原正道 

 ではよろしいでしょうか。 
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○藤田課長代理 

 よろしくお願いします。 

 

○相原正道 

 ありがとうございました。今、私もお話を聞いていて、もしかしたら私もノイジーに

なっているかなと思いながら。 

 スポーツボランティアを一緒にやらせてもらって、夏ごろからちょっと一緒にやらし

ていただいておりますけれども、なかなか人数が伸びないので、先ほども岡﨑委員とか

のお話があったように、やっぱりどんどん、どんどん大阪で連携して増やしていくのは、

モデルとしては大切なことだなと思いながら。 

 ポスト・スポーツということで、今日もいろんな意見があったんですけど、スポーツ

ベッティングの話も出ましたし、健康経営とかが出てきますと、もう何だかいろんなも

のが、新しいものは何でも可能性として考えられるなと思っている時代に入ってきてい

るなと、個人的に思っていまして。 

 最近ちょっと見に行ってですね、ＶＲスポーツ、『ＶＳ嵐』みたいなものでものすご

くやっていらっしゃるところがあって、一応そういうことも、新しいスポーツというの

もまた生まれてくるのかなと思いながら、可能性を全部捨てちゃいけないなと思いなが

らも、ちょっと違う考え方も僕もしていかなくちゃいけないなと、個人的に思っていま

す。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございました。それでは最後に。 

 

○内山部長 

 １年半の長きにわたり、いろいろなご意見とか参考になるお話をいただきまして、よ

うやく行政としてのスポーツ振興計画というかたちでは、よくまとまって、踏み込んだ

ところまで書いたなと思っています。 

 たまたま 2020年になって、コロナ禍にもなってしまって、みんな迷っているときに、

さあ、どうしましょうというところで、いろんなことで映像を見ながら運動をできると

か、大学が取り組んでいるようなことも含めたようなかたちで、ちょっとでも広げられ

るように努力してきました。 

 著名な方や有名な方がそれに取り組んで話題に上げると、やっぱり広がりますが、そ

ういうところにお金を何千万も使うわけにはいきませんので、地道ながらもやってきた

ら、やっぱりちょっとずつ広がってきているのも事実です。 

 その中でいろんなことを改革しながら取り組んできましたが、ちょっとでも進むとい

うことが大事なので、新たなことに挑戦するとか、トライするということが非常に大事
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なことと、それと検証をする、確認するということを、どんどんこれからも繰り広げて

いきたいと思います。 

 この計画が５年間、礎になって、どんどんバージョンアップしていきますので、その

たびにご意見を伺うことが多いと思いますけども、ぜひとも見限らずに、今後ともよろ

しくお付き合い願いたいと思います。本当に長い間お世話になり、ありがとうございま

した。 

 

○久田課長 

 ありがとうございました。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございました。ではこれをもちまして、この会議につきましては閉会とさ

せていただきます。皆さま、長期にわたりご協力をいただきましてありがとうございま

した。また今後とも引き続きご指導、ご助言をいただければ幸いに思いますので、また

よろしくお願いいたします。それでは誠にありがとうございました。 

 

○一同 

 ありがとうございました。 

 

（閉  会） 


