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令和３年度 第２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１０月２９日（金） 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（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、 

大谷企画調整担当課長、松前企画調整担当課長代理、北川首席指導主事 

【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 石井チームリーダー 

木下主査、小川研究員 

 

 

（開  会） 

 

○藤田課長代理 

 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。私は、本日の進行を担当いたします、

経済戦略部スポーツ部の藤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 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申し上げます。 

 

○内山部長 

 皆さまこんにちは。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。 

 先月オリンピック・パラリンピックが終了しましたが、大阪では、オリックスの優勝やプ

ロスポーツの新シーズンが始まるなど、スポーツが盛り上がってきている状況です。例えば、

都市対抗野球で大阪市が２チーム出場し、社会人野球でも大阪ガスの優勝や、Ｖリーグでは、

本市が連携協定を締結している男子チームのサントリーサンバーズ、女子チームのＪＴマ

ーヴェラスのシーズンが始まりました。またラグビーは、来シーズンからトップリーグが新

しい形で始まります。 

 大阪のアマチュアスポーツも含めて、相当な盛り上がりを見せてきている中で、このスポ

ーツ振興計画でいかにスポーツに関心がない人、興味がない人を引きつけるかということ

が大きなポイントになっていくかなと思います。ご助言をいただきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いします。 
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○藤田課長代理 

 次に、委員の皆さま及び本日の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。オブザーバーの皆さまはオンライン等でご出席いただいておりますが、本日、中島西

淀川区長にもご出席いただいております。どうぞよろしくお願いします。 

 

○西淀川区 中島区長 

 中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○藤田課長代理 

 お願いいたします。 

 また、本日も福祉局、教育委員会事務局、また健康局から、また受託事業者の方にもご出

席いただいております。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。 

 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。 

 本日の議題につきましては、１「大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査の結果につ

いて」、２「第２期大阪市スポーツ振興計画の枠組みについて」となっております。本日も

各委員の皆さまから忌憚のないご意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

（１）大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査の結果について 

 

○藤田課長代理 

 それでは早速でございますが、議題に入ってまいりたいと思います。議題（１）につきま

して、事務局のほうからまずご説明をさせていただきます。 

 

○久田課長 

 スポーツ課の久田です。よろしくお願いします。時間の関係もあり、本日は「実態調査の

結果」、概要のご説明を中心にさせていただきたいなと思っております。 

 早速ですが、調査の概要ということで、大阪市内在住の 18歳以上の市民の中から無作為

抽出された 2,000人、郵送による無記名式のアンケート調査を、オリンピック前の７月上旬

から下旬にかけて実施をいたしました。回収率についてはそこにありますように、41.5％の

回収率となっております。 

 次、２ページのほうに移っていただきまして、「健康について」というところのアンケー

ト結果につきましては、「自身の健康状態」で言うと、約８割の方が「健康」という認識を

されています。また「体力がある」あるいは「体力が普通である」と考えておられる方が、

６割というような結果になっております。 
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 「実施率」については３番の項目になりますが、平成 30年に数字は下がったんですけど

も、その後は、徐々にではありますけども、増加傾向にあります。あと新型コロナウイルス

感染防止の自粛など、生活様式の変化の状況なども出ていると思っております。ただ、全国

平均は 59.9％となっていまして、全国平均は下回っている結果にはなっていますが、スポ

ーツ庁で調査しているものがネット調査ということもありまして、一概に郵送による数字

との比較というのが、単純には比較が難しいと思っております。 

 ３ページにまいりまして、「性別×年代別週１日以上の運動実施率の変化」ということで、

いわゆる年代別の推移を、今回ここに、こういうかたちで出させていただいております。男

性については、40代の男性の実施率が一番低い。一方、女性につきましては 40代の女性の

方が、右肩上がりに非常に上がっていて、60％を超える方が運動をされているというような

結果となっています。 

 次に「性別×年代別全く運動をしなかった人の割合の変化」につきましては、30 代の男

性が、いわゆる「しなかった人」という割合は非常に減ってきております。当然のように、

先ほども申し上げましたが、40 代の女性については大きく減少している、逆に言うと運動

をされた方が増えているということの結果となっております。 

 次４ページとなりますが、「コロナ前後での運動・スポーツ行動」ということでアンケー

トを取っております。変わらないという方が多い中で、外出を伴う運動なり、スポーツをす

る、あるいは見る時間が３割程度減少しているといったような結果となっております。 

 ５ページになりますが、参考までに、コロナ前後で運動をする時間が減った人、増えた人

の内訳というとこで、増えた人については男女とも若い世代が多い。コロナ後、減った方と

いうのが、やっぱり男女ともに 70歳以上の方が、いわゆる運動をする時間が減ったという

ようなご回答になっています。 

 「運動・スポーツを行う目的」につきましては、過去の調査でも健康・体力づくりや、運

動不足の解消、楽しみ、ストレス解消が上位になっておるんですけれども、今回も同様の結

果となっております。 

 次に６ページですが、運動をする場所についてもコロナの前後というかたちで質問をし

ております。この中で申し上げると、自宅でのいわゆる運動をされる方が増加をされている

ということと、「年代別の運動・スポーツをする場所（第１位）」というのを抜かせていただ

きますと、10代から 30代までが、コロナ後は自宅でされるという方が、いわゆるスポーツ

をされる方の場所としては１位になっているようなかたちで、それ以外の世代につきまし

ては、公園、河川敷、道路、空き地、広場などという結果になっています。 

 「この１年間にやった運動・スポーツ／今後やってみたい運動・スポーツ」という質問に

つきましては、やはりウォーキングが、いわゆるやったスポーツと、やってみたいスポーツ

とも１位という結果となっています。 

 ７ページになりますが、コロナ禍で、「コロナ前後での変化」ということで、これについ

てもウォーキングなり、階段昇降なり、体操というのが増えて、減ったのが海水浴とかハイ
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キング、あるいはキャンプといったところが減った項目になっていまして、それの裏返しと

申し上げますか、「今後やってみたいスポーツ」ということで言いますと、今申し上げた三

つのものが当然、上位のほうに結果としては希望が上がっているということになっていま

す。 

 「５年前からの実施率の変化」については、階段昇降や体操など、手軽にできる種目が増

加をしています。この後には「スポーツをしなかった人も大きく減少」というふうに書いて

おりますが、これはちょっと調査が２項目でしておりまして、この表現がちょっと正確では

ないため、ここについては削除したいなというふうに思っておりますので、よろしくお願い

をします。 

 ８ページ、「運動・スポーツにかける費用」についてですが、これが今回の結果としては

非常に二極化しておりまして、いわゆる１年間で 10万円以上を使われる層というのと、０

から１万円未満の方というところの層に、二極化をしているような状況になっております。 

 下段に、次の項目になりますが、「スポーツクラブや同好会への加入について」は１割程

度ということで、これもここ数年、あまり大きく変わらないというような結果となっていま

す。 

 以降についても、「スポーツ行事について」も、参加しなかったという方の比率が９割、

「参加したいスポーツ行事やイベント」ということにつきましては、10 代は野外活動、60

代は健康づくりというような結果となっています。 

 次に「スポーツ・ボランティアについて」は、行わなかったという方が９割以上、いわゆ

るボランティアをした市民の割合については、コロナの影響もありまして、令和元年をピー

クに減少傾向が続いているという結果となっております。 

 次、10ページにまいります。これの下段のほうになりますが、「スポーツ観戦や大会の認

知度について」の質問のところですが、スポーツ観戦や観覧については、この１年間で「あ

る」という方が約６割いらっしゃいました。その６割の中での直接観戦、観覧したことがあ

るいう方は約２割ということになっています。 

 資料 11ページになりますが、いわゆるこの直接観戦をした人の割合も、いわゆる経年の

数字で申し上げますと、やっぱりこれもコロナの影響もあり、無観客等の対応になっており

ましたので、そういう結果になるのはやむを得ないかなと思うんですが、右肩下がりの状況

に今なっております。 

 今後、「直接観戦したい競技」ということの質問については、やっぱり野球、サッカー、

ラグビーというのが上位にあがっているような状況です。 

 それから次、12 ページを見ていただきたいんですが、私どものほう、大阪で行われてお

ります、いわゆる各種大会の認知度とか観戦率についても聞いておりますが、それにつきま

してはやっぱりマラソンの関係の認知度が高いというような状況になっています。 

 次に「スポーツの機運・価値について」ということで、「大阪市のスポーツは盛んか」と

いうところについては、過半数の方が盛んであるというふうに思っていただいている。 
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 「スポーツは地域のつながりに役立っているか」というところにつきましては、約半数の

方が、まずまず役立っているのではないかというような回答となっています。 

 次に 13ページになりますが、「スポーツへの興味・関心の高まり」については、高まって

いるという方が４割にとどまっておりまして、半数以上の方が大阪市のスポーツが盛んで

あると、地域のつながりに役立っていると感じているものの、スポーツへの興味や関心とい

うのはなかなか高まっていないというような結果となっております。 

 次に資料 14 ページをご覧いただきたいんですが、「市が行うスポーツに関する取組への

満足度・重要度」というのを、いわゆる点数化をさせていただいて、項目ごとに落とさせて

いただいた表となっております。満足度、あるいは重要度ともに高い、結果Ａのところに入

っているものにつきましては、やはり子どものスポーツの推進でありますとか、高齢者のス

ポーツの推進、障がい者のスポーツ推進というところの項目につきましては、満足度なり重

要度ともに高いという結果となっております。 

 次に重要度が高いが満足度が低い、本市としてはここを、施策の強化として必要ではない

かというふうに考えている点としましては、スポーツ情報の発信なり、いわゆる地域活性化

に資するスポーツ施設の活用なり、スポーツ施設の環境整備といったところに、強化が必要

ではないかというふうに考えているところです。 

 この間、本市がまったく運動をしない層への働きかけに取り組んできてはおりますが、今

回のアンケート結果では満足度、あるいは重要度ともに、スポーツ・運動をしない人への働

きかけというのは、一番低いようなかたちでのアンケート結果とはなっています。 

 最後になりますが、15ページですが、「スポーツ情報サービス、その他について」という

ことで、情報の入手方法ですけども、これまたＳＮＳなりというところがもう少し上位にな

るのかなと思っていましたが、やはり 40歳以上の層で申し上げますと、区の広報紙や行政

出版の刊行物というのが約３割を占めておりまして、10 代の方たちはＳＮＳなどというよ

うな結果となっております。 

 「入手したいスポーツ情報」ということで申し上げますと、スポーツ施設に関わる情報な

り、手軽な運動の情報なり、市内の身近なウォーキングコースの情報といったものが求めら

れているというような結果となっております。 

 今回の調査結果としてのご報告をさせていただきます、以上です。 

 

○藤田課長代理 

 はい。では、ただいまのご説明に関しまして、何かご質問などいかがでしょうか。 

 

○柏木浩正 

 年代別でのスポーツ実施率の変化ってあったと思うんですけど、今、これはネット情報な

ので、それと比較していいのかというのがあるんですけど、全国的には全年代で上がってい

る傾向にあるなというのが感じられていて。一方で女性 40代が上がってきているけど、他
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の年代って上がっていなかったり、逆に下がっている年代もあるなと思うんです。その辺の

要因とか捉えられているところがあれば、１点、お聞きしたいです。 

 

○久田課長 

 相原委員のところにご説明に行ったときにも、そんなお話がちょっと出ていたかと思う

んですが。前回低かった層が 40代で、今回低い層が次、50代というようなことで、そこの

世代のところがずれて、そこが下がっているのかなとかいうような、前回の結果、比較で言

うと、そういうようなことにもなっています。 

 

○青木担当係長 

 本編の 32ページを見ていただきましたら、今課長が説明いただいています、10年前の比

較があります。 

 

○久田課長 

 ですので、やっぱり 10年前、スポーツをされなかった層が、10年たってもその層はやっ

ぱりしていないというような分析にはなるのかなというふうには、とは思うんですが、主た

る原因は何だというと、なかなかちょっと分からないというのが、ちょっと正直なところか

なと思います。 

 

○相原正道 

 ちょっといいですかね。今の補足というか、お話をしていただいたときに、何となく 10

年で、ちょっと世代交代が行われ、変わっていくのかなという空気感はすごく前々から思っ

ていて、それがちょっと数字としてやっと出てきたのかなという感じですね。 

 今の、特に女性の方の健康意識という認識から、スポーツをやるようになってきた世代で

もあるので実施するようになって、ちょっとその辺も出てきたんじゃないかなと思って。ま

だ本当に、推測で言っているだけなんですけど、そういう意味で面白いデータだなと思って

おります。 

 

○青木担当係長 

 相原委員からのご指摘で、32 ページの下に「世代による実施率変化」というものを書か

せていただいているんですけれども、その変化の左下、男性の同世代による 10年間の変化

ということで、上のちょっと濃い色が、今の世代の年代で、下の薄いのが 10年前の世代と、

合わせているんですけども、10年前の 30代と現在の 40代は線が重なっていて変化がない。

10 年たっても低いまま推移するというか、40 代の方だったら 30 代のときも 32％だし、10

年たって 40代になっても 34％ということで低いまま、要は年代が移っている。一方、女性

のほうになると開きがかなりあると思うんですけども。なので 10年たって世代が変わると、
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実施率が高まるという傾向が、これだけを見ると表れているかなと。 

 分析としては、男性のほうは年代というよりは世代の、34 ページの一番下に書いている

んですけども、ライフステージというよりは世代で、もうやらない人はやらないし、やる人

はやるしというような分析ができるのではないかと。逆に女性については 20代ではあまり

健康志向はなかったけれども、30 代になって少し健康志向が出て、運動するようになった

とか。あとはそういうライフステージの変化によって実施率が変わる。子どもを産んだとか、

介護のタイミングになったとかそういう、ちょっとそれも推測の域は出ないんですけれど

も、そういう傾向があるのかなというとこまでが分かる範疇かなと思います。 

 

○柏木浩正 

 健康診断じゃなくて特定健診の実施率ってあるんです、特定健診の実施率だとか、受診率

とか、メタボ健診、特定保健指導の対象ですとかと結構、関係ありそうだなと思っていて、

その辺と比較して見てみると、男性と女性の違いというのが分かってくるんじゃないかな

と思います。男性のほうがおそらくメタボ健診に引っかかって、やばいなと思って、受診す

る人が多くて、なので 40代からぱっと上がるんですけど、女性ってそもそも専業主婦だと

受けないとかあると思うので、その辺は見てもらったほうがいいかなと思いました。 

 

○大井富美代 

 いいですか、よろしいですか。 

 

○藤田課長代理 

 お願いします。 

 

○大井富美代 

 裏付けはないですけれども、感覚としてですけれども、10年前よりも 30代、40代の女性

が増えているというところで見ると、やっぱり環境としてＷｅｂ化がかなり進んでいて、例

えばＹｏｕＴｕｂｅを見て運動するとかっていうようなこともこの中に入っているとすれ

ば、男性よりも女性のほうが、自宅から外に出てはなかなか運動できなかった環境が、かな

りご自宅では運動ができるとか、隙間時間に運動をする方が増えてきた、そんなことも考え

られて、女性の増加率が高いのではないかなという予測はできます。 

 

○藤田課長代理 

 今おっしゃったように、女性の方で、自宅でオンラインレッスンを受けているというお話

も聞きますので、そういったところもあるかなと思います。 

 他の方、ご質問などいかがでしょうか。岡﨑委員、どうでしょうか。 

 



－ 8 － 

 

○岡﨑和伸 

 はい、ありがとうございます。いまのところに関連して、ちょっと細かいところなんです

けれども、このご説明いただいたところの、運動実施が男性の 40代で下がっていますけれ

ども、まったく運動していなかったという割合は決して増えていないので、なので、ちょっ

とはやるけれども、やっぱり定着はしていないんですかね、週に１回までやっていないとい

う方が多いと思うので。 

 もう少し詳しく見ると、この年代もちょっとはやっているという方も、逆に増えていると

いうふうなデータもありますので、そういうところに対するアプローチというのを、このデ

ータの中から見ていったらいいんじゃないのかなと、ちょっと思いました。まあコメントで

す。 

 あとはちょっと質問というか、事前にデータを見させていただいたところでもお話はち

ょっとしましたけれども、今後実施したいスポーツが、ウォーキングであったり、階段昇降

だったりするんですけれども。今回の調査結果の回答をした人の年代がちょっと偏ってい

て、70代以上の方が多い 23％で、60代まで入れると４割ぐらいなので、どうしてもその年

代の方の意見が大きく反映されているのかなと思いますので。 

 これはいかがですかね、年代別に今後やってみたいスポーツの傾向だとか、見えていれば

それをぜひ、意見というか、今後の計画へも反映できるのかなと思いました。いかがでしょ

うか。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございます。そうですね、年代別のデータは実際ありますか。 

 

○岡﨑和伸 

 今後やりたいスポーツ、ウォーキングとか階段昇降というのが多いですけれども、イメー

ジ的には中高年が取り組みたいスポーツだと思うんですけれども、若い方が実際にやりた

いスポーツとして、どんなものを今傾向として答えているのかというのは、それはぜひ見て

おいたほうがいいのかなと思いました。 

 

○青木担当係長 

 今現在、報告書等でちょっと分析ができていないんですけれども、後日その分析のほうも

ちょっとまとめて、またコメントさせていただきます。 

 

○久田課長 

 ご説明に行ったときに、岡﨑委員からも、いわゆるこのアンケートが結構、高齢者のとこ

ろが回答率が多いので、例えば大阪市の人口構成比に補正もしていまして、その結果も、実

施率のところだけなんですけれども、49.4％という結果が出ておりまして、今回も実施率の
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結果が 49.5％ということになっていますので、大阪市の人口構成比を掛けても、ほぼ同じ

率が出ましたので、実態を反映した、いわゆる調査結果かなというふうに思っています。 

 

○岡﨑和伸 

 そうですね。具体的な今後、施策を決めていく上で、大変重要な結果、アンケート調査だ

と思いますので、ぜひお願いします。 

 あとは関連してということになると思うんですけれども、今回の調査結果を今後の活動

に活かすということであると、やはり「満足度」や「今後に入手したいスポーツ情報」とか

ですね、そういうものが充実してくると、市民はやはり、何て言うんですかね、いいアドバ

ンテージというんですかね、統計を取りやすいということになると思うので、この辺は有用

なデータになるのかなというふうに思って聞いておりました。 

 またこれも、入手したいスポーツ施設情報なども、年代別で示す、言葉で書いていただい

ていますけれども、やっぱり年代別でちょっと見ていただいたほうがいいのかなと思って。

先ほど情報に、この上ですね、情報入手の方法も年代別でかなり違う傾向があるので、特に

求めている情報が、求めているものの入手方法のところにも反映されるような、そういう取

り組みがあると、かなりいいのかなというふうに思います、これはコメントですけども。 

 

○久田課長 

 後ほど骨子（案）の説明のところでも、ターゲット別にこれから事業を、やっぱりやって

いこうということにしています。ターゲット層によって同一の情報発信をするのではなく

て、どう言いますか、若者世代、若者を対象にする事業であれば、今ご指摘のあったような

入手先、若者たちが見るところにアクセスをしていこう。高齢者を対象にやる場合は、やっ

ぱりいわゆる活字のところで情報を発信していこうといったような工夫は、ちょっと今後、

参考にしながら進めてまいりたいと思います。 

 

○藤田課長代理 

 相原委員、いかがでしょうか。 

 

○相原正道 

 はい。今のものに注釈、あくまでちょっとこれも感想みたいになって申し訳ないですが、

やっぱり 70代以上の人がコロナ禍で減ったということなので。 

 今年また大阪でやりたいスポーツということで、皆さんウォーキングやハイキングとい

うのがあったので、大阪市のほうでも高齢者向け、高齢者だけじゃないですね、全般に向け

てのそういうイベントがいっぱいあるので、コロナ後の今年、開催される可能性は高いので、

ちょっとその辺で応募者は増えるとかで、何か近視眼的なんですけども、傾向が出てくるん

じゃないかなと思って、ちょっといい意味で期待したいなと。 
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 この反動が出てきてくれて、みんなが外に出ようと、何か家にいるとまずいので、とにか

く自宅から出てくれる人が増えたらいいのかなと思って、ちょっと感想的なものかもしれ

ませんけど。 

 

○藤田課長代理 

ありがとうございます。今後またコロナ後のいろいろなイベントの状況についても注視

していきたいと思っています。 

 そうしたら、他に議題１につきましてはよろしかったですかね。では議題１のほうはこれ

で終わりまして、続きまして議題２のほうに移ってまいりたいと思います。 

 

（２）第２期大阪市スポーツ振興計画の枠組みについて 

 

○藤田課長代理 

 では議題２につきまして事務局のほうからご説明をお願いします。 

 

○久田課長 

 こちらのＡ３判の、「スポーツ振興計画策定に向けて」ということで、骨子（案）という

かたちで今回、取りまとめたものをお示しさせていただいております。考え方等についてご

説明をさせていただきながら、ご意見をいただければなというふうに思っています。 

 昨年以来、いわゆる現在の計画の振り返りというのを、今回、説明させていただく文字と

して取りまとめたのが左上となります。 

 目標の達成状況については 40％から 50％で推移、目標や全国平均は下回っている状況に

ある。年代別に見ますと、実施率が低かった現役世代のスポーツ実施率が向上している、あ

るいは子どもの体力向上なり、スポーツ人口の裾野が広がりつつあるものの、運動・スポー

ツをしていない人も２割強の方がいらっしゃいまして、いわゆる二極化が改善をされてい

ない。市民アンケートによりますと、市民の過半数の人がスポーツへの興味や関心が高まっ

ていないというのが振り返りかなというふうに、目標の達成状況かなというふうに考えて

います。 

 その下の方針１、２、３というところで、「スポーツによる健康増進の取り組み」のとこ

ろでは、振り返りの結果、やっぱりターゲットを明確にした事業展開なり、情報発信、ある

いは健康づくりに取り組む企業の普及・促進などが必要ではないか。２点目の「都市魅力の

向上」の取り組みについては、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が必

要ではないか。さらには大規模施設、長居陸上競技場や中央体育館等のポテンシャルを維持

して、新たなスポーツ大会の誘致なり、都市魅力の向上に向けた取り組みが今後、必要では

ないか。いわゆる「スポーツによる地域・経済の活性化」の点については、取り組みや内容

や成果などの情報発信や機会づくりなど、スポーツを通じた人と人とのつながりづくりも
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必要ではないか。さらには大規模競技施設がにぎわいを創出する拠点として、さまざまなコ

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

が必要ではないか。 

 「まとめ」といたしまして、関係機関や関係局、あるいは事業間の連携などによって、相

乗効果を生み出す戦略が必要ではないかと。 

 進んでいない取り組みも見られまして、取り組みの効果を測る指標等の設定が重要では

ないか。さらには 2025年に大阪万博の開催、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というふうにしておりますので、これらの振り返りの結果を

受けたかたちで、右端の上のほうにあります計画の骨子（案）というかたちでまとめさせて

いただいております。 

 また、資料の真ん中のところには、いわゆる関係局、各局あるいはオール大阪での既存計

画がございます。それぞれのところにも当然スポーツの計画の中で記載もされております

ので、ここはちょっと時間の関係もあり、ご説明は省かせていただきますが。 

 主には、プロスポーツチームと連携したスポーツツーリズムの推進であったり、都市魅力

の発信であったり、あるいは健康局の「すこやか大阪２１」では、身体活動量の増加に向け

た取り組みをしております。また、障がい者支援計画では、スポーツ・文化活動への参加の

促進、環境整備が記載されております。また、教育振興基本計画では、部活動のあり方研究

の検討や、スポーツ・ボランティア活動の体験機会の創出、試合観戦に招待などといった取

り組みが記載をされております。また、生涯学習大阪計画では、いわゆる地域生涯スポーツ

の振興やコミュニティづくりにつなげていこうという取り組みが記載されております。 

 また合わせて各区のところにあります区の運営方針なり、関連計画のところでも区民の

健康づくりの推進なり、小・中学生の体力向上なり、部活動の支援なり、学校体育施設開放

事業といったところでの取り組みというのが記載されております。経済戦略局スポーツ部

だけで取り組んで目標が達成されるものではありませんので、今申し上げた、本日も参加も

いただいています区役所、福祉局、教育委員会事務局、健康局といったところと十分な連携

を取ったかたちで進めてまいりたいというふうに考えていますので、そういうような各部

署で策定されている計画も踏まえたかたちで今回、右端にあります計画の骨子（案）という

かたちでまとめさせていただいています。 

 目標といたしましては、「健康・いきがいづくり」、「スポーツによる持続可能で活力ある

まちづくり」、「人と人とがつながるスポーツコミュニティづくり」という、三つの大きな目

標の下に、１つ目の「健康・いきがいづくり」のところには、振り返りでも何度も申し上げ

たのが、ライフスタイルに応じたスポーツの推進ということで、子ども、子育て・働き盛り、

高齢者、障がい者のスポーツの推進ということで、教育委員会事務局なり、福祉局と十分、

連携を取って、この項目については進めてまいりたいというふうに考えております。 

 ２点目の「健康づくりに取り組む企業等の普及・促進」というところにつきましては、こ
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れも健康局と連携も図りながら、私どものほうでは包括連携協定を締結している企業があ

りますので、企業と連携したスポーツの推進に取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

 ３点目の「競技力の向上」については、引き続きの取り組みとなりますが、競技団体の活

動支援なり、オリンピック・パラリンピックや世界大会で優秀な成績を残されたアスリート

への表彰といったものを継続してやってまいりたいと思います。 

 ４点目の「スポーツの魅力・情報発信」につきましては、情報発信サイトの充実、運動習

慣のきっかけづくりにつながる魅力発信やスポーツに参加しやすい環境づくりといったと

ころ、あるいは多様なスポーツ機会の提供に資する情報発信ということで、いわゆる情報発

信のところを強化していきたいということも、思いを込めて、ちょっとここは項目として細

かく立てさせていただいています。 

 次に２つ目の「持続可能で活力あるまちづくり」につきましては、いわゆる大阪マラソン

の魅力向上、次には国際的な競技大会の開催、スポーツ資源を活かした、あるいは市内観光

資源と連携したスポーツツーリズムの推進を図っていきたいと考えています。 

 ４点目としては、振り返りにもありましたが、スポーツ施設の魅力向上を図っていかない

と駄目だろうというふうに考えておりまして、指定管理者や関係の民間事業者と連携した

市民サービスの向上なり、スポーツ環境の整備を進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 ３つ目の「スポーツコミュニティづくり」という項目につきましては、人材の育成という

ことで、スポーツ指導者、ジュニアアスリート、スポーツボランティアの活動支援、スポー

ツ功労者への表彰といった項目を立てさせていただいています。 

 次、２点目としましては、「共生社会づくりの推進」ということで、インクルーシブなス

ポーツの推進なり、障がい者スポーツの指導者の配置・育成といったことも取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

 ３点目の「地域スポーツによるまちづくり」につきましては、スポーツ推進委員への活動

の支援、地域のスポーツ団体への活動の支援、あと学校体育施設を活かした地域スポーツの

推進、地域の特性や資源を活かしたスポーツ活動の推進ということで、この方針につきまし

ては各区役所さんとも十分連携を取りながら取り組めていけたらなというふうに考えてお

ります。 

 ４点目の、最後になりますが、「地域活性化に資するスポーツ環境の整備」というところ

につきましては、スタジアムを活かしＩＣＴ等の活用をしながら、地域の活性化等について

取り組みを進めていきたい。２点目としては、プロスポーツと連携した事業の展開。３点目

としては、民間・地域・学校との連携の推進というところで、これにつきましては教育委員

会事務局で検討している部活動のあり方等の研究で取り組まれている状況も踏まえまして、

教育委員会事務局、あるいは区役所とも十分、ここの点についても連携を取りながら、取り

組みを進めてまいりたいというふうに考えています。 
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 以上が項目的な骨子になっていまして、結構長くなって恐縮ですが、最後に「計画の策定

にあたって」ということで、文章編を計画基本方針の目標のところまでまとめたかたちのも

のを本日お示しさせていただいています。本日いろいろと議論をさせていただいた上で、次

回のときには、この個別項目のところまで文章化したもので、計画の最終案として取りまと

めをしていきたいと考えております。 

 １点目の、「スポーツを取り巻く社会状況の変化」等については、スポーツ庁のほうなり

でも今、計画の策定がされていますので、それの作業の進捗と合わせて、ここの項目のとこ

ろは、今後記載をしてまいりたいなというふうに考えていますので、本日のところは、ちょ

っとまだ余白になっております。 

 ２点目の「大阪市のスポーツ行政の現状、問題点、課題」につきましては、この春の計画

の振り返りということで、ご説明をさせていただいた中身を文章化させていただいている

ものと、それぞれの項目で強化すべき、今後は取り組みが必要ではないかというふうにご説

明をさせていただいた強化というところで、ライフスタイル別の取り組み、健康づくりに取

り組む企業の普及・促進、スポーツ情報の発信としております。２点目の、スポーツによる

都市魅力の向上では、強化するポイントとしては、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というところを強化してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 ２ページになりますが、スポーツによる地域・経済活性化につきましては、いわゆる地域

×スポーツによるまちづくりなり、スポーツ施設を活用した地域活性化というところを強

化していくという、振り返りの結果として分析の取りまとめと、今文章編としてさせていた

だいています。 

 第２章になります。「計画基本方針」のほうにつきましては、基本指標としては、週に１

回以上、運動・スポーツを実施する成人の割合ということで、ちょっとここはパーセントの

ほうを空白にさせていただいているのが、スポーツ庁のほうが 70％というような数字を出

されながら、今議論を進められていることがありまして、大阪市では今 65％の目標で達成

していない中なので、ここの目標をどうするかといったところについても、またご議論をい

ただければなというふうに思っております。 

 「基本理念」の冒頭で、スポーツによるＳＤＧｓの達成への貢献というかたちでの記載を

させていただき、国連での認識、スポーツ庁での認識や大阪市におけるＳＤＧｓ実現に向け

た取り組みの状況を記載させていただきながら、本計画でもこの計画を実現、取り組みを進

めていくことで、ＳＤＧｓの実現に貢献をしていますというかたちでの記載を、この冒頭に

記載をさせていただきたいと考えています。 

 次に４ページになりますが、それぞれ目標として、大きく三つの目標を立てておりますが、

その目標指標を今回、きっちり立てたかたちで取り組んでいきたいということでご説明を

させていただいてきたかと思うんですが。その指標につきましては、１点目の「健康・いき

がいづくり」については、自身が健康であると考えている人の割合を、一つの指標として、
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現在考えております。２点目の「持続可能で活力あるまちづくり」については、いわゆる大

阪市が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、指標設定として考えて

おります。最後、スポーツコミュニティづくりにつきましては、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を、一つの指標にしたいと現在考えておりまして、それぞ

れ、先ほど口頭で申し上げているようなところを文字で整理をさせていただいていますの

で、またご参照いただければと思っております。 

 最後５ページになりますが、「新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みの影響と今

後の対応の方向性」ということでまとめさせていただいておりますので、またご参照いただ

ければと思います。 

 いずれにしてもこの文章編のほうにつきましては、次回トータルとしてまとめたもので

お示しをさせていただいて、あらためてその場で、次回ご議論いただければと思っておりま

すので、今は事務局の案の案というふうなことで、本日は聞いていただければと思っており

ます。 

 長くなりましたが、以上です。 

 

○藤田課長代理 

 では、ただいまのご説明につきまして何かご質問、ご意見はございますか。 

 

○柏木浩正 

 ありがとうございました。１点まず大きなところで質問、確認なんですけど、スポーツ実

施率の基本指標というのがいわゆるオールインジケーターで、目標値はＫＰＩ的な位置付

けで。そうなったときに、ＫＧＩとＫＰＩとの相関みたいなものを見ておいたほうがよいと

思っています。 

 今、われわれが取り組んでいる健康経営もそうなんですけど、従業員の方の生きがい、働

きがいと健康状態の相関を見ながらやらないと、健康づくりをしているのに、生きがい、働

きがいが改善しなかったらやっている意味がないと思って取り組んでいます。 

 この指標も同じだということで、現時点で捉えるのが難しい場合でも、この１年後、２年

後、３年後の検証のときにしっかり見えるかたちにしておいたほうがいいと思っています。 

 

○青木担当係長 

 青木です。この基本指標と目標指標のところまで、今お示しさせていただいているんです

けど、この次に、例えば「（１）スポーツによる健康・生きがいづくり」で、四つほど項目

があったと思うんですけれども、それぞれの下にもう一回指標が立っています。 

 それは現計画ではなかなか取り組みの進捗が、取り組みをやって終わりというようなか

たちになっていた反省点を踏まえて、そこに指標をもう１個設けようと思っています。その

一番末端の指標がおそらくＫＰＩで、この四つがＫＧＩになるというのはおかしいんです
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か。ＫＧＩは１個ですか。 

 

○柏木浩正 

 たぶんおかしい、おかしくないというのはなくて、仮説を立ててちゃんと取り組めるかど

うか。後で実施したことが検証できるかどうかというのが重要なので、そこは別にこだわら

なくて大丈夫です。 

 

○青木担当係長 

 設定した指標が、ここまで達成して、ここのゴールにたどり着くというのが、きっちりつ

ながるような立て方をしてくださいということですね。 

 

○柏木浩正 

 はい。 

 

○青木担当係長 

 分かりました。 

 

○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。 

 

○相原正道 

 これも確認ですが、インクルーシブなところの計画骨子の大きい３番の「（２）スポーツ

を通じた共生社会づくりの推進」ということで、インクルーシブなスポーツの推進とあるの

で、長居の障がい者スポーツセンターは改修とかになるんですか。ここが入ってくると、大

きな今後の目玉になってくるんじゃないかなと思ったものですから。 

 それでさらにですけれども、そこに先ほど、プロのスタジアムとかでのデータを取るとか

いう、プロのＩＣＴのところがあったと思うんですけど、そういう技術、こういうところで

も、障がい者スポーツセンターでも一気にＩＣＴ化が進められるので、一緒にできるんじゃ

ないかな。また違うデータの取り方ができるんじゃないかなと思ったので。もともと長居は

日本で初めてできた、本当に位置付けがすごく高いところなので、そういうものも含めて、

またお金をかけずに最先端にということも可能性は高いなと思ったんですが、一意見とし

てこれは述べさせてください。 

 もう１個、国際スポーツ大会のところで、マラソンとトライアスロンが入っているのは当

然なんですけど、最近大阪市でやっていらっしゃる国際ＳＵＰ大会とかも入れておいたほ

うがいいんじゃないかと思いました。 

 なぜかというとその心はやっぱり、水都大阪ですので、あれは一番水を使っているので、
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これから分かりやすくＳＤＧｓとか環境とか言うときに、言いやすいのかなと。 

 環境対策とかにも含めてもいいのと、これ全部、今のトライアスロン、マラソン、ＳＵＰ

もそうなんですけど、シティプロモーションになりますので、世界発信としてものすごく分

かりやすいシティプロモーションなんですね、スポーツとして。 

 ですので、ここはぜひ、せっかくやっていらっしゃるので入れていただきたいなというの

が一つの意見でございます。併記でもう１個書いておくだけで全然違うと思うので、ぜひお

願いします。以上でございます。 

 

○久田課長 

 今日は福祉局にも来ていただいていますので、長居障がい者スポーツセンターの部分は

委員のほうからお話がありましたので、課長、よければ。 

 

○大谷課長 

 福祉局障がい者施策部企画調整担当課長、大谷といいます。今委員からも、長居障がい者

スポーツセンターの建て替えについてご意見があったところでございます。長居障がい者

スポーツセンターについては築４７年たっていまして、老朽化も進んでいるということで、

今、本市のほうでも方向性について検討しているところでして、老朽化の対応について今後

どうしていくのかについての方向性を、今まさに検討しているところでございます。 

 委員もおっしゃるように、何らかのかたちで障がい者スポーツの拠点としての役割とい

うのは、一定必要かなと思っておりまして、そういった役割を担っていく上で、仮に建て替

えという判断になった場合には、今ご意見がありましたように、例えばＩＣＴを活用したと

か、そういった今の技術を利用した障がい者スポーツの、インクルーシブなスポーツも含め

た展開を検討していく必要はあると思っています。 

 ただ、現状では、まず本市として建て替えるかどうかの方向性について検討している状況

です。以上です。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございます。２点目としておっしゃっておられるのはＳＵＰの大会。長居のほ

うは今のでよろしかったですか。 

 

○相原正道 

 はい。 

 

○藤田課長代理 

 ＳＵＰの大会は主催がどこなのか、どなたかご存知ですか。 
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○内山部長 

 ＳＵＰですか。 

 

○相原正道 

 あんまり関係なかったですかね。 

 

○内山部長 

 2019 年に中之島公園を中心に中之島の周りを回る大会がありました。日本ＳＵＰ協会主

催ですが、参加している選手が外国の人が多く、日本人が圧倒的に少ない。トライアスロン

を見ているときに、誰が先頭か分からないことがあるのと一緒で、見せ方の問題がやっぱり

難しいです。今、委員がおっしゃった、水都大阪であるとかシティプロモーションというの

は難しいところがある。セーヌ川でやっているんですよね。 

 

○相原正道 

 セーヌ川、テムズ川、全部。すごいです。 

 

○内山部長 

 ＳＵＰの競技自体も、周りが盛り上がっていると聞きましたが、お祭りの中でＳＵＰ競技

があると言ったほうが、そういう位置付けで日本もしたいと言われていました。実際の協力

について、何をどんなふうにしたらいいかというのが、競技団体もまだ分かっていなかった

ので、ぜひとも今後引き続き、もし大阪でやるようなことがあったら、例えば道頓堀を使っ

てやるというんだったら考えますという話をしましたが、その後動きはありません。 

 

○相原正道 

 なるほど。じゃあ、まだ全然、次回が決まっていないんですね。コロナで昨年中止なども

起こっていて、また復活するのかと思ったので。まだシリーズ化していないということなん

ですね。分かりました。 

 

○内山部長 

 一度やっている実績があるので、その次に進むことは可能だと思うんです。見せ方次第だ

と思うので、数を重ねればセーヌ川とかテムズ川でやっているように、お祭り的なイベント

の一つとしてできないことはないと思います。ただ、季節が限られているのはあると思いま

す。 

 

○相原正道 

 セーヌ川とかテムズ川、全部世界的なリバーを、ブラジルとか、全部押さえていくので、
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そこに大阪の中之島というのが並列で並ぶじゃないですか。すごい発進力だなと思って。 

 そこにマリン事業とかもあそこは育てようとしていて、ドバイとかそっち側のかたちで

入ってきているので、世界選手権、これからサーフィンも年々持ち上がっていますから、オ

リンピック競技とかも当然入ってくる可能性も高くなってくるので、今から環境で大阪が

盛り上げていたというのは、日本の中で大阪がやっているのはちょっとありかなと思った

ものですから、ちょっと意見しました。 

 今の流れで聞こうと思ったんですけど、アーバンスポーツの大会はここではやらないん

ですか。何となく今のノリというか、オリンピックで盛り上がったのはやっぱりああいうと

ころなので、そういう大会もあると、先ほどの部分なんですね、マスコミの部分のところを、

何か大阪は開かれているなとかで。いっぱい施設があるだけに、つくろうとしているところ

にいっぱいあるだけに、何かあってもいいかなと思ったんですけど。 

 

○内山部長 

 今言われるアーバンスポーツというのは、オリンピックで出たスケートボードですね。そ

れとクライミングですよね。スケートボードは行政的には公害問題の解決も考えていく必

要があります。ご存じのように、近所の公園で夜中にボードでコンコンと音を立てていたら、

公園事務所には苦情が入ってくるのが、今の実態です。 

松原市で、西矢選手が金メダルを取って、実際にそのパークでやっている。パークのある

ところは、高速道路の下で、住居が少ないところでずっとやっている。現実的にアーバンス

ポーツをやるような、競技施設を持っているようなところというのはやっぱり、近所に住居

がないというのが大前提なんですね。大阪の場合は、専門的なところは民間が実際に倉庫を

借りてやっているので、行政がそこだけやると、また民業圧迫の話もあります。 

 大会そのものを実施することは可能だと思うんです。仮設でもつくれますし、鶴見緑地公

園とか長居公園とか大きいところがあるので、できないことはないと思います。その前にク

ライミングの関係で、世界選手権を日本で何回かやっているんです。大阪城公園の太陽の広

場でしようと思って調べに行ったんですけど、相当な費用がかかるんです。専用の壁をつく

って、屋外でやらないといけないのでその対策をしないといけない。そこまでお金をかけて

やるには多くの人に知ってもらわないと駄目なんですけれども、その時はネットテレビの

みで、費用対効果があまりないということで、できなかったんです。 

 ただ、オリンピックでメダルを取ったりしているので、やってみたら、聖地にはならない

けれども、できないことはないかなという気はしているんですけれども、場所はいっぱいあ

るんですが、それだけの費用対効果を求めるところまで行政として行けるかどうかという

のは、難しい課題です。 

 今、官の力だけではどうしてもできないことが相当増えてきています。特にコロナ対策を

やっていく中で、ステイホームの中で運動をする人が実質増えてきたことに対して、官とし

てどんなことができていくのかということも考えていかなくてはいけないだろうし。今後
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ウィズコロナのときにスポーツとか運動の取り組み方を考えたときに、大きな国際大会を

やる意義は当然あるんですけれども、それ以外のことの取り組み方というのも、そこへ結び

付けていくようなことを考えていかないといけないと考えたときに、手軽にできるやつが、

実はこのスポーツはオリンピックの種目になっているんですとか、そういう道筋を付けた

ような位置付けで何かやらなかったら、しんどいかなとは思っているんですけれども、そう

いうことができたらアーバンスポーツの世界というのは、入っていけるのかなとは思って

います。 

 

○相原正道 

 なるほど。最近、アーバンスポーツが結構利益を出しているところがあるものですから、

今みたいなかたち、向こう側から、大阪でやれたらすぐ来ると思うんですけど、名古屋とか

埼玉とかソースをつくっているので、こっちは別にお金を払わなければウエルカムという

ことですよね。 

 

○内山部長 

 それをやる場所さえ確保、設置するのであればできると。 

 

○相原正道 

 早めにやっておきたいなということです。あれだけ場所がしっかりいいものがあるので、

解禁もされているところもあるので、やっておきたいなと思ったんです。一意見です。すみ

ません。 

 

○内山部長 

 ありがとうございます。 

 

○岡﨑和伸 

 今ご説明いただいたところで重要なところはもう出ていると思うんですけれども、大阪

の何か目玉になるもの、いろいろなものとか施策があるところで一つに絞るというわけで

はないんですけれども、大阪でこれをやっているというのが何かあるといいのかなという

のは、前から思っていることなんです。コメントですが。 

 あとは、先ほどの調査結果を何か踏まえたような取り組みが見えてくると、さらによくな

ってくると思うところがあるので、調査結果の分析次第のところもあると思うんですけれ

ども、ウォーキングとか階段昇降とか、本当に取り組みたいスポーツであるのであれば、そ

ういうものをこの施策の中でどこか明確に提供するようなとか、進める事業が見えると、連

携していっていいのかなと思いました。 
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○久田課長 

 次回、それぞれの項目の枝付きの事業を入れさせていただきますので、今の委員からのご

意見も踏まえたかたちで、アンケートの調査結果を踏まえたこの取り組みを、ここに入れま

すというかたちでご説明できるように検討していきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

○岡﨑和伸 

 あと１点、細かいところですけれども、この「スポーツの魅力・情報発信」のところで、

スポーツに参加しやすい環境づくり、大変重要なんですけど、情報発信の中での環境づくり

というのはどんなイメージなのか、ちょっとお聞かせいただければと思ったんですけど、ど

ういうイメージですか。 

 

○青木担当係長 

 すでにある取り組みもあるんですけども、オンラインで参加ができるとか、申し込みがで

きるとか、支払いができるとか、そういうのを今はイメージしています。 

 施設を利用しようと思うと、オーパスシステムで申し込みや予約ができるという、それは

もともとあるんですけれども、それをどこにどういう位置付けにするかというときに、この

参加しやすい環境づくりというのに、まず位置付けました。 

 あとは、今後キャッシュレスの導入や、イベントの申し込みを、行政だと普通に申込書を

ファックスで送ってくださいとか、よくあるパターンなんですけれども、そうではなくてオ

ンライン上でできる。支払いもそこでできるような、そういう電子決済とかを取り入れてい

こうと思っていますので、そういうのを今はイメージしています。 

 

○岡﨑和伸 

 ありがとうございます。いい方向性だと思いますので、ぜひ今後、盛り込んでいただける

と。ありがとうございます。 

 

○大井富美代 

 私がこの骨子で、この前もご提案させてもらいましたけれども、１の（２）の「健康づく

りに取り組む企業の普及・促進」というところを見させていただきますと、いろいろなとこ

ろと協働していく、もしくはいろいろな企業を巻き込んでいくということが推進を早める

ことにつながるのではないかなと思うんですけれども。 

 いろいろなお話の中で、健康局さんがすこやかパートナーをもうすでに実施していると

いうこともお伺いしましたので、大阪市の中での取り組みで、他の部署との協働なのか、も

っと協働していけば進んでいくのか、もしくは同じ目標で行くのか。あまり縦割りではなく

協力していけばもっと早く進んでいくものがあるのか。もしくは、もうそこは手を引いて他
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のことにいくのか。そのあたりをはっきりしていくと、かなり企業との協働というのは進ん

でいくのではないかなと考えます。 

 

○内山部長 

 おっしゃるとおりです。確かに行政の悪いところです。同じことをめざしているのにアプ

ローチの仕方があまりにも違い過ぎて、映りが悪いというか、結局何をしているか分からな

いというのが、いろいろなことにつながっていくと思うんです。それが、変な言い方ですけ

れども、どうせ行政のやっていることだからとなってしまうパターンだと思っているんで

す。 

 

○大井富美代 

 もったいないですね。 

 

○内山部長 

 もっとはっきり分かりやすくしろというのが、この間も全部目を通させてもらって、担当

者と話をしながら、何をやっていたかとか、何をやるかという、やったことは例示が絶対で

きるので。写真も当然ありますし、実績も成果も出ているので。 

 じゃあ、次に目標を立てるときは何を具体的にするかという、ちゃんと挙げてくれと今お

願いしているんです。計画の策定以外に別冊でもいいから、こんなことをやります、こんな

ことをめざしていますとか、具体的に書けなかったら、参画する人とか行きたい人は何を言

っているんだろうとなるのが一番不安なので。大井さんがおっしゃったように、それはどこ

かがやっていたのと違うのとか、例えば各区も各区独自のことをやられているので、区で取

り組んでいたのに、こっちではまた違うことを言っているとなったら困るので、そこは協力

関係を持って、しっかりといい方向に向かってできるような策定の仕方をすべきだと私た

ちも思っていますので、それはそういうふうにします。 

 

○大井富美代 

 お願いします。 

 

○内山部長 

 あとの企業のほうですけれども、現実的に、これは毎回言っていますが役所もやっぱり予

算が限られてきています。特にコロナ対策が入ってきて、来年度からの税収が落ちていって、

コロナ対策がたぶんしばらく続くであろうという中で、必要最低限の事業を展開していく

ときに、やっぱり民間企業さんと一緒にやっていかないといけない。 

 モデルケースとして何ができるか。お金を出してもらうだけじゃなくて、行政がそれを取

り組むことによって、先ほどおっしゃったように行政のつながりの中で、例えばわれわれは
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スポーツの観点ですけれども、ひょっとしたら健康管理の観点で参画できるかも分かりま

せんし、大企業さんは健康保険組合とか自分たち独自で持っておられますけれども、そうで

はない中小企業さんは、そうでなかったらそこと一緒にやるということができてくると思

うので、そういう参画の仕方はしたいなと考えています。 

 

○大井富美代 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

 

○柏木浩正 

 企業の健康づくりのところでちょっと補足をさせていただくと、企業の従業員の健康づ

くりというのがＥＳＧの流れとか、ＩＳＯ３０４１４。人的資源投資の流れから必須になっ

てくる中で、中小企業はリソースがないからできないんですね。 

 今それを解決するためのアプローチとして、社会的健康戦略研究所というところが、地域

版の健康経営の先進モデルをつくろうとしています。今は愛媛でやっているんですけれど

も、中小企業を集めて、その中小企業が束になることによって健康経営導入のハードルを下

げていくという取り組みをしようとしています。 

 そういったモデルを持ってくることによって、今大企業はほとんど健康経営に取り組ん

でいるんですけど、中小企業が日本の就労世帯のほとんどを占めているので、そういったと

ころのサポートを後押しすることが必要かなと思います。実際にやるのは民間企業が主と

してやるべきなんですけど、そういった後押しが要るのかなと思います。 

 われわれも健康経営を始めて２年で行動変容ステージモデルの行動変容数が８％向上し

たのと、運動実施率でいくと６％上がっています。それはほとんど就労世帯で、皆さんこの

大阪市の課題となっている世代の人たちなので、そのアプローチをすることによって企業

は必ずやらないといけないことなので、間違いなくスポーツ実施率は上がっていくと思い

ます。 

 

○相原正道 

 そこにたぶん生産性も上がっていきそうですよね、そこの中で。 

 

○柏木浩正 

 それでいくと恥ずかしながら、われわれも相関を見ながらやっているんですけど、今のと

ころなかなか見えないところは実際あります。医療費については、一時的には上がります。 

 というのが、健康経営に取り組むと健診とかに必ず行ってもらうので、そういう疾病が早

く見つかりやすくなるので、一時的には上がるんですけど、そこから重大な疾病につながる

ことが少なくなるので、５年、１０年単位で見ていくと下がるのではないかと言われていま

す、一般的に。 
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○相原正道 

 間違いないです。絶対に健康で働いてもらっているのが一番企業にとってはありがたい

わけですから、１、２年のそのぐらいのお金、先行投資して後のリターンが高いほうがいい

ので、そこも含めて生産性は間違いなく上がっていくというデータになっているので、全然

問題ない話だと思います。 

 

○藤田課長代理 

 議題２につきまして、他はよろしいですか。ありがとうございます。では、次に移ってま

いります。 

 

（３）スケジュールについて 

 

○藤田課長代理 

 今後のスケジュールにつきまして、また事務局から説明をお願いします。 

 

○久田課長 

 本日は、スケジュールを見ていただきますと、10月のところで、第２回で計画の骨子案 

を本日お示ししておりまして、第３回は、本日ご意見をいただいたことを踏まえまして、計

画そのものの完成版といったらおかしいですけれども、計画の素案をお示ししたいと考え

ておりますので、また事前にご説明にも上がらせていただくなり、補足させていただく中で、

その上で第３回を年内に開催をさせていただきたいと思っております。 

 実態調査のインターネット調査についても、12月の上旬からやる予定にしておりまして、

このときには結果が間に合わないかも分かりませんが。計画の素案を作成した上で、１月か

ら２月にかけてパブコメを実施し、そのパブコメを受けた上で、第４回の計画案を次は２月

にさせていただいて、最終は年度末に計画の策定といったようなスケジュール感で進めて

まいりたいと思っています。 

 下のほうに大阪府の動きということで、今審議会から諮問を受けて、大阪府は２月の上旬

に答申の公表なり計画案の策定をした上で、大阪府さんのほうもパブコメを経た上で計画

の取りまとめを、この年度内にというようなスケジュール感で進めておられますので、私ど

もも大阪府の計画や動きも踏まえながら、一番下のほうの国の動きということで、国のほう

は 11 月の中旬に骨子案がまとめられる予定と聞いております。12 月には中間報告案が出

て、パブコメをして、２月に答申案としてまとめるというスケジュール感になっていますの

で、われわれ、そちらのほうの動きを横ににらみながら、本日はまだお示しできていないよ

うな記載が、まだ入っていないところについては、そのような国の動きなりを踏まえた上で、

修正なりをかけながら作業を進めていきたいと考えております。以上です。 
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○藤田課長代理 

 ただいまのスケジュールのご説明につきまして、何かご質問などはございますか。 

 それでは以上で、早いんですけれども、予定しておりました議題が終了となりますが、オ

ブザーバーの方も何かございましたらご発言をいただければと思いますが、いかがでしょ

うか。中島区長、いかがでしょうか。 

 

○西淀川区 中島区長 

 中島でございます。議論を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。私

は昨年の４月から西淀川区で区長をしておるんですけれども、一つ、地域に入りましてスポ

ーツの振興。もちろん健康ということはあるんですけれども、人と人とのつながりが今は希

薄になっているよねというところ。人と人とのつながりをつなげる一つの手段としてのス

ポーツというのが、非常に大きいかなと感じるところでございます。 

 ただ、課題としましては、例えば学校の体育館でやっているバレーボールですとか、公園

でやっている野球みたいなこと。結構同じ方でやっているねと。そこのところに新しい方が

入っていないよねというところ。これをもうちょっと区役所から何とか手を入れることが

できないかなというのは、感じているところでございます。 

 もう１点。アンケートを見せていただいて、これは私どもの反省事項かも分からないんで

すけれども、スポーツに関しての情報入手はどこからされていますかと。スポーツだけじゃ

なくて、区民のアンケートなんかでも情報入手についてはいろいろなところから取るんで

すけれども、誌面の情報誌が一番になってきます。その次がホームページみたいなかたちに

なってきます。 

 私はもともと商業施設のほうをやっておりましたので、なぜこんなかたちになるのかな。

若い人でもそうなってきていますので、これは私、見て思ったんですけれども、紙中心の案

内になっているなと。特にホームページとかＳＮＳが一時的な情報発信であって、情報のス

トックみたいなところがないと。 

 本来、インターネットなんかは情報の検索機能が大きいと思うんですけれども、そこの機

能が、大阪市のホームページもそうですし、区役所のホームページもそうなっていないとい

うところ。この辺を私どもは反省していかんとあかんのかなと思ったところでございます。 

 それから、先ほどスケートボードの話が出ておりましたので、実は私どもでも区民の方と

区政会議というのをやっております。区政委員というのがおります。西淀川区もかなり高齢

化してきておりますので、委員さんは結構高齢の方が多いんですけれども。 

 西淀川区も若い方に住んでほしいということからすると、ちょうどオリンピックがあっ

た時期でもありましたので、スケートボードみたいな、こういうものをつくるということ、

こういうことを考えてほしいよねという意見が出ていましたが、確かに公害というものも

ある一方で、こういう意見も出てくるんだなというのを、私はつくづくと感じたことでござ
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いました。以上でございます。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございました。いろいろご意見をいただきまして、また今後計画策定に向けて

いろいろ連携させていただきながら進めさせていただきたいと思っております。 

 それでは、今までの全体を通しまして相原委員、何かありましたらお願いできますか。 

 

○相原正道 

 本日はありがとうございました。まず事務局の方が既存計画の方向性、全体のプランです

ね。Ａ３の大きいやつだと思うんですけれども、既存計画の方向性などが以前に比べて、こ

んなに取っていなかったんじゃないですかね。ここまで大きく取ってくれていなかったと

思います。ありがとうございます。ご苦労いただきまして、これだけしていただいているの

で、いろいろ幅が広がってきた計画に、前回よりもなっているかなと、個人的にはひしひし

と感じております。 

 その流れの中での、先ほどの働く人とかのところまで行っているので、スポーツだけでは

なくてもう一歩踏み込んで、働いているところからどうやってみんな、スポーツに呼ぼうと

しているのかなというのは、すごくこちらでも感じます。この書面からも感じております。

本当にありがとうございます。 

 それと、やっぱり今ポストコロナということで、これからどうするんだというふうに変わ

ってくる大きなところだと思うんですね。例えば、既存の計画の方向性なんか、Ａ３で書い

てある、生涯学習と書いてあることとかそういうのを考えてくると、これからリカレント教

育とか、違う意味でどうやってスポーツに引っ張り出すんだというところまでも考えられ

ていらっしゃるところに、生産性という言葉を使って申し訳ないんですけど、あまりよくな

いかもしれませんが、健康で働いて、なおかつ幸せになるということで、働くって大事なこ

とだと思うし、それで健康で運動するというのはすごく大事なことだと思うので、そこをど

うやって捉えていくのかというのを、一つポストコロナというかたちになっていく場合に、

大学もそうなんです。 

 先ほどお話もあったので絶対だなと思っているんですけれども、クレジット決済がたぶ

んこれから皆さんのところでもどんどんやられるようになって、大学がまずオンラインと

対面、今どうやろうと思って、文部科学省も最近は両方やっていいよと。この 10年間で絶

対言わなかった言葉がどんどん出てきているんですね。たぶん岡﨑委員のところなんか、こ

れから合体するから、そういうもののモデルケースになっていくと思うんですけれども。 

 コロナで悪かったことはもちろんあるんですけど、僕も気付いたんですけど、両方いいと

ころがあるので、うまいこと使い倒していける人がたぶんこれから、決済とかも含めていく

ところなので、今日のお話の最後のところであるとしたら、先ほどのお金がなくなっていく

のは、人口減少なのでしようがないことなので、税収に頼らないことを考えると、そろそろ
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先ほどのマネタイズという言葉もあってもいいのかなと。 

 中小企業を支援できるのは大阪市さんしかいないし、先ほどの健康経営のところで、どう

バックアップしながらマネタイズを図るのかというのは、シンクタンクでも何でもいいと

思うんですけど、それが最後スポーツに関わっていくみたいな道があったら、スタジアムと

アリーナですね。絶対的にこれからＩＲもありますので、そういう意味でも力強いものがた

くさん、すみません、僕、急に大阪市の宣伝マンみたいになっちゃいましたけど。これだけ

施設があるということを誇りに思っているので、個人的にも、世界的な比較でいつもどこの

国に行っても思うんですけど、素晴らしいなと思っているので、活用性の問題でデジタル化

とグローバル化は完全に遅れているなというのは、認識したほうがいいと思います。 

 企業さんも、企業の中ではやっていらっしゃるけど、グローバル化にどう発信するんだと

いうときには、弱いものが出てくるので、商品ではなくシティとか、そういう中でのプロモ

ーションという立場で考えると、まだまだいろいろな方向性が出てくるんだろうな。 

 今日お話を伺って、可能性はすごいけどどう実体験に落とすかが、口だけじゃなく教育の

現場でもどうやっていくのかというのを、チャレンジしていかなくちゃいけませんし、こう

いうかたちで出させていただいているので、マネタイズということも本格的に考えていく

のも一つの方向性かなと思いました。以上でございます。 

 

○藤田課長代理 

 ありがとうございました。それではお時間早いんですけれども、最後にスポーツ部長の内

山からごあいさつ申し上げます。 

 

○内山部長 

 ありがとうございます。時代の変化が早いといえば早いですし、でも、先取りをしなけれ

ばお金をかけてやる意味がないというのも、よく、この間、みんな分かっていることだと思

うんです。 

 そう言いながら、片方で計画で目標を定めて、その目標がどれだけ効果があるかという検

証も絶対しないと駄目なので、その検証の結果に基づいて次の策定をするんですけれども、

この２年間はコロナでとんでもないことになってしまった。 

 こんなこと誰も想定していなかったことで、先ほど相原委員もおっしゃいましたけれど

も、よく分かったものとよく分からなかったものが出てきて、ハイブリッドにすることによ

ってより効果的だということが、この２年間で絶対検証できているはずなので、そういうこ

とを踏まえた行政のあり方をこれから考えていかないといけない。 

 その中で、われわれはスポーツに特化してやっていくんですけれども、スポーツという観

点だけじゃなくて、それがどういうふうに波及していくかとか、どんな連携をしていけば、

ここで書いている、みんなが元気になって働き続けて幸せになれるかという、そういう大き

い目標を定めながら、足元のこつこつしたやつも、しっかりと具体的な例示を出して取り組
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んでいくというふうにしていかなければいけないと思います。 

 それと、人口が減っていることは事実なので、それに対してＳＤＧｓが出てきているよう

に、行政としての取り組みの中で大きい目標ばかりではなくて、実態的なＳＤＧｓを考えて

いくのに、スポーツというのはわりと適しているのかなと思います。 

 先ほど柏木さんがおっしゃったように、健康になったら絶対健康保険は使わないですよ

ね。一時的に健診にお金がかかったとしても。健康になったら個人的にもうれしいと思うし、

家族もうれしいだろうし、それで元気で働き続ける。 

 近い将来、定年が 70歳になると言ってきている中で、70歳まで気力を保とうと思ったら、

まず身体が元気でないとできないと思うので、そういうことを考えていったら、その辺はこ

れからみんな気が付いてくれるかなと思います。 

 その中で何ができるかということを、次の策定の中でより具体的なことが決められたら

いいかと思うので、ぜひともまたご協力とご助言をお願いしたいと思います。本日はどうも

ありがとうございました。 

 

（閉  会） 


