
大阪市スポーツ振興計画の進捗状況（これまでの実施事業）

Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

北区長杯ソフトボール大会
北区の各小学校が結成するソフトボールチームが全日本小学生大会へ出
場することを支援し、子どもたちへ夢と希望を与えることを目的とする。

北区役所

都島区魅力発信事業
毛馬桜之宮公園の水辺を活かしたビーチバレーボール等のスポーツ大会
を誘致するほか、スポーツチームとの共同イベント等を開催する。

都島区役所

区民レクリエーション事業（各種区長杯） 区長杯（9種目）を開催する。 福島区役所

福島区小･中学校体力向上事業(ゲストティー
チャー派遣事業)

区内の小中学校を対象に、運動の専門家であるゲストティーチャー(プロス
ポーツチームを含む)を派遣し授業を行うことで、自発的に運動に興味・関
心を持ち将来の体力向上につなげることを目的として実施する。

教育委員会事務局
福島区役所

コミュニティ育成・区民レクリエーション事業
スポーツ・レクレーションに触れる機会を提供し、継続的なスポーツ活動を
推奨することで、生涯スポーツの振興を図る。

中央区役所

西区子どもの体力・運動能力向上支援事業

小学生の体力・運動能力の向上とスキルアップのため、小学校の教員を対
象にインストラクターによる実技指導研修会を開催し、教員の指導力を向
上させるとともに、各小学校の体育科授業へインストラクターを派遣し、実
践的な授業を行うことで、授業内容の改善・充実を図る。

教育委員会事務局
西区役所

Ⅰ－１　気軽にできるスポーツ機会の創出

事業名 事業概要 担当部局
工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

ビーチバレー大会、

ファミリーサッカー教室の

開催

各種区長杯の開催

（7種目）

ゲストティーチャー派遣事業の実施

スポーツ大会実施の支援

教員研修会及び小学校の体育授業へのインストラクター

派遣の実施

ビーチバレー大会の開催

各種区長杯の開催

（8種目）

各種区長

杯の開催

（9種目）

Ｒ２年度中止

各種スポーツ大会・スポーツイベントの開催

資料３



Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

大正区まちづくり活動強化推進事業
（ファミリージョギング大会）

区民のスポーツ・レクリエーションへの関心や区・地域への愛着心を育み、
世代を問わず多くの区民が気軽に参加し、スポーツ等の活動に触れる機会
を提供するとともに、区民・各種団体等と協働しながら企画・実施する。

大正区役所

コミュニティ育成事業
コミュニティ育成支援事業の一つであるスポーツ推進事業において、区民
の誰もが参加できる健康づくり・体力づくりを促進するイベントを実施する。

浪速区役所

児童・生徒の体力づくり支援事業
区内小中学校の体育の授業等に、様々なスポーツ分野において活躍する
専門家等をゲストティーチャーとして派遣する。メニューは、水泳、ダンス、ヨ
ガ、なわとび、サッカー、バスケットボール、走り方等とする。

教育委員会事務局
淀川区役所

子どもの体力向上事業
子どもが運動やスポーツに取組むきっかけを作り、体力向上を図ることを目
的に、運動種目に応じた指導者による直接指導を学校授業等で行う。

東成区役所

児童の運動能力向上サポート事業
区内小学校に運動に関する専門的な経験・技術を持つインストラクターを
派遣し、児童の運動能力や体力の向上及び教員の指導力向上に資する出
前授業を実施する。

旭区役所

区民スポーツ大会 区民を対象に年間7種目１0大会を実施する。 城東区役所

城東区スポーツカーニバル

城東区役所、城東区スポーツ・レクリエーション協会主催により開催する、
区民のだれもが気軽に参加できる区民運動会。地域対抗競技なども実施
し、地域のつながりの醸成も図る。

城東区役所

「みんなde

スポーツ

教室」の実

施等

各種スポーツ出前講座を小中学校あてに実施

子どもの体力向上事業の実施

大正区まちづくり活動強化推進事業の実施

健康づくり・体力づくりを促進するイベントの実施

各種区民スポーツ大会の

開催（7種目10大会）

関係団体との協働による事業の開催

各種区民スポーツ大会の開催（8種目11

大会）

各種スポーツ出前講座を各小学校にて

実施



Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

城東区ミニ・マラソン大会
城東区役所、城東区スポーツレクリエーション協会主催により開催する、大
人から子ども（小学４年生～）まで参加できるミニ・マラソン大会（城北川遊
歩道　約4.2Km）。

城東区役所

城東区小学校駅伝大会
城東区ミニ・マラソン大会終了後に開催する小学校対抗駅伝大会。男子の
部・女子の部の２部制で１チーム８名。コースはミニマラソン大会のコースを
２周（城北川遊歩道　約8.4Km）

城東区役所

区民レクリエーション事業
体力向上・健康維持増進のため、区民が気軽に楽しみ参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動事業

鶴見区役所

コミュニティ育成事業
区民レクリエーション事業として、阿倍野区民体育祭（あべのスポーツフェ
スタ）を開催する。

阿倍野区役所

スポーツのまち南港・咲洲地域活性化事業

咲洲ウェルネスタウン計画の取組の一環として、小中一貫校の授業にオリ
ンピックメダリスト等による運動プログラムを導入し、健康・スポーツのまち
としての拠点づくりを継続的に行うことで、「ウェルネスタウン」としてのまち
の魅力向上につなげるとともに、「誰もが心身ともに健康で、いきいきと心
豊かに暮らすまち（咲洲ウェルネスタウン構想）」の実現を目指す。

住之江区役所

つながりの場づくり推進事業
スポーツ関係事業(スポーツ・レクリエーションイベント)の実施

住吉区役所

東住吉区コミュニティ推進事業（区民相互の
交流活動へのサポート）

《区民フェスティバル（体育フェスティバル）》
地域団体や社会教育団体に加えPTAなど各種団体、区役所を含む実行委
員会により実施する。
《スポーツ・レクリエーション》
社会教育団体やスポーツ団体が参画する実行委員会により、スポーツ・レ
クリエーション事業を一体的に実施する。

東住吉区役所

阿倍野区民体育祭（あべのスポーツフェスタ）の開催

（事業者プロポーザル）

スポーツ健康推進事業

スポーツ・レクリエーションイベントの実施

各種スポーツ大会等の実施の支援

一貫校の授

業への運動

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの導

入と学校開

放特別ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑの実施(咲

洲地域）

一貫校の授

業への運動

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの導

入と学校開

放特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑの実施(住

之江区内)

南港地域及び一部の区

内小学校の授業への運

動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの導入と指導

者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

関係団体との協働による事業の開催

関係団体との協働による事業の開催

Ｒ２年度オンライ

ンによる開催

スポーツ・レクリエーションの実施

区民フェスティバル（体育フェスティバル）の実施

つながりの場づくり推進

事業

スポーツ・レクリエーショ

ンイベントの実施



Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

区長杯各種大会
区民のコミュニティづくりと健康づくりを目的に区民スポーツ大会（5種目）を
開催。

西成区役所

区民レクリエーション事業

スポーツ大会の開催などスポーツの振興には、体育厚生協会など区域で
活動する競技スポーツ関係団体の存在が不可欠であることから、協力のも
と事業の展開を図る。
また、区民ハイキングなど、日常的に、スポーツを行っていない層も参加で
きるイベントの開催により、スポーツへの親しみを感じ、新たにスポーツに
関わる契機とする。

西成区役所

・介護予防活動推進事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

「いきいき百歳体操」、「かみかみ百歳体操」、「しゃきしゃき百歳体操」の普
及支援を通じ、住民主体の介護予防に資する体操・運動等の通いの場の
充実を図るため、必要物品の貸出やリハビリテーション専門職等による助
言等を実施。

福祉局
各区役所

大阪市障がい者スポーツ大会
市内在住の身体、知的、精神障がいのある方を対象に、陸上競技、ボウリ
ング、卓球等の障がい者スポーツ大会を開催。

福祉局

全国障害者スポーツ大会選手団派遣
大阪市障がい者スポーツ大会の成績を参考に全国障害者スポーツ大会に
出場する大阪市代表選手を選考し、選手団の派遣を実施。

福祉局

障がい者スキー教室
冬季のスポーツとして体力の維持、増進を目的に、スキー初心者の方も対
象としたスキー教室を開催。

福祉局

地域親善交流会
若年層を中心とした地域住民に対して障がい者スポーツの普及を図るた
め、障がい者スポーツ選手と市民との交流及び障がい者スポーツの体験を
通じた市民への障がいの理解促進事業を実施。

福祉局

各種スポーツ区長杯大会の開催

関係団体等との連携・事業展開

大阪市障がい者スポーツ大会の実施

障がい者スキー教室の実施

全国障がい者スポーツ大会選手団派遣の実施

地域親善交流会の実施

おもり・ＤＶＤ等必要物品の貸出、リハビリテーション専門職による指導・助

言等を実施

Ｒ２年度中止

Ｒ２年度中止

Ｒ２年度中止

Ｒ２年度中止



Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

障がい者スポーツ指導者（初級)養成事業
（公財）日本障がい者スポーツ協会が定める、障がい者スポーツ指導員制
度の資格取得のための講習会を開催。

福祉局

スポーツ施設優先予約利用
障がい者スポーツの振興に寄与するため、障がいのある方を対象とした各
種スポーツ大会の会場となる市内施設の予約を優先的に実施。

福祉局

こども　夢・創造プロジェクト
市内在住の小中学生を対象に民間企業・団体と協働して、こどもたちが興
味や関心のあることについて、あこがれの人物や、大阪が誇る文化・産業
の担い手から直接学び体験する機会を提供する。

こども青少年局

子どもの体力向上推進事業
令和元年度については、オリンピック・パラリンピック教育推進事業におい
て子どもの体力向上の取組を実施する。

教育委員会事務局

部活動指導員活用事業
教員の長時間勤務の解消に向けて、部活動の技術的な指導に従事する部
活動指導員を配置することにより、部活動の指導体制の充実を図る。

教育委員会事務局

トップアスリートとの交流事業

トップアスリートが、市立学校を訪問し、児童生徒を対象に授業を行い、子
どもたちにトップレベルの技術を披露・指導することで、スポーツへの興味
喚起を図る。また、ＪＯＣパートナーシップ都市協定に基づき各国ナショナル
チームの合宿を本市で実施する際、交流事業を実施する。

経済戦略局

オータム・チャレンジ・スポーツ
市民がスポーツをはじめるきっかけづくりや活動成果を発表する機会とし
て、市内各スポーツセンター、プール、テニス場等で、各種スポーツ教室や
大会等を開催する。（毎年9月～11月）

経済戦略局

「こども 夢・創造プロジェクト」提供プログラムとしてスポーツ系プログラム

を実施

平成29年

度の事業

実施

平成29年

度部活動

のあり方

研究モデ

ル事業実

施

スポーツ施設優先予約利用の実施

障がい者スポーツ指導者養成事業の実施

平成30年

度部活動

のあり方

研究モデ

ル

事業実施

平成31年

度部活動

のあり方

研究モデ

ル事業実

施

オリンピック・パラリンピック教育推進事業と連携した取組

みを実施

部活動始動員

活用事業実施。

令和２年度中

に、令和３年

度以降の事業

展開について

検討する。

令和３年度

中に、令和

３年度以降

の事業展開

について検

討する。

各種スポーツ教室・大会の開催

トップアスリートによる「夢・授業」の実施等

（オリンピック・パラリンピック教育の推進）



Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

市長杯各種大会
各区対抗大会（3大会）と市民選手権大会（13大会）を開催する。また、レク
リエーション行事として民踊大会も開催する。

経済戦略局

市民レクリエーションセンター
市立の小・中学校、高等学校の体育館を主に平日の夜間に開放し、市民レ
クリエーションセンターとして各種スポーツ教室を開催する。

経済戦略局

スポーツスタートアップ事業

本市やスポーツ庁による調査において、実施率が低いビジネスパーソン女
性を対象としてスポーツをする楽しさや運動をすることの重要性に気付いて
もらい、行動へつなげるとともに、スポーツ実施率の向上に向けて全体のマ
ネジメントを行うため、アンケート調査を行ったうえで各事業の分析を行い、
翌年度以降の事業の見直しやより有効な施策の検討の材料とする。

経済戦略局

ウオーキング事業

大阪市域の魅力を再発見しながら体力にあった距離を歩くことができる、ウ
オーキング愛好者から初心者までが楽しめるイベントを開催する。うち1回
は、ウォーキング参加者のみならず、より多くの市民が気軽に楽しくスポー
ツに親しめるよう、スポーツ体験イベント「Do Sports Fes2020」を同時開催
する。

経済戦略局

OSAKAスポーツ大学講座
スポーツに関する様々な知識・技術等を学べるセミナーを開催。今後、ス
ポーツに取組もうとする人からボランティアを行いたい人まで、幅広く知識
修得の機会を提供する。

経済戦略局

チャンピオンレッスン
子どもたちが、プロスポーツ選手等のトップアスリートから直接指導等を受
ける講座を開催する。

経済戦略局

オーパス・スポーツ施設情報システム運用管
理

スポーツ施設の予約や情報発信を行うシステムの運用管理を行う。 経済戦略局

ウォーキングイベントの

開催

各種スポーツセミナーの開催

トップアス

リートによ

るスポーツ

講座の開

催

各種スポーツ市長杯大会の開催（3大会・13大会）

オーパス・スポーツ施設情報システムの保守・管理

各種スポーツ教室の開催

スポーツ

実施率向

上を図る

ため、各

種施策を

実施

各種ス

ポーツ市長

杯大会の

開催（3大

会・14大

会）

ウォーキングイベント・スポーツ体験イベ

ント「Do Sports Fes」の開催

広報事業

アンケート

調査

広報事業

アンケート

調査



Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

学校体育施設開放事業
大阪市立の小・中学校の体育施設（運動場、体育館等）を学校教育に支障
のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の
場や機会を提供する。

全　区
経済戦略局

北スポーツセンター等優先利用推薦
北区民が実施するスポーツ大会などに対し、北区内の有料スポーツ施設
の優先利用における推薦を行う。

北区役所

港区こどもの学び応援事業

港区こどもの学び応援事業とは、区の特性や強みを活かした教育の機会を
提供する事業、学校に各種の有償ボランティアを配置する学校ボランティア
事業、こどもに家庭でも学校でもない地域のボランティアの協力のもと運営
する第３の居場所(サードプレイス)を提供する事業を民間事業者のノウハ
ウを活用して実施し、こどもの学力・体力の向上及びこどもの教育環境の
向上を行う事業であり、その事業の中のメニューの一つに、学校園と連携
し、冬季期間中、港区の教育資源(大阪プール)を活用し、スケート教室を開
催するというものがあり、こどもの体力の向上や特色ある学校づくりを支援
する。

港区役所

住吉スポーツセンター等優先利用推薦
住吉区民が開催するスポーツ大会、区民に広く益のあるスポーツ大会に対
し、住吉区内の有料スポーツ施設の優先利用における推薦を行う。

住吉区役所

東住吉区コミュニティ推進事業（区民相互の
交流活動へのサポート）

《区民フェスティバル（体育フェスティバル）》
地域団体や社会教育団体に加えPTAなど各種団体、区役所を含む実行委
員会により実施する。
《スポーツ・レクリエーション》
社会教育団体やスポーツ団体が参画する実行委員会により、スポーツ・レ
クリエーション事業を一体的に実施する。

東住吉区役所

障がい者スポーツふるさと寄附金
障がい者スポーツの普及を通じて、障がいのある方の社会参加と自立の
促進及び共生社会の実現に活用することを目的に、障がい者スポーツ振
興に係るふるさと寄附金を募集。

福祉局

Ⅰ－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

学校施設開放事業の支援

港区の教育資源の活用（事業の一部として学校との協働でスケート教室

を実施）

優先利用の申請受付

スポーツ・レクリエーションの実施

区民フェスティバル（体育フェスティバル）の実施

優先利用の申請受付

障がい者スポーツふるさ

と寄附金の募集



Ⅰあらゆる世代でスポーツ人口を拡大

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

障がい者スポーツセンター運営
障がいのある方にスポーツの場を提供し、スポーツ指導等を行うとともに、
各種スポーツ教室の開催、クラブ活動の育成支援、地域におけるスポーツ
活動の支援等を実施。

福祉局

スポーツ施設指定管理運営
指定管理者によるスポーツ施設の管理運営並びに設備等の保守点検を行
う。

経済戦略局

スポーツ施設の補修等 スポーツ施設を安全、安定的に使用できるよう改修等を行う。 経済戦略局

学校体育施設開放事業施設整備
市立学校の学校体育施設開放事業を安全に行うために必要な施設の整備
を行う。

経済戦略局

障がい者スポーツセンター運営

学校施設開放事業に係る施設整備

スポーツ施設管理運営

スポーツ施設補修



大阪市スポーツ振興計画の進捗状況（これまでの実施事業）

Ⅱ　スポーツによる健康寿命の延伸

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

コミュニティ育成事業（再掲）
コミュニティ育成支援事業の一つであるスポーツ推進事業において、区民
の誰もが参加できる健康づくり・体力づくりを促進するイベントを実施する。

浪速区役所

区民スポーツ大会（再掲） 区民を対象に年間7種目１0大会を実施する。
城東区役所

城東区スポーツカーニバル（再掲）

城東区役所、城東区スポーツ・レクリエーション協会主催により開催する、
区民のだれもが気軽に参加できる区民運動会。地域対抗競技なども実施
し、地域のつながりの醸成も図る。

城東区役所

城東区ミニ・マラソン大会（再掲）
城東区役所、城東区スポーツレクリエーション協会主催により開催する、大
人から子ども（小学４年生～）まで参加できるミニ・マラソン大会（城北川遊
歩道　約4.2Km）。

城東区役所

城東区小学校駅伝大会（再掲）
城東区ミニ・マラソン大会終了後に開催する小学校対抗駅伝大会。男子の
部・女子の部の２部制で１チーム８名。コースはミニマラソン大会のコースを
２周（城北川遊歩道　約8.4Km）

城東区役所

あべのウォーク あべのウォークで健康づくりの機運を高め、運動の習慣化をめざす。
阿倍野区役所

Ⅱ－３　スポーツを通じた健康長寿社会の創生

事業名 事業概要 担当部局
工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

ウォーキングイベントの実施

各種区民スポーツ大会の開催

（8種目11大会）

関係団体との協働による事業の開催

関係団体との協働による事業の開催

健康づくり・体力づくりを促進するイベントの実施。

関係団体との協働による事業の開催

各種区民スポーツ大会の

開催（7種目10大会）

Ｒ２年度全３回

の内、１・２回目

は中止、３回目

は検討中



Ⅱ　スポーツによる健康寿命の延伸

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

つながりの場づくり推進事業（再掲） スポーツ関係事業(スポーツ・レクリエーションイベント)の実施
住吉区役所

すこやか生活プロジェクト

・いきいき百歳体操の継続した地域展開、介護予防地域健康講座の展開
①各地域での継続展開（地域活動協議会単位）、その他希望する地域（年
間を通して）
②いきいき百歳体操サポーター養成講座
③いきいき百歳体操交流会

住吉区役所

区長杯各種大会（再掲）
区民のコミュニティづくりと健康づくりを目的に区民スポーツ大会（5種目）を
開催。

西成区役所

介護予防地域健康講座
介護予防地域健康情報発信事業

高齢者が介護が必要な状態になることをできる限り予防し、自立した自分
らしい生活が送れるようにするため、65歳以上の市民を対象に、小学校区
ごとに年2回以上、地域の実態を踏まえ計画的に講座を開催し、介護予防
に関する正しい知識の普及と行動変容に向けた主体的な取組みを促進す
る。また、介護予防に関する媒体を作成し、同講座と連動し、配付する。

福祉局
各区役所

全国健康福祉祭選手団派遣事業

高齢者を中心とする国民の健康の保持・増進、社会参加、いきがいの高揚
を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与することを目的とし、全
国健康福祉祭に出場する市内在住の60歳以上の選手を募集し、選考会を
行い、大阪市選手団の派遣を、昭和63年から毎年実施。

福祉局

地域健康講座

生活習慣病予防、その他健康づくりに関する事項について、正しい知識の
普及と行動変容に向けた主体的な取り組みを促進することにより、生涯を
通じた健康の保持増進に資することを目的とし、壮年期の市民を対象に、
地域の実態を踏まえ計画的に講座を実施。また、生活習慣病予防に関す
る媒体を作成し、同講座と連動し配付する。

健康局

地域の健康づくり団体との協働の活性化及
びすこやかパートナーの充実

市民の健康づくり支援に取組む団体等が本市の制度である「すこやかパー
トナー」に登録。団体同士の情報交換や、活動内容の発信を支援し、市民
の健康づくりに寄与する。

健康局

スポーツ健康推進事業

スポーツ・レクリエーションイベントの実施

各種スポーツ区長杯大会の開催

講座の実施

取組みの実施

取組みの実施

つながりの場づくり推進

事業

スポーツ・レクリエーショ

ンイベントの実施

講座の実施

全国健康福祉祭選手団派遣の実施

Ｒ２年度中止



Ⅱ　スポーツによる健康寿命の延伸

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

大阪市立大学との包括連携事業
大阪市立大学との包括的な連携のもと、運動・スポーツを市民に普及・振
興させるため、運動・スポーツを通じた健康増進にかかる研究、教育等の
分野で、協働・協力を行う。

経済戦略局

大阪経済大学との包括連携事業
大阪経済大学との包括的な連携のもと、運動・スポーツを市民に普及・振
興させるため、運動・スポーツを通じた健康増進にかかる研究、教育等の
分野で、協働・協力を行う。

経済戦略局

連携事業の推進

連携事業の推進



大阪市スポーツ振興計画の進捗状況（これまでの実施事業）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

国際親善車椅子バスケットボール大阪大会
障がい者スポーツの普及・発展と国際交流に資するため、世界の強豪チー
ムを招いて、車いすバスケットボール競技大会を開催。

福祉局

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした
スポーツ機運醸成事業

世界最大のスポーツの祭典である東京2020オリンピック・パラリンピックの
開催を好機と捉え、大規模スポーツ大会の開催やオリンピック・パラリン
ピック・ムーブメントを醸成する取組みを行う。

経済戦略局

大規模スポーツ大会等を活用したスポーツイ
ベント開催

多くの市民が集まる大規模スポーツ大会等の場を活用し、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会関連のスポーツイベントを実施する。

経済戦略局

オリンピック聖火リレーの実施 オリンピック聖火リレー及びセレブレーションの実施
経済戦略局

コミュニティライブサイトの実施 コミュニティライブサイトの実施
経済戦略局

日本陸上競技選手権大会
日本陸上界最大の大会で国内トップレベルの選手が集結する第103回日
本陸上競技選手権大会を長居陸上競技場で開催する。

経済戦略局

Ⅲ－４　国際的な大規模競技大会等の積極的な招致・開催

事業名 事業概要 担当部局
工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点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

国際親善車いすバスケットボール大阪大会の実施

スポーツ機運醸成事業

スポーツイ

ベントを実

施

コミュニティライブサイト実

施

聖火リレー

実施（予

定）

日本陸上競技選手権大

会開催

オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会関連、スポー

ツイベントを実施

日本陸上

競技選手

権大会開

催

Ｒ２年度中止



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点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

世界陸上記念陸上競技フェスタ
2007年世界陸上大阪大会の開催を契機に広がった陸上競技（＝スポーツ）
への関心を今後に継続するため、市内の小・中学生を対象に競技会を開
催し、より一層のスポーツへの関心を高める。

経済戦略局

世界スーパージュニアテニス選手権大会
世界で9つしかなくアジアで唯一の世界ジュニアワールドシリーズ・グレード
Ａ大会に位置づけられる「世界スーパージュニアテニス選手権大会」を靭テ
ニスセンターで開催する。

経済戦略局

ジャパンウオークの開催
障がいのある人もない人も誰もが楽しめ、オリンピアン・パラリンピアンも参
加する大規模ウオーキングイベント「ジャパンウオーク」を開催する。

経済戦略局

大阪城トライアスロン大会の開催
オリンピック・パラリンピック種目であるトライアスロンの国際大会を大阪城
の周辺において開催することにより、スポーツ振興はもとより、大阪の魅力
発信を図る。

経済戦略局

ハルカススカイラン大会
日本一の高さを誇る超高層ビルあべのハルカスで開催される日本初の階
段垂直マラソンの世界大会を開催する。

経済戦略局

大阪マラソンの開催
国内外から35,000人のランナーが大阪の名所を駆け抜ける国内最大級の
都市型市民マラソンを、安全かつ確実に開催することにより、経済活性化
及び地域活性化をめざす。

経済戦略局

関西ワールドマスターズゲームズ2021の開
催

平成32年に関西一円で、国内3万人、国外2万人、計5万人の選手の参加を
目標として、関西ワールドマスターズゲームズを開催することにより、ス
ポーツの振興、大阪の魅力発信を図る。

経済戦略局 開催にむけた準備 大会開催

陸上フェス

タ開催

世界スーパージュニアテニス選手権大会の開催

ジャパンウ

オークの

開催

大阪城トライアスロン大会の開催

大阪マラソンの開催

大会開催

Ｒ２年度中止

次期開催

調整

Ｒ２年度中止



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点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

大阪市体育協会・スポーツ関係団体との連携
大阪市体育協会や大阪市スポーツ少年団など市域で活動する競技スポー
ツ関係団体の存在が不可欠であることから、連携のもと事業の展開を図っ
ている。

経済戦略局

セイコーゴールデングランプリ陸上大会の開
催

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け海外からも有名選手
が多数出場し注目度が高い大会であるセイコーグランプリ競技大会（国内
唯一のIAAF（国際陸上競技連盟）ワールドチャレンジ大会）を開催する。

経済戦略局

競技力向上事業
競技力の向上による市民スポーツの振興を図ることを目的として、競技団
体等が実施する大会の開催や指導者・審判員を養成するための講習会等
に対し助成を行う。

経済戦略局

パラリンピックスポーツ振興・育成事業
2020年の東京パラリンピック大会へ向け機運醸成及び大阪ゆかりのアス
リートの輩出をめざし、市内のスポーツ施設を活用しパラリンピックスポー
ツ振興・育成を行う。

経済戦略局

東京2020参画プログラム認証・開催
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた参画、機運醸成
および大会後のレガシー創出に向けた事業を実施する。

経済戦略局

Ⅲ－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

東京2020参画プログラム認証・開催

事業の

継続的実

施

競技団体等への助成

競技団体等との連携・事業展開

大会開催

チーム等への支援
継続事業

の検討



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点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

中学校部活動支援事業
区内中学校部活動を対象に、各専門種目のゲストティーチャー（プロ・実業
団チームを含む）による合同練習会実施することで、生徒自身が部活動へ
の興味・目標を持ち、モチベーションの向上と維持を目的とする。

北区役所

区政推進基金にかかる大阪エヴェッサとの連
携

区政推進基金にかかる寄附の取組みとして、大阪エヴェッサの協力を得な
がら此花区独自の記念品を製作し寄附募集を行うことで、当該寄附金をス
ポーツの普及・啓発に向けた取組みに活用する。

此花区役所

区政推進基金にかかるオリックス・バファロー
ズとの連携

区政推進基金にかかる寄附の取組みとして、オリックス・バファローズの協
力を得ながら此花区独自の記念品を製作し寄附募集を行うことで、当該寄
附金をスポーツの普及・啓発に向けた取組みに活用する。

此花区役所

プロスポーツチーム公式戦区民応援デーの
実施

セレッソ大阪・大阪エヴェッサのホームゲームのうち数試合を区民応援デー
として設定し、チケットを区民優待価格にて提供。

西淀川区役所

城東区スポーツカーニバルにおけるプロス
ポーツチームとの連携(予定)

城東区スポーツカーニバルの中でプロスポーツチームによる体験コーナー
の設置等で区民のスポーツ機運の醸成につなげる。（「プロスポーツチーム
との包括連携協定にもとづく連携事業」にエントリー中）

城東区役所

セレッソ大阪および大阪エヴェッサ区民応援
デーの実施

セレッソ大阪および大阪エヴェッサ、ホームゲームのうち２日を区民応援
デーとして設定し、チケットを区民優待価格にて提供。

城東区役所

Ⅲ－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

事業の開催

関係団体との協働による事業の開催

特別指導員派遣（合同練習会）実施

関係団体との協働による事業の開催

大阪エヴェッサとの連携にもとづく

寄附募集の開始

オリックス・バ

ファローズとの

連携にもとづく

寄附募集の開

始



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点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

住吉スポーツセンター等優先利用推薦（再
掲）

住吉区民が開催するスポーツ大会、区民に広く益のあるスポーツ大会に対
し、住吉区内の有料スポーツ施設の優先利用における推薦を行う。

住吉区役所

青少年育成推進事業（さくらカップ）

　プロサッカーチームの「セレッソ大阪」も利用するなど、地域にも馴染みの
深い南津守さくら公園スポーツ広場においてサッカー大会を開催し、区内
のこどもたちと地域の交流を図るとともに、スポーツ活動を通じて身体を動
かすことの楽しさ・協調性や思いやりの心を育むことにより、心身の健全な
育成を図る。

西成区役所

舞洲スポーツ振興事業
大阪市と舞洲を拠点に活動するプロスポーツチーム（大阪エヴェッサ・オ
リックス・バッファーローズ・セレッソ大阪）が中心となり、舞洲でスポーツ振
興事業を実施する。

経済戦略局

優先利用の申請受付

小中学生サッカー大会の開催

舞洲スポーツ振興事業の実施



大阪市スポーツ振興計画の進捗状況（これまでの実施事業）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

オリンピック・パラリンピック教育推進事業

スポーツ庁の委託事業を受けて「オリンピック・パラリンピック教育推進事
業」に取り組む。オリンピック・パラリンピック教育を通じて、「スポーツが有
する価値を学ぶこと」「スポーツ体験を通じた体力向上」「国際理解・多文化
共生教育」に取り組む。また、経済戦略局とも連携し、「夢・授業」において、
オリンピアン・パラリンピアン等による講話や実技指導を通じて、子どもたち
の夢や目標を育むとともに、オーストラリア代表女子車いすバスケットボー
ルチームと交流するなど、様々な学習の機会を提供する。

教育委員会事務局

ホストタウン関係交流事業
オリンピック・パラリンピックに参加する国をホストタウンとして登録し、様々
な交流事業を実施するとともに、キャンプ地の誘致を行う。

経済戦略局

国際ユースサッカー大会の開催
スポーツを通じた国際交流事業をサッカー以外の種目にも広げるため、海
外の選手による夢・授業として再構築

経済戦略局

スポーツボランティア活動の促進 本市主催、共催等のスポーツイベントにボランティアを派遣する。
経済戦略局

Ⅳ－７　オリンピック・パラリンピックムーブメントの推進

事業名 事業概要 担当部局
工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点Ⅳ　スポーツを通じた国際交流・人材育成・発掘

平成30年

度の事業

実施

平成31年

度の事業

実施

令和2年度

の事業実

施

令和3年

度の事業

展開につ

いて検討

する。

ホストタウンとして、様々な交流事業を実施

スポーツボランティア登録・派遣

国際ユースサッカー大会の開催

キャンプ地誘致



大阪市スポーツ振興計画の進捗状況（これまでの実施事業）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

スポーツ推進委員の採解及び活動支援業務
区・地域において、スポーツ推進委員が、スポーツ・レクリエーション事業の
企画・立案を行い、委員相互の協力体制のもと事業の展開を図れるよう活
動を支援する。

全　区
経済戦略局

生涯スポーツ推進事業
社会教育団体や市民団体と協働して区民スポーツ大会を開催（バレーボー
ル、ソフトバレーボール、ソフトボール、卓球）する。

北区役所

レクリエーションによる地域交流事業
区内施設を活用した区民のレクリエーションによる交流イベントを実施する
ことで、人と人とのつながりづくりを促進し、豊かなコミュニティの実現を図
る。

此花区役所

コミュニティ育成・区民レクリエーション事業
スポーツ・レクレーションに触れる機会を提供し、継続的なスポーツ活動を
推奨することで、生涯スポーツの振興を図る。

中央区役所

コミュニティ育成事業（体育と防災のつどい）
参加者の健康増進、新しいコミュニティづくりの促進などを目的とし、子ども
からお年寄りまで誰もが気軽に参加できる区民体育祭を実施する。

西区役所

コミュニティ育成支援事業

コミュニティ育成支援事業の一つであるスポーツ推進事業において、区民
の誰もが参加できる健康づくり・体力づくりを促進するイベントを行ったり、
スポーツ活動をしている方が日ごろの練習の成果を発揮する場として、区
内で開催されるスポーツ大会等の実施に対して支援を行ったりする。また、
より多くの人にスポーツの楽しさを知ってもらえるよう、プロスポーツなどの
高度で魅力的なスポーツにふれられる機会を提供する。

港区役所

Ⅴ－８　地域におけるスポーツに活性化

事業名 事業概要 担当部局
工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点Ⅴ　スポーツによる地域活性化・地域の一体感の醸成

スポーツ推進委員との協働による事業展開

コミュニティ育成事業の実施

各種レクリ

エーション

イベントの

開催

各種スポーツ大会・スポーツイベントの開催

区民スポーツ大会の開催（年間４競技）

廃止

健康づくり・体力づくりを促進する事業

区内で開催されるスポーツ大会等の実施に対する支援

プロスポーツなどの高度で魅力的なスポーツにふれられる機会の提供

Ｒ２年度中止

Ｒ２年度中止



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点Ⅴ　スポーツによる地域活性化・地域の一体感の醸成

区内で実施される競技会等への賞状交付
スポーツの振興に寄与するため、区内で実施される競技会等に区長印の
賞状の交付を行う。

港区役所

大正区まちづくり活動強化推進事業
（ファミリージョギング大会）（再掲）

区民のスポーツ・レクリエーションへの関心や区・地域への愛着心を育み、
世代を問わず多くの区民が気軽に参加し、スポーツ等の活動に触れる機会
を提供するとともに、区民・各種団体等と協働しながら企画・実施する。

大正区役所

コミュニティ育成事業

コミュニティ育成事業のひとつであるスポーツ・レクリエーションを通じてコ
ミュニティの振興を図る事業において、子どもから高齢者まで誰もが気軽に
参加できる区民主体のスポーツ・レクリエーション活動を通じて、区民の交
流の促進を図る場とすることをめざし開催する。

天王寺区役所

コミュニティ育成事業

・地域社会において人間同士の交流を活発にし、地域住民相互の連帯感
を高め新しい地域社会をつくっていこうとする、住民のコミュニティ活動のた
めの場づくりを行う。
・区内におけるスポーツ等に対する多様なニーズに応え、また多くの区民に
対してスポーツに触れる機会を提供することにより、区民に対して継続的な
スポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興を図り地域交流を促す。

西淀川区役所

生涯スポーツ推進事業

区民が発案したニュースポーツのスリーアイズ市民・区民大会をはじめ、区
内の史跡等をめぐるウォークラリー大会、季節や難易度によって参加者が
自分に合うコースに参加できるハイキング、昔ながらの運動会で家族や仲
間と1日楽しめる区民レクリエーションのつどい等、多種多様なスポーツ・レ
クリエーション事業を展開し、自分にあったスポーツで健康増進・体力づくり
としての、また子どもから高齢者まで楽しく交流できる機会を提供する。

生野区役所

コミュニティ育成事業

【各種区民スポーツ大会】区内各地域におけるスポーツに対する多様な
ニーズに対応し、多くの区民にスポーツに触れる機会を提供するとともに、
継続的なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興を図る。

【スポーツフェスティバル】イベントを通じ、区民の健康増進はもとより、コ
ミュニケーションを通じて地域の絆を深め、地域コミュニティの育成を目的と
する。

旭区役所

城東区スポーツカーニバル（再掲）

城東区役所、城東区スポーツ・レクリエーション協会主催により開催する、
区民のだれもが気軽に参加できる区民運動会。地域対抗競技なども実施
し、地域のつながりの醸成も図る。

城東区役所

区内競技会等への賞状交付の実施

生涯スポーツ事業の開催
次期開催

調整

各種スポーツ大会及び区民駅伝大会の開催

大正区まちづくり活動強化推進事業の実施

スポーツ・レクリエーション活動（スポーツフェスタ）の開催

各種区民スポーツ大会、スポーツフェスティバルの開催

関係団体との協働による事業の開催

Ｒ２年度中止



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点Ⅴ　スポーツによる地域活性化・地域の一体感の醸成

城東区ミニ・マラソン大会（再掲）
城東区役所、城東区スポーツレクリエーション協会主催により開催する、大
人から子ども（小学４年生～）まで参加できるミニ・マラソン大会（城北川遊
歩道　約4.2Km）。

城東区役所

城東区小学校駅伝大会（再掲）
城東区ミニ・マラソン大会終了後に開催する小学校対抗駅伝大会。男子の
部・女子の部の２部制で１チーム８名。コースはミニマラソン大会のコースを
２周（城北川遊歩道　約8.4Km）

城東区役所

スポーツのまち南港・咲洲地域活性化事業
（再掲）

咲洲ウェルネスタウン計画の取組の一環として、小中一貫校の授業にオリ
ンピックメダリスト等による運動プログラムを導入し、健康・スポーツのまち
としての拠点づくりを継続的に行うことで、「ウェルネスタウン」としてのまち
の魅力向上につなげるとともに、「誰もが心身ともに健康で、いきいきと心
豊かに暮らすまち（咲洲ウェルネスタウン構想）」の実現を目指す。

住之江区役所

区長杯各種大会（再掲）
区民のコミュニティづくりと健康づくりを目的に区民スポーツ大会（5種目）を
開催。

西成区役所

区民レクリエーション事業（再掲）

スポーツ大会の開催などスポーツの振興には、体育厚生協会など区域で
活動する競技スポーツ関係団体の存在が不可欠であることから、協力のも
と事業の展開を図る。
また、区民ハイキングなど、日常的に、スポーツを行っていない層も参加で
きるイベントの開催により、スポーツへの親しみを感じ、新たにスポーツに
関わる契機とする。

西成区役所

青少年育成推進事業（さくらカップ）（再掲）

プロサッカーチームの「セレッソ大阪」も利用するなど、地域にも馴染みの深
い南津守さくら公園スポーツ広場においてサッカー大会を開催し、区内のこ
どもたちと地域の交流を図るとともに、スポーツ活動を通じて身体を動かす
ことの楽しさ・協調性や思いやりの心を育むことにより、心身の健全な育成
を図る。

西成区役所

障がい者スポーツにかかる後援名義
障がい者スポーツの振興に寄与するため、大阪市の後援名義の使用承認
を行う。

福祉局

関係団体との協働による事業の開催

関係団体との協働による事業の開催

各種スポーツ区長杯大会の開催

関係団体等との連携・事業展開

小中学生サッカー大会の開催

後援名義承認の実施

一貫校の授

業への運動

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの導

入と学校開

放特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑの実施(咲

洲地域）

一貫校の授

業への運動

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの導

入と学校開

放特別ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑの実施(住

之江区内)

南港地域及び一部の区

内小学校の授業への運

動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの導入と指導

者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

Ｒ２年度中止



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点Ⅴ　スポーツによる地域活性化・地域の一体感の醸成

障がい者スポーツにかかる各種表彰
障がい者スポーツの振興に寄与した、大阪市にゆかりの深い者に対し、表
彰を行う。

福祉局

総合型地域スポーツクラブの設立・活動支援
地域住民のための公益性を持ったクラブ「総合型地域スポーツクラブ」の設
立並びに運営支援する。

経済戦略局

大阪市体育協会・スポーツ関係団体との連携
（再掲）

大阪市体育協会や大阪市スポーツ少年団など市域で活動する競技スポー
ツ関係団体の存在が不可欠であることから、連携のもと事業の展開を図っ
ている。

経済戦略局

後援名義・各種表彰
スポーツの振興に寄与するため、大阪市及び教育委員会の後援名義の使
用承認、大阪市長賞・教育長賞（賞状）の交付を行う。

経済戦略局

舞洲スポーツ振興事業（再掲）
大阪市と舞洲を拠点に活動するプロスポーツチーム（大阪エヴェッサ・オ
リックス・バッファーローズ・セレッソ大阪）が中心となり、舞洲でスポーツ振
興事業を実施する。

経済戦略局

スポーツ施設指定管理運営
指定管理者によるスポーツ施設の管理運営並びに設備等の保守点検を行
う。

経済戦略局

Ⅴ－９　地域活性化に資するスポーツ施設等の整備

障がい者スポーツにかかる各種表彰の実施

総合型地域スポーツクラブの設立・運営支援

後援名義承認・各種表彰の実施

競技団体等との連携・事業展開

舞洲スポーツ振興事業の実施

スポーツ施設管理運営



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
事業名 事業概要 担当部局

工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点Ⅴ　スポーツによる地域活性化・地域の一体感の醸成

スポーツ施設の補修等 スポーツ施設を安全、安定的に使用できるよう改修等を行う。 経済戦略局

長居球技場の改修

国際的な大規模競技大会誘致のため施設改修が必要であり、本市財政負
担の軽減や、スタジアムの機能向上、スポーツを核としたまちづくりの観点
から、指定管理者（セレッソ大阪）を実施主体としたスタジアムの改修・増築
を行うとともに、長居球技場が立地する長居公園全体のにぎわい創出、地
域活性化を図る。

経済戦略局

スタジアム・アリーナ改革検討調査
本市が管理する大規模スポーツ施設、方面体育施設について、民間団体
の力を活かした収益性の高い施設への改革をめざすための検討調査を行
う。

経済戦略局 検討・調査の実施

新たな施

設

活用の展

開

次期事業者の募集手法

等検討・事業者選定

改修工

事調整
改修・増築

スポーツ施設補修



大阪市スポーツ振興計画の進捗状況（これまでの実施事業）

Ⅵ　スポーツによる経済の活性化

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

スタジアム・アリーナ改革検討調査（再掲）
本市が管理する大規模スポーツ施設、方面体育施設について、民間団体
の力を活かした収益性の高い施設への改革に改革をめざすための検討調
査を行う。

経済戦略局

舞洲スポーツ振興事業（再掲）
大阪市と舞洲を拠点に活動するプロスポーツチーム（大阪エヴェッサ・オ
リックス・バッファーローズ・セレッソ大阪）が中心となり、舞洲でスポーツ振
興事業を実施する。

経済戦略局

Ⅵ－10　スポーツ産業の発展

事業名 事業概要 担当部局
工程表（2017～2021年）

令和2年9月14日時点

検討・調査の実施
次期事業者の募集手法

等検討・事業者選定

舞洲スポーツ振興事業の実施

新たな施

設

活用の展

開


