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２ 目標ごとの具体的な取り組み                                  

 
１ スポーツによる健康・生きがいづくり   健康・生きがい 

 

（１）ライフスタイルに応じたスポーツの推進 ①子ども・若者のスポーツ推進 
②子育て世代・働く世代のスポーツ推進 
③高齢者のスポーツ推進 

④障がい者スポーツの推進 
  

（２）健康づくりに取り組む企業等の普及・促進 ①健康づくりに取り組む企業等との協働推進 

②包括連携企業と連携したスポーツの推進 
  

（３）競技力の向上 ①競技団体の活動支援 

②大阪市ゆかりのアスリートへの表彰 
  

（４）スポーツの魅力・情報発信 ①スポーツ情報発信サイトの充実 
②運動習慣のきっかけづくりにつながるスポーツ

の魅力発信 

③多様なスポーツ機会の提供に資する情報発信 
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（１）ライフスタイルに応じたスポーツの推進 

① 子ども・若者のスポーツ推進 

 

 

 

 

〇オリンピック・パラリンピック等に出場したトップアスリート等による「夢・授業」の実施 参考指標 

オリンピック・パラリンピック等に出場したアスリート等を大阪市立学校へ派遣し、講話や実技

指導を通じて、子どもたちの「夢」や「目標」を育む「夢・授業」により、オリンピック・パラリ

ンピックムーブメント教育を継続し、レガシーの形成をめざします。 

〇プロスポーツを目の前で体感できる機会の提供 

試合観戦等、子どもたちがプロスポーツを目の前で体感し、運動やスポーツに親しむ機会を提供

します。 

 〇学生のボランティア活動を通じたスポーツ活動機会の提供 

大学や専門学校等と連携し、若者に様々なスポーツイベントにボランティア参加してもらう機会

を提供し、ともに運動・スポーツの普及活動に取り組むとともに、地域との交流により社会で活躍

できる人材の育成をめざします。 

 

〇教育委員会事務局と連携して取り組む内容〔大阪市教育振興基本計画〕 

 子どもの体力・運動能力の向上に向けて、小学校での授業や休み時間に子どもが運動意欲を高

められる活動について教員に講習会を行うとともに、教員の指導力向上については引き続き講習

会や研修会を開催し、実践事例等を全市共有することで高めていきます。 

また、「大阪市部活動指針～プレイヤーズ・ファースト」に基づいた部活動の充実に向け、学校

外の人材を活用するとともに、関係機関と連携しながら生徒の発達段階を踏まえた指導者講習会

等を開催することで支援を進めていきます。部活動指導員の確保に向けて、より効果的な周知活

動に取り組むことで部活動指導体制の充実を図っていきます。 

〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

身近な地域で子どもがスポーツに参加できるスポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブ等

の地域スポーツ活動の活性化を図るため交流大会等を継続実施し、スポーツの習慣化を促進しま

す。 

 

参考指標 スポーツに興味がある児童・生徒の割合 
 

 

  

トップレベルの技術にふれる機会の充実や子どもの体力・運動の向上に取り組み、 

子どものスポーツへの興味・関心の向上をめざします 
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② 子育て世代・働く世代のスポーツ推進 

 

 

 

 〇スポーツ体験プログラム「Do Sports Fes」の開催 参考指標 

スポーツの日に、ヤンマースタジアム長居等において、オリンピック・パラリンピック等の世

界大会に出場したアスリートや国内トップリーグに所属するスポーツチーム等によるさまざま

なスポーツが体験できる「Do Sports Fes」を開催し、スポーツの魅力を発信し、スポーツを始

めるきっかけづくりをサポートします。 

  〇親子でともに参加できるアイスショーやスケート体験教室の開催 

市民がスポーツをするきっかけづくりの事業である「オータム・チャレンジ・スポーツ」にお

いて、子育て中の親と子どもがともに参加できるアイスショーやスケート体験教室を、丸善イン

テック大阪プールで開催します。 

  〇スポーツ体験プログラム「UTSUBO テニスフェス」の開催 

    ITC 靭テニスセンターで開催される大阪市長杯世界スーパージュニアテニス選手権大会期間

中に、関連イベントとして、元プロテニスプレイヤーによるテニスクリニック等、初心者でもス

ポーツを体験できる「UTSUBO テニスフェス」を開催し、スポーツを始める機会を提供します。 

  〇初心者、子育て世代・働く世代も参加しやすいウオーキングイベントの開催 

初心者にも親しみやすく、子育て世代・働く世代も参加しやすいウオーキングイベントを開催

することで、スポーツを始めるきっかけづくりをサポートします。 

〇市長杯各種大会の開催 

   市長杯大会として各種競技大会を開催し、日頃の成果発表の場として、また身近な試合観戦の

場として提供します。 

 〇子育て世代・働く世代向けのスポーツ情報発信 

   30 代から 50 代にニーズのあるスポーツ教室や、コロナ後に需要の高まった隙間時間等で手

軽にできる運動等の情報について、この世代の利用頻度の高い広報紙のほか、SNS や電車広告等

のさまざまな媒体を活用した情報発信を行います。 

 〇大阪市スポーツボランティア制度の活用 

   「大阪市スポーツボランティア」登録制度を活用し、大阪市が関わる各種大会、スポーツイベ

ント等におけるボランティアの機会や場所の情報をスポーツボランティアに提供し、生きがいづ

くりや社会参加を支援します。 

 〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

子どものスポ―ツ参加を促進するため、子どもを持つ親へのアプローチも大切であることから、

防災や子育て等、スポーツ以外の分野にスポーツをリンクさせた新しいイベントの開催等、子育

て層等のスポーツへの参加機会を創出します。 

 

参考指標 20～50 代のイベント参加者数   
 

気軽に運動をはじめるきっかけづくりに取り組み、この世代のスポーツ人口拡大をめざします 
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 ③ 高齢者のスポーツ推進 

 

 

 

 

  〇地域のスポーツ施設の運営や、各種スポーツ教室の開催 参考指標 

各区のスポーツセンターや屋内プール等の運営や、各種スポーツ教室の開催等、高齢者が身近

な地域で、気軽に運動できる環境の整備・充実を図ります。 

  〇高齢者を対象とした利用割引の実施 

     市営プールやトレーニング場、アイススケート場において、高齢者を対象とした利用割引を行

い、生涯スポーツの推進を図ります。 

  〇初心者、高齢者にも参加しやすいウオーキングイベントの開催（再掲） 

    初心者にも親しみやすく、高齢者も参加しやすいウオーキングイベントを開催することで、運

動習慣の定着、健康づくりを支援します。 

  〇市長杯各種大会の開催（再掲） 

   市長杯大会として各種競技大会を開催し、日頃の成果発表の場として、また身近な試合観戦の

場として提供します。 

 〇高齢者向けのスポーツ情報発信 

    高齢者に特にニーズのあるウォーキングコースの情報や、室内でもできる手軽な運動等の情報

について、市ホームページだけでなく、高齢者に利用頻度の高い広報紙を活用した情報発信を行

います。 

〇大阪市スポーツボランティア制度の活用（再掲） 

   「大阪市スポーツボランティア」登録制度を活用し、大阪市が関わる各種大会、スポーツイベ

ント等におけるボランティアの機会や場所の情報をスポーツボランティアに提供し、生きがいづ

くりや社会参加を支援します。 

 

  〇福祉局と連携して取り組む内容〔大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画〕 

高齢者ができる限り健康な状態を維持し、介護や支援が必要な状態にならないようにするため、

生涯スポーツや生涯学習・文化活動、就労等を通じた生きがいづくりや地域における自主的な活

動の支援を行うことにより、高齢者の社会参加を促進する取り組みを推進します。 

  

参考指標 高齢者の市内スポーツ施設の利用者数 
 

 

 

  

高齢者が身近で気軽に運動ができ、 

スポーツを通じて生きがいづくりや社会参加につながるような環境づくりを進めます 
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④ 障がい者スポーツの推進 

 

 

 

 

〇障がい者スポーツ指導員等の養成や各区のスポーツセンター・プール等への配置  

障がいのある人に対して、その障がいの状況に応じて適切にスポーツの指導ができる障がい者

スポーツ指導員の養成を行い、各区のスポーツセンター・プール等に配置します。 

〇スポーツ体験プログラム「Do Sports Fes」の開催（再掲） 

スポーツの日に、ヤンマースタジアム長居等において、パラリンピック等の世界大会に出場し

たアスリートによる車いすバスケットの指導体験や、ボッチャやスリーアイズなど、障がいのあ

る人もない人もさまざまなスポーツが体験できるプログラムを実施し、パラスポーツの魅力を発

信します。 

〇障がい者スポーツの体験会等の開催 

東京 2020 大会開催による盛り上がりを契機に、障がい者スポーツに対する市民の理解をさら

に深め、また障がいのある人もない人も誰もが一緒に気軽に楽しめるボッチャやスリーアイズ等

のスポーツについて、大阪市主催スポーツイベントの場を活用し、多くの市民が参加できる体験

機会を提供します。 

 

  〇福祉局と連携して取り組む内容〔大阪市障がい者支援計画〕 参考指標 

舞洲障がい者スポーツセンター（アミティ舞洲）や長居障がい者スポーツセンターにおいて

は、障がいのある人が、その障がいの状況に応じて、気軽にスポーツに取り組めるよう、各種

の教室を開催するとともに、障がい者スポーツの拠点施設として、各区のスポーツセンターや

プール等との連携を強化し、スポーツ活動の普及を図ります。 

また、長居障がい者スポーツセンターについては、老朽化への対応と拠点施設としての役割

を果たしていくため、建替えを進めていきます。 

  〇区役所・福祉局と連携して取り組む内容 

    障がいのある人が身近な地域でスポーツに親しむことができるように地域団体等の障がい者

スポーツ振興の取り組みを推進するとともに、そうした取り組みを通じて、障がいや障がい者ス

ポーツへの理解促進を図ります。 

 〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

既存の障がい者スポーツ大会を「関西マスターズゲームズ」の冠称大会とし、ワールドマス

ターズゲームズ関西の理念であるインクルーシブな視点を取り入れることで、障がい者の参加

を促進する等、障がい者スポーツの機運醸成、理解促進を図ります。 

 

参考指標 大阪市障がい者スポーツ大会における参加者数 
 

 

 

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、障がい者スポーツや障がいへの

理解促進に取り組み、誰もがともに楽しめる機会や環境づくりを進めます 
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トップアスリート等による「夢授業」 
（ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ大阪） 

 

スポーツ体験プログラム 
「Do SPORTS Fes」の開催 

（場所：ヤンマースタジアム長居 ほか） 

 
ウオーキングイベント「大阪シティウオーク」の開催 

（場所：ヤンマースタジアム長居〜長居公園 
〜長居植物園を巡るコース） 
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（２）健康づくりに取り組む企業等の普及・促進 

① 健康づくりに取り組む企業等との協働推進 

 

 

 

〇健康づくりに取り組む企業へのスポーツマッチングの実施 新規 参考指標 

職業別で見ると「勤め人」はスポーツ実施率が最も低いことから、企業における従業員に対する

健康づくりの取り組みを促していくことが必要です。 

大阪市において、連携実績のあるスポーツチームやすこやかパートナー＊等の地域で自主的な健

康づくり活動に取り組んでいる企業・団体と協働し、運動・スポーツを活用して健康づくりに取り

組みたいと考えている企業等とのスポーツマッチングに取り組み、働く世代の運動実施率向上をめ

ざします。 

 
＊大阪市健康増進計画の推進を図り、すこやかで心豊かな社会の実現をめざして、自主的な健康づくり活動や市

民の健康づくりを支援する活動を行うために登録された企業、事業所、団体、NPO 法人、自主グループ等のこ

と。 

 

〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

  経済団体と連携してスポーツ振興等に取り組む企業を表彰する制度「関西スポーツ応援企業」の

継続的な実施や、企業に所属するアスリートのスポーツ大会・イベント等への派遣、企業に対して

有給休暇消化の推奨等、スポーツに参加しやすい風土づくりやスポーツへの参加機会の拡充に取り

組みます。 
 

参考指標 スポーツマッチング支援数 
 

 

② 包括連携企業と連携したスポーツの推進 

 

 

 

 〇企業と連携した従業員へのスポーツ情報発信 参考指標 

大阪市が包括連携協定を締結している企業の従業員に対して、イベントや取り組みの内容・成果

等、広く情報発信を行い、働く世代のスポーツへの興味や参加促進につながるよう啓発・周知を図

ります。 

〇企業と連携したスポーツ推進事業の展開 

大阪市を拠点に活動するスポーツチームのほか、大阪市が包括連携協定を締結している企業とも

連携し、市主催イベントへの協力、広報支援や地域でのさまざまなスポーツ推進活動を展開します。 

 

参考指標 企業の従業員への啓発・周知数 
 

 

地域の企業や団体と協働し、従業員の健康づくりに運動・スポーツを活用する企業等の支援に 

取り組み、働く世代の運動実施率向上をめざします 

企業と連携し、働く世代へのスポーツや運動に関する取り組みの啓発・周知を図ります 
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（３）競技力の向上 

① 競技団体の活動支援 

 

 

 

〇スポーツ団体等の競技力向上事業への支援 参考指標 

市内を拠点として活動する競技団体等が実施する、選手の養成や審判員等の人材育成等、競技力

向上に資する事業への補助を行うことで、競技水準の向上を図ります。 

〇後援名義の使用承認 

各種団体等が実施するスポーツイベント等について、スポーツの振興に寄与すると認められるも

のについては、大阪市や大阪市教育委員会が後援することで、その活動を支援します。 

 

参考指標 競技力向上に資する大会への補助事業数 
 

 

 

② 大阪市ゆかりのアスリートへの表彰 

 

 

 

〇オリンピック・パラリンピック競技大会等成績優秀者への表彰 

オリンピック・パラリンピックをはじめ世界レベルの競技大会等において、優秀な成績を修めた

大阪市ゆかりのアスリートに対して、市長特別表彰を行います。 

 

 

 

 

  

競技団体の活動を促進し、競技水準向上につなげます 

大阪市ゆかりのアスリートを応援します 

スポーツ団体等の競技力向上事業 
（大会名：都市間交流スポーツ大会大阪市代表選手選考射会） 

オリンピック競技大会等成績優秀者への表彰 
（種目：野球） 
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（４）スポーツの魅力・情報発信 

① スポーツ情報発信サイトの充実 

 

 

 

〇市内スポーツ情報の一元化 新規 参考指標 

大阪市のホームページのほか、複数のホームページサイトに分散しているスポーツに関するイベ

ント、教室、施設、団体等の情報を、スポーツ庁運営の「ここスポ＊」へ集約して掲載することで、

市民がさまざまなスポーツ情報を入手しやすい環境を整え市内スポーツ情報の一元化を図ります。  

また、市民に「ここスポ」を知ってもらうために、市ホームページだけでなく、スポーツイベン

ト会場や多様な媒体を活用して、周知します。 

 
＊スポーツ庁が運営するスポーツ実施に係る情報を集約するポータルサイト。 

 

参考指標 「ここスポ」へのスポーツ情報掲載数 
 

 

② 運動習慣のきっかけづくりにつながるスポーツの魅力発信 

 

 

 

 

〇世代に応じて多様な媒体を活用したスポーツの魅力や競技大会情報等の発信 

世代ごとにスポーツ情報の入手方法が異なることから、幅広い層にスポーツの魅力や競技大会等

のさまざまな情報を周知するため、市ホームページだけでなく、広報紙、ＳＮＳや電車広告等、タ

ーゲットに応じて多様な媒体を活用した情報発信を進めます。 

〇大阪市主催スポーツイベントの魅力発信 

  スポーツイベントの広報について、実施前の周知だけでなく実施後の結果の発信により、スポー

ツイベントの魅力を伝え、参加者の増加につなげるほか、参加できない方にもスポーツをすること

の楽しさを伝える魅力発信を行います。 

 

〇健康局と連携した取り組みの内容 

  大阪府が提供する府民の健康をサポートするスマートフォンアプリ「アスマイル」では、歩数、

体重、血圧といったデータの記録、健康診断の受診や健康イベントへの参加など、日々の健康活動

に応じてポイントが貯まり、電子マネーなどの特典と交換できる仕組みです。実施率の低い世代に

も気軽に「歩く」ことでお得に健康が続けられるアプリの普及啓発に努め、運動の習慣化づくりを

促します。   

 

  

大阪市のスポーツ情報発信サイトの充実により、市内スポーツ情報発信の一元化を図ります 

実施率の低い世代のニーズに合ったスポーツの魅力発信を行い、 

運動が習慣化する人を増やします 
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③ 多様なスポーツ機会の提供に資する情報発信 

 

 

 

〇市内スポーツ情報の一元化（再掲）新規 参考指標 

大阪市のホームページのほか、複数のホームページサイトに分散しているスポーツに関するイベ

ント、教室、施設、団体等の情報を、スポーツ庁運営の「ここスポ＊」へ集約して掲載することで、

市民がさまざまなスポーツ情報を入手しやすい環境を整え市内スポーツ情報の一元化を図ります。  

また、市民に「ここスポ」を知ってもらうために、市ホームページだけでなく、スポーツイベン

ト会場や多様な媒体を活用して、周知します。 

 〇民間主催イベント等の広報支援 新規 

   地域のスポーツ施設において指定管理事業者が開催するスポーツ教室のほか、後援している民間

事業者やスポーツ団体等主催のスポーツイベント等についても、「ここスポ」を活用して広く発信

し、市民にスポーツをする機会、みる機会を提供します。 

 

参考指標 「ここスポ」へのスポーツ情報掲載数（再掲） 
 

 

  

  

市民に多様なスポーツ機会を提供するための情報発信を進めます 
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２ スポーツによる持続可能で活力あるまちづくり  活力 

 

（１）大阪マラソンの進化 ①大阪マラソンの魅力向上 
  

（２）国際的な競技大会等の開催 ①国際・全国レベルの大規模競技大会等の招致、開催支

援 

②大規模競技大会開催を契機としたレガシーの形成 
  

（３）スポーツ資源を活かしたスポーツ 

ツーリズムの推進 

①スポーツ資源を活かしたスポーツツーリズムの推進 

②市内観光資源を活かしたスポーツツーリズムの展開 

③スポーツツーリズム推進のための情報発信 
  

（４）スポーツ施設の魅力向上 ①民間事業者と連携した市民サービスの向上 

②スポーツ環境の整備 
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（１）大阪マラソンの進化 

① 大阪マラソンの魅力向上 

 

 

 

〇大阪マラソンのさらなる進化・発展 参考指標 

国内外から 3 万人を超えるランナーが参加する国内最大級の都市型市民マラソン「大阪マラソ

ン」について、びわ湖毎日マラソンとの統合を機に、世界陸連のゴールドラベル＊の認定をめざし、

海外ランナーの一層の申込者増加に取り組むなど、世界トップレベルの市⺠マラソンとして進化、

発展させていきます。 

 

＊世界陸連（WA：ワールドアスレティックス）による World Athletics Label Road Races の格付け。2020 年

はプラチナ／ゴールド／シルバー／ブロンズの４ランク。 

 

参考指標 大阪マラソンの申込者数 
 

 

  

大阪マラソンのさらなる魅力づくりに取り組み、世界トップレベルの市民マラソンをめざします 

大阪マラソン 
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（２）国際的な競技大会等の開催 

① 国際・全国レベルの大規模競技大会等の招致、開催支援 

 

 

 

 

〇大規模競技大会の招致、開催 参考指標 

 大規模競技施設の集積という強みを活かし、日本陸上選手権大会、大阪国際女子マラソン等を開

催するほか、国際レベル・全国レベルの競技大会を招致し、トップアスリートのパフォーマンスを

「みる」機会の充実を図ります。 

〇スポーツ分野の MICE 誘致の推進 新規 

  大阪・関西万博に向け、世界的に大阪が注目される中、スポーツ分野の国際会議等の MICE 誘致 

を推進し、スポーツを通して人が訪れ、集い、交流を促進することで、都市の魅力向上を図ります。 

 〇大阪マラソンの開催 

国内外から 3 万人を超えるランナーが参加する国内最大級の都市型市民マラソン「大阪マラソ

ン」の開催とともに、多彩な関連イベントの開催等により、ランナー以外にも大阪市の魅力を発信

し、地域や経済の活性化、観光施策の推進等につなげていきます。 

 〇大阪城トライアスロン大会の開催 

大阪城トライアスロン大会は、都市部での開催とお濠を泳ぐという類を見ない画期的なトライア

スロン大会であり、海外のエリート選手も多数参加する国際的な大規模競技大会であることから、

スポーツとしてのトライアスロンをコンテンツとして、特別史跡である大阪城を活用することによ

り、スポーツと文化・歴史が融合した取り組みを世界に発信し、スポーツの振興、そして、大阪の

都市魅力の向上につなげます。 

 〇大阪市長杯世界スーパージュニアテニス選手権大会の開催 

    大阪市長杯世界スーパージュニアテニス選手権大会は、グランドスラムと呼ばれる世界 4 大会の

ジュニア大会と同ランクで、世界で 9 大会しかなく、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 にランク付けされている世界最高峰のジュニアの大会です。 

次世代の世界チャンピオンをめざす世界トップレベルのジュニア選手が大阪に集結し、選手たち

を通して、大阪のホスピタリティの高さを世界に発信し世界に誇れるスポーツ推進都市をＰＲする

とともに、市民にトップアスリートのパフォーマンスを「みる」機会を提供します。 

 〇ワールドマスターズゲームズ関西の開催 

   ワールドマスターズゲームズ関西の開催に向けた広報等の取り組みに参画し、「する」「ささえる

」スポーツの推進を図ります。 

 〇スポーツ施設の機能向上 

   FIFA ワールドカップや FIVB ワールドカップはじめ、世界陸上競技選手権大会、世界新体操選

手権大会や東アジア競技大会といった国際的な競技大会会場となった長居陸上競技場や大阪市中

央体育館等の大規模競技施設について、これまでの開催大会のレガシーを継承するととともに、各

種国際競技大会の開催に求められる基準に対応できる施設機能の維持と向上を図ります。 

 

 

国際レベル、全国レベルの大規模競技大会等の開催を通じて、大阪の魅力向上や、 

 「みる」スポーツ、「する」スポーツの推進を図ります 



 

38 

 

〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

スポーツを通じた関西の活性化を推進するため、インバウンドの拡大が期待できる国際競技大会

や事前合宿、他府県からの訪問者の拡大が期待できる全国大会等の関西各地への招致を支援し、各

府県市の特性を生かせる広域的なスポーツイベントの開催を検討します。 

 

 

② 大規模競技大会開催を契機としたレガシーの形成 

 

 

 

 

〇レガシー継承につながるスポーツ機運醸成イベントの開催 参考指標 

東京 2020 大会への高い興味関心が、恒常的なムーブメントとなるよう、大阪城トライアスロン

大会などの多くの人が集まる国際的な大規模競技大会を活用し、オリンピック・パラリンピック日

本代表選手等によるトークショーやパラスポーツの体験会等を実施し、レガシー継承のため次世代

の育成やスポーツ機運につながる事業に取り組みます。 

〇オリンピック・パラリンピック等に出場したトップアスリート等による「夢・授業」の実施（再掲） 

オリンピック・パラリンピック等に出場したアスリート等を大阪市立学校へ派遣し、講話や実技

指導を通じて、子どもたちの「夢」や「目標」を育む「夢・授業」により、オリンピック・パラリ

ンピックムーブメント教育を継続し、レガシーの形成をめざします。 

〇国際パートナーシップ事業 

国内外のナショナルチームの強化合宿等を大阪市に誘致し、公開練習や参加国選手と交流できる

機会づくりを行い、海外とのスポーツ交流、市民交流等を進めます。 

 〇ホストタウン交流事業（オーストラリア） 

東京 2020 大会開催に向けてホストタウン登録したオーストラリアと市民の交流を継続し、スポ

ーツ分野のみならず、文化や国際交流等の分野においても、次世代へのレガシーとして継承してい

きます。 

 

〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

ワールドマスターズゲームズ関西の開催に向けて、各種の生涯スポーツ大会への参加を勧奨する

ため、ワールドマスターズゲームズ関西の開催を記念し制定した「関西スポーツの日」「関西スポー

ツ月間（5 月）」を中心にスポーツイベント等の実施や、「関西マスターズゲームズ」を創設し、ワ

ールドマスターズゲームズ関西の大会理念であるインクルーシブな視点を取り入れて開催する等、

次世代へ引き継ぐレガシー大会として開催します。 

 

参考指標 スポーツ機運醸成イベント参加者数 
 

 

参考指標 大規模競技大会の開催数（市主催・共催等） 
 

 

東京 2020 大会以降の持続的なスポーツ機運の醸成に取り組み、 

スポーツレガシーの形成をめざします 
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ホストタウン交流事業 
（市岡小学校での様子） 

大阪市長杯世界スーパージュニアテニス選手権大会 
（写真提供：関西テニス協会） 

（場所：ITC 靭テニスセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京 2020 大会レガシー スポーツ機運醸成イベント（場所：てんしば） 
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（３）スポーツ資源を活かしたスポーツツーリズムの推進 

① スポーツ資源を活かしたスポーツツーリズムの推進 

 

 

 

〇国際的な大規模競技大会を活かしたスポーツツーリズムの推進 参考指標 

国内外からの参加者が集まる「大阪マラソン」「大阪城トライアスロン」「大阪市長杯世界スーパ

ージュニアテニス選手権大会」や「ワールドマスターズゲームズ関西」等、大阪のブランド力を活

用した大規模競技大会の開催にあわせて、都市魅力の発信、観光振興につなげるための取り組みを

進めます。 

 

〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

  関西の強みである各競技施設と、大規模スポーツイベント等の融合による広域的なスポーツツー

リズムのプログラムを創出し、展開します。 

 

参考指標 大阪マラソン海外申込者数 
 

② 市内観光資源を活かしたスポーツツーリズムの展開 

 

 

 〇サイクルスポーツの振興等に向けた観光資源の活用 参考指標 

   自転車ロードレースを含む「大阪城トライアスロン」の開催においては、大阪を代表する観光拠

点である大阪城公園及びその周辺の公共空間を活用することで、スポーツと観光資源を組み合わせ

た取り組みを世界に発信し、サイクルスポーツの振興とスポーツツーリズムの推進を図ります。 

 

〇大阪府と連携して取り組む内容 

大阪府や公益財団法人大阪観光局と連携して、大阪を訪れる国内外の観光客に対し、都市魅力の

一つである大阪のスポーツを広く周知し、プロスポーツ競技日程の発信や、観光案内所での試合観

戦広報、スポーツ観戦ガイドブックの制作、配布等、プロスポーツの試合観戦やスポーツ体験に向

けた情報発信を進めます。 

 〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

  2025 年の大阪・関西万博の観光客が参加できる関西各地のスポーツプログラム等を活用したス

ポーツツーリズムプログラムの創出を検討します。 

 

参考指標 大阪城トライアスロン大会観客数 
 

  

 

 

大阪のブランド力を活用して大規模競技大会等を開催し、 

スポーツ資源を活かしたインバウンドのさらなる拡大につなげます 

市内観光資源を活かしたスポーツツーリズムの体験機会を提供します 
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③ スポーツツーリズム推進のための情報発信 

 

 

 

〇スポーツツーリズムの情報発信 新規 参考指標 

東京 2020 大会開催による盛り上がりを契機に、大阪を訪れる国内外の観光客に対し、都市魅力

の一つである大阪のスポーツを広く周知するため、大阪府スポーツ情報ネットワークシステム

「SPORTS OSAKA」＊とスポーツ庁の「ここスポ」を活用し、大阪のスポーツチームの紹介や試

合スケジュール情報のほか、スポーツを楽しめるスポット等のコンテンツ情報を掲載するなど、ス

ポーツツーリズムにつながる情報発信に取り組みます。 

 

   ＊大阪府が運営するスポーツ情報を発信するサイト 

 

参考指標 「ここスポ」へのスポーツ情報掲載数（再掲 
   

 

 

スポーツツーリズムにつながる情報を広く発信します 

大阪城トライアスロン大会（場所：大阪城公園周辺一体） 

大阪府スポーツ情報ネットワークシステム 
「SPORTS OSAKA」 

スポーツ庁 
「ここスポ」 
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（４）スポーツ施設の魅力向上 

① 民間事業者と連携した市民サービスの向上 

 

 

 

 〇指定管理者の独自のノウハウ活用による教室事業の実施 参考指標 

いつでも誰でも、身近で気軽に健康づくりができる施設として、スポーツセンター・屋内プール

を 24 区全てに整備しています。施設を有効活用するため、指定管理者独自のノウハウを活用し、

年間通じて気軽に利用できるような開放ＤＡＹ事業や各種水泳教室の開催等により、ひとりでも、

家族や少人数グループでも、多様なライフスタイルに応じた生涯スポーツを支援します。 

〇スポーツ施設を活用した「オータム・チャレンジ・スポーツ」の開催 

 競技団体・各区スポーツ推進委員協議会・各区総合型地域スポーツクラブ・各施設指定管理者協

力のもと、毎年 9 月～11 月に市内のスポーツ施設を活用して、誰もが参加でき、楽しめるスポー

ツ教室や大会を開催するとともに、スポーツの日に各区のスポーツセンター・プールの無料開放等

を行う「オータム・チャレンジ・スポーツ」を開催します。 

  

参考指標 市有施設の指定管理者による自主教室事業 
 

 

 

② スポーツ環境の整備 

 

 

 

〇スポーツ施設の計画的な改修 参考指標 

  スポーツ施設の個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図るとともに、施設利用者に安全・安

心な施設でのサービスを提供するため、点検等により各部位の状態を把握しながら、適時に修繕・

更新を行い「予防保全」を計画的に実施します。 

〇スポーツ施設の機能向上（再掲） 

  FIFA ワールドカップや FIVB ワールドカップはじめ、世界陸上競技選手権大会、世界新体操選

手権大会や東アジア競技大会といった国際的な競技大会会場となった長居陸上競技場や大阪市中

央体育館等の大規模競技施設について、これまでの開催大会のレガシーを継承するととともに、各

種国際競技大会の開催に求められる基準に対応できる施設機能の維持と向上を図ります。 

  また、各区のスポーツセンターや屋内プール等については、利用者アンケート等をもとに、サー

ビス向上、管理運営の充実の視点からもチェックを行い、安心安全な施設利用に向けて、市民サー

ビス・満足度の維持向上を図ります。 

  なお、スポーツ施設の設備向上を図るための施設のチェック・見直しにあたっては、「スポーツ施

設の利用しやすさの向上に向けたセルフチェックリスト」（スポーツ庁）等を参考に行っていきま

す。 

 

 

身近なスポーツ施設を活用した運動機会を提供します 

スポーツ施設の改修・機能向上を進めます 
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 〇福祉局と連携して取り組む内容〔大阪市障がい者支援計画〕 

長居障がい者スポーツセンターについては、老朽化への対応と、障がい者スポーツの拠点施設と

しての役割を果たしていくため、建替えを進めていきます。 

 

参考指標 個別施設計画に基づく施設改修の件数 
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３ 人と人がつながるスポーツコミュニティづくり  コミュニティ 

 

（１）スポーツに携わる人材の育成 ①スポーツ指導者の育成 

②ジュニアアスリートの育成 

③スポーツボランティアの育成、活動支援 

④スポーツ功労者への表彰 
  

（２）スポーツを通じた共生社会づくりの推進 ①インクルーシブなスポーツの推進 

②障がい者スポーツの指導者の配置・育成 

③スポーツに参加しやすい環境づくり 
  

（３）地域×スポーツによるまちづくり ①スポーツ推進委員の活動支援 

②地域のスポーツ団体の活動支援 

③学校体育施設を活かした地域スポーツの推進 

④地域の特性や資源を活かしたスポーツ活動の推進 
  

（４）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 

①スタジアム等を活かした地域の活性化（DX 導入等） 

②スポーツチームとの連携の推進 

③民間・地域・学校との連携の推進 
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（１）スポーツに携わる人材の育成 

① スポーツ指導者の育成 

 

 

 

〇スポーツ団体等の競技力向上事業への支援（再掲） 参考指標 

市内を拠点として活動する競技団体等が実施する、審判員等の人材育成等、競技力向上に資する

事業への補助を行うことで、競技水準の向上を図ります。 

〇障がい者スポーツ指導員等の養成や各区のスポーツセンター・プール等への配置（再掲） 

障がいのある人に対して、その障がいの状況に応じて適切にスポーツの指導ができる障がい者ス

ポーツ指導員の養成を行い、各区のスポーツセンター・プール等に配置します。 

 

〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

  各府県市が連携し、アーバンスポーツを含む競技人口が少ない競技種目や障がい者スポーツの競

技種目等のアスリートの育成練習会やスポーツ医科学研究等の知見も活用した指導者・トレーナー

の育成、各種大会等の開催を企画・運営するなど地域スポーツの推進を担う人材育成の機会確保に

ついても検討します。 

 

参考指標 スポーツ指導者 育成支援補助事業 
 

 

 

② ジュニアアスリートの育成 

 

 

 

〇スポーツ団体等の競技力向上事業への支援（再掲） 参考指標 

  市内を拠点として活動する競技団体等が実施する、トップアスリートをめざすジュニア競技者の

養成等の事業を支援することで、未来のアスリートを育成します。 

 

参考指標 ジュニア競技者 育成支援補助事業数 
 

 

 

  

スポーツ指導者の人材育成を支援し、競技団体等の競技水準の向上を図ります 

ジュニア競技者の育成支援に取り組み、未来のアスリートを輩出します 
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③ スポーツボランティアの育成、活動支援 

 

 

 

〇大阪市スポーツボランティア制度の活用（再掲） 参考指標 

   「大阪市スポーツボランティア」登録制度を活用し、大阪市が関わる各種大会、スポーツイベン

ト等におけるボランティアの機会や場所の情報をスポーツボランティアに提供し、生きがいづくり

や社会参加を支援します。 

〇国際的な大規模競技大会におけるボランティア活動の機会提供 

  大阪マラソン・大阪城トライアスロン大会、ワールドマスターズゲームズ関西等、大規模なスポ

ーツ大会やイベントにおいては、大阪市スポーツボランティア登録者以外にもボランティアを募集

し、活動機会を提供するとともに、人材の育成・発掘を行います。 

 

参考指標 ボランティア参加事業数（市主催事業） 
 

 

 

④ スポーツ功労者への表彰 

 

 

 

 

〇スポーツ功労者の表彰 参考指標 

市民体育の振興に顕著な成果をあげた優良団体及び個人の市民体育功労者の功績を称え、表彰す

ることにより、ささえるスポーツを推進します。 

〇大阪市市民表彰 

大阪市市民表彰において、毎年、スポーツ・レクリエーションの普及振興に尽力された方をスポ

ーツ功労者として表彰することにより、ささえるスポーツを推進します。 

 

参考指標 スポーツ功労表彰数 
 

 

 

  

スポーツをささえるボランティア機会を提供します 

スポーツの普及振興に尽力された方の功績を称え、スポーツ人材の活動を表彰することで、 

ささえるスポーツを推進します 



 

47 

（２）スポーツを通じた共生社会づくりの推進 

① インクルーシブなスポーツの推進 

 

 

 

〇スポーツ施設を活用した「オータム・チャレンジ・スポーツ」の開催（再掲） 参考指標 

 競技団体・各区スポーツ推進委員協議会・各区総合型地域スポーツクラブ・各施設指定管理者協

力のもと、毎年 9 月～11 月に市内のスポーツ施設を活用して、誰もが参加でき、楽しめるスポー

ツ教室や大会を開催するとともに、スポーツの日に各区のスポーツセンター・プールの無料開放等

を行う「オータム・チャレンジ・スポーツ」を開催します。 

〇障がい者スポーツの体験会等の開催（再掲） 参考指標 

障がいのある人もない人も誰もが一緒に気軽に楽しめるボッチャやスリーアイズ等のスポーツ

について、大阪市主催スポーツイベントの場を活用し、多くの市民が参加できる体験機会を提供し

ます。 

 

〇区役所・福祉局と連携して取り組む内容（再掲） 

   障がいのある人が身近な地域でスポーツに親しむことができるように地域団体等の障がい者ス

ポーツ振興の取り組みを推進するとともに、そうした取り組みを通じて、障がいや障がい者スポ

ーツへの理解促進を図ります。 

〇関西広域連合として取り組む内容〔関西広域スポーツ振興ビジョン〕 

 「関西マスターズゲームズ」を創設し、ワールドマスターズゲームズ関西の大会理念であるイン

クルーシブな視点を取り入れて開催します。 

 

参考指標 インクルーシブなスポーツイベントの開催数 
 

 

 

 

 

 

 

誰もが参加でき、一緒に気軽にスポーツに親しみ、楽しめるスポーツイベントを開催します 

 

 

 
障がい者スポーツ体験会の様子（ボッチャ） 

（場所：ヤンマースタジアム長居） 



 

48 

② 障がい者スポーツの指導者の配置・育成 

 

 

 

〇障がい者スポーツ指導員等の養成や各区のスポーツセンター・プール等への配置（再掲）参考指標 

障がいのある人に対して、その障がいの状況に応じて適切にスポーツの指導ができる障がい者ス

ポーツ指導員の養成を行い、各区のスポーツセンター・プール等に配置します。 

 

〇福祉局と連携して取り組む内容〔大阪市障がい者支援計画〕 

 身近なスポーツ施設等の情報発信や各種教室の開催、また障がい者スポーツの体験会等、障がい

の有無に関わらず、共にスポーツを楽しめる機会の提供とともに、障がい者スポーツをささえる人

材の育成・派遣、施設のバリアフリー化等、環境整備を進めます。 

 

参考指標 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等の配置数 
 

 

 

③ スポーツに参加しやすい環境づくり 

 

 

〇電子決済等の多様な支払手段の導入 新規 参考指標 

利用者の利便性を高めるため、いつでも気軽にスポーツへの参加や利用ができるよう、スマート

フォン等を活用した電子決済等の多様な支払手段の導入を進めます。また、ＩＣＴ等さまざまなツ

ールを活用した参加申込みのオンライン化にも取り組みます。 

〇オーパス・スポーツ施設情報システムの運用管理 

窓口に出向かず、いつでも、どこからでもスポーツ施設の利用、支払い手続きができる「大阪市

オーパス・スポーツ施設情報システム（オーパス・システム）」を運用し、市民のスポーツ機会の充

実を図ります。 

  

参考指標 キャッシュレス＊対応施設数 
 

  ＊口座振替をはじめ、クレジットカード、電子マネー、交通系 IC カードやＱR コード等の現金以外による支払い 

障がい者スポーツをささえる人材の育成や、 

誰もがともに楽しめる機会・環境づくりを進めます 

いつでも、どこからでも、気軽にスポーツに参加できるよう、ＩＣＴ化の充実を図ります 
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（３）地域×スポーツによるまちづくり 

① スポーツ推進委員の活動支援 

 

 

〇スポーツ推進委員の活動支援 参考指標 

スポーツ推進委員＊が、それぞれの地域で住民やスポーツ団体と連携しながら、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活発に事業展開を図れるよう支

援します。 

 
＊スポーツ基本法及び大阪市スポーツ推進委員規則に基づき、大阪市教育委員会より委嘱される非常勤の公務員

であり、地域におけるスポーツ振興の推進者として重要な役割を担う（令和３年 10 月現在、759 人） 

 

参考指標 スポーツ推進委員への活動支援数 
   

 

 

② 地域のスポーツ団体の活動支援 

 

 

〇総合型地域スポーツクラブの活動支援 参考指標 

総合型地域スポーツクラブの設立・活動の支援や交流会、連絡会等を開催し、学校におけるクラ

ブ活動の指導者の育成など地域スポーツをささえる幅広い市民活動を支援します。 

〇スポーツ少年団の活動支援 

スポーツ少年団の活動のさらなる活性化に向けて、引き続き効果的な事業連携を行い、地域にお

ける子どもの多様なスポーツ機会の充実を図ります。 

 

〇健康局と連携して取り組む内容〔大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１」〕 

すこやかパートナー等地域の健康づくりに取り組む企業・団体と連携して、地域において適切な

身体活動・運動ができる機会の提供や、健康づくり活動を展開するとともに、その活動や成果の周

知広報にも積極的に取り組みます。 

 

参考指標 総合型地域スポーツクラブ団体数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ推進委員の地域での活動支援を行います 

総合型地域スポーツクラブ等の活動支援に取り組み、地域のコミュニティづくりの一助とします 
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③ 学校体育施設を活かした地域スポーツの推進 

 

 

 

〇市民レクリエーションセンター事業 

  大阪市立の小・中学校の体育館等の体育施設を活用して、身近でスポーツに親しめる場として、

平日の夜間や休日にさまざまな種目のスポーツ教室を開催します。 

 

〇区役所と連携して取り組む内容〔各区運営方針等〕 参考指標 

大阪市立の小・中学校の運動場や体育館等の体育施設を、学校教育に支障のない範囲で地域に開

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とともに、地域住民による自主的、

主体的な運営や活動の支援を進めます。 

 

参考指標 学校体育施設開放校数 
 

 

④ 地域の特性や資源を活かしたスポーツ活動の推進 

 

 

 〇地域のスポーツ施設の運営や、各種スポーツ教室の開催（再掲） 

各区のスポーツセンターや屋内プール等の運営や、各種スポーツ教室の開催等、市民が身近な地

域で、気軽に運動できる環境の整備・充実を図ります。 

 〇高齢者を対象とした利用割引の実施（再掲） 

   市営プールやトレーニング場、アイススケート場において、高齢者を対象とした利用割引を行い、

生涯スポーツの推進を図ります。 

〇区役所と連携して取り組む内容〔各区運営方針等〕 参考指標 

区長杯各種大会や駅伝大会等の区民スポーツ大会開催により、区民の健康増進やスポーツを通じ

た人と人とのつながりを深め、区民のコミュニティづくりに取り組みます。 

また、各区ならではの魅力スポット、商店街や歴史文化といった地域資源を活用したウォークラ

リーイベントやスポーツ大会等、区民が手軽に運動を楽しめる機会を提供することで、区民の運動

実施率向上をめざします。 

さらに、各区の特色や特性に応じて、サイクルスポーツやアーバンスポーツ等の新たなスポーツ

コンテンツの創出など、スポーツを通じた地域活性化をめざします。 

 

参考指標 24 区での取り組み件数 
 

 

学校体育施設を利用し、誰もが身近に運動する機会を提供するとともに、 

地域コミュニティの場として活用します 

スポーツを通じた地域コミュニティの形成をめざします 
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スポーツ少年団の活動の様子 
（場所：丸善インテックアリーナ大阪、ヤンマースタジアム長居） 

 

 
スポーツ推進委員の活動の様子（スリーアイズ） 

（場所：ヤンマースタジアム長居） 

総合型地域スポーツクラブの活動の様子（バドミントン・卓球） 
（場所：港スポーツセンター） 
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（４）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 

① スタジアム等を活かした地域の活性化（DX 導入等） 

 

 

〇大規模競技施設の多様な利用促進 参考指標 

市内の大規模競技施設について、スポーツ競技大会等での利用のない日でも賑わいを創出する拠

点として、コンサート会場や e スポーツ会場といったスポーツ以外の多様なコンテンツ利用を促進

することで、施設の魅力向上を一層図るとともに、スポーツ施設を活用したまちづくりをめざしま

す。 

〇ヨドコウ桜スタジアムを拠点とした多様な賑わいの創出 

多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナとして選定＊1 された「ヨドコウ桜スタ

ジアム（長居球技場）」は、サッカー、ラグビーやアメリカンフットボール等の球技利用を主とする

施設ですが、試合日以外にはスポーツに留まらない、多様な世代が集い賑わう交流拠点として、幅

広い一般利用を促進します。 

また、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 5Ｇの導入やＶR（Virtual 

Reality 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―ツの新たな楽しみ方など、スポーツにおける DX*2 の取り組みについても模索し、関係

団体と協力をしながら周辺地域の賑わい創出を図ります。 

＊１経済産業省とスポーツ庁が進めるまちづくりや地域活性化の核となるスタジアム・アリーナの実現（2025

年までに 20 拠点）をめざす「スタジアム・アリーナ改革」のモデルとなる対象施設の第 1 弾「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（令和２（2020）年度）」の１つに選定された。 

＊2 Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略。将来の成長等のために、新たなデジ

タル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変すること。 

参考指標 スポーツ以外の多様なコンテンツでの利用件数 
 

② スポーツチームとの連携の推進 

 

 

〇スポーツチームとの連携 参考指標 

大阪市を拠点に活動するスポーツチームと連携し、市主催イベントへの協力、広報支援や地域で

のさまざまなスポーツ推進活動を展開します。 

さらに、これらの取り組みの内容や成果等の戦略的な情報発信や、活動の発表・情報交換の場・

機会づくりも進め、チームの活動を応援します。 

〇舞洲スポーツ振興事業（舞洲プロジェクト） 

全国でも類を見ないプロスポーツチーム 3 チームの拠点が集積する舞洲の優位性を活かして、ス

ポーツ振興やスポーツ産業の発展、舞洲の活性化及び都市魅力の向上を図る「舞洲プロジェクト」

（情報発信、イベント、人材育成、商品技術開発等のスポーツ振興事業）を展開します。 

スポーツ施設を活かした周辺地域の賑わい創出を図ります 

舞洲プロジェクトをはじめ、スポーツチームとの連携をさらに進めます 
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参考指標 スポーツチームとの連携事業数 
 

 

 

③ 民間・地域・学校との連携の推進 

 

 

〇イベントの持続可能なマネジメント（ISO20121認証の取得など）新規 参考指標  

東京2020大会は、ISO20121＊の認証を取得しています。大阪市においても、持続可能なスポ

ーツイベント大会の開催に向け、国際的な大規模イベントにおける温室効果ガスの排出量、廃棄

物、リサイクル、周辺環境への影響等、長期の社会的、経済的、及び環境的影響など広範な社会

課題解決のため、ISO20121認証の取得等について、関係団体と連携し取り組んでいきます。 

 

＊持続可能性に配慮したイベントを運営するためのマネジメントシステムの国際規格。 

 

〇教育委員会事務局と連携して取り組む内容〔大阪市教育振興基本計画〕 新規 

部活動の改革の取り組みについて、働き方改革の視点に留意しながら各校の実態に応じた部活動

を実施していきます。その際、国の方針として、令和５（2023）年度以降、休日の部活動の段階的

な地域移行が求められていることを踏まえ、多様な子どもたちが活躍する場を確保するために、地

域と子どもが一層つながることをめざし、学校と地域が協働・融合しながら段階的な地域移行を進

めます。 

〇区役所と連携して取り組む内容〔各区運営方針等〕（再掲） 

区長杯各種大会や駅伝大会等の区民スポーツ大会開催により、区民の健康増進やスポーツを通じ

た人と人とのつながりを深め、区民のコミュニティづくりに取り組みます。 

また、各区ならではの魅力スポット、商店街や歴史文化といった地域資源を活用したウォークラ

リーイベントやスポーツ大会等、区民が手軽に運動を楽しめる機会を提供することで、区民の運動

実施率向上をめざします。 

さらに、各区の特色や特性に応じて、サイクルスポーツやアーバンスポーツ等の新たなスポーツ

コンテンツの創出など、スポーツを通じた地域活性化をめざします。 

 

参考指標 ISO20121 認証の取得数 
 

 

 

  

スポーツを軸にした社会課題の解決に向けて、民間・地域・学校との連携を進めます 
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第４章 計画の推進                            
 

１ 計画の推進                                 

本計画に掲げる施策は、経済戦略局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、関係区・局、関係団体、民間企業、市民等さまざまな主体と

の連携を図り、推進します。 

 

２ 計画の進行管理                               

本計画の取り組みを着実に実施し、さらなる改善を図るため、事業の取り組み状況の進行管理、事

業の改善に向けた検討を行うとともに、関係区・局、関係団体等に必要な働きかけや情報提供を行い

ます。 

本計画に掲げる施策の検討、実施状況及び事業の評価については、スポーツ振興施策検討有識者会

議等に報告し、適切な進行管理を図ります。 

具体的には、第 2 章計画基本方針に定める目標指標を達成するため、第 3 章具体的施策に設定した

参考指標に基づき、毎年度、取組状況を評価・検証（ＰＤＣＡ）し、施策の拡充や見直しの検討を行

い、計画の実効性を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 目標指標                                   

 政策目標 目標指標 目標値 現状値 

1 健康・生きがい 週に 1 回以上、運動・スポーツを実施する成人の割合 65% 54.6% 

2 活力 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 65% 16.8％ 

3 コミュニティ 地域のつながりにスポーツが役立っていると思う市民の割合 50% 19.2% 

 ※現状値は令和 3 年度民間ネット調査「運動とスポーツに関する意識調査」による 

 
第 2 期大阪市スポーツ振興計画 
5 か年の計画 ５年 

毎年度予算 

毎年 毎年 

 
施策・事業の実施 

 
施策・事業の見直し 
次年度予算の方向付け、振興計画見直し 

・５年後に「振興計
画」を見直します。 

・５年間の取組成果
や、市民意向、情勢
変化等を踏まえて
計画の見直し（体系
を含む。）を行いま
す。 

毎年 毎年 

 
参考指標により取組状況をモニタリング 
施策・事業効果の検証 
目標指標の進捗状況確認 

Ｃheck 評価  

Ｐlan 計画 

Ｄo 実施 Ａction 見直し 
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4 参考指標                                      

第 3 章具体的施策の着実な実施に向け、取組状況をモニタリングするために、参考となる指標を

設定します。 

施策目標 参考指標 参考値 
ライフスタイルに応じた

スポーツの推進 
スポーツに興味がある児童・生徒の割合 95.7%（R2） 

20～50 代のイベント参加者数 ― 

高齢者の市内スポーツ施設の利用者数 718,648 人（R2） 

大阪市障がい者スポーツ大会における参加者数 
448 人（R1） 

※R2 中止 

健康づくりに取り組む企

業等の普及・促進 
スポーツマッチング支援数 ― 

企業の従業員への啓発・周知数 ― 

競技力の向上 競技力向上に資する大会への補助事業数 5 件（R2） 

スポーツの魅力・情報発

信 「ここスポ」へのスポーツ情報掲載数 
― 

大阪マラソンの進化 大阪マラソンの申込者数 131,337 人（R1） 

国際的な競技大会等の開

催 
大規模競技大会の開催数（市主催・共催等） 11 大会（R2） 

スポーツ機運醸成イベント参加者数 1,560 人（R2） 

スポーツ資源を活かした

スポーツツーリズムの推

進 

大阪マラソン海外申込者数 15,082 人（R1） 

大阪城トライアスロン大会観客数 
120,000 人（R1） 

※R2 無観客 

「ここスポ」へのスポーツ情報掲載数（再掲） ― 
スポーツ施設の魅力向上 市有施設の指定管理者による自主教室事業数 1,491 件（R2） 

個別施設計画に基づく施設改修の件数 40 件（R2） 

スポーツに携わる人材の

育成 
スポーツ指導者 育成支援補助事業数 0 件（R2） 

ジュニア競技者 育成支援補助事業数 18 件（R2） 

ボランティア参加事業数（市主催事業） 5 回（R2） 

スポーツ功労表彰数 21 人（R2） 
スポーツを通じた共生社

会づくりの推進 
インクルーシブなスポーツイベントの開催数 2 回（R2） 

各区スポーツセンター・プールへの障がい者ス

ポーツ指導員等の配置数 

89 人（R2） 

キャッシュレス対応施設数 36 施設（R3） 

地域×スポーツによるま

ちづくり 
スポーツ推進委員への活動支援数 15 件（R2） 

総合型地域スポーツクラブ団体数 21 団体（R2） 

学校体育施設開放校数 414 校（R2） 

24 区での取り組み件数 59 件（R2） 

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 

スポーツ以外の多様なコンテンツでの利用件数 ― 

スポーツチームとの連携事業数 129 件（R2） 

ISO20121 認証の取得数 ― 
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参考資料                               
 

本計画の策定経過                                

大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議 委員名簿（敬称略・50 音順） 

  

相原 正道  大阪経済大学人間科学部教授 

大井 富美代 グンゼスポーツ株式会社執行役員経営管理部次長 

岡﨑 和伸  大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター教授 

柏木 浩正  江崎グリコ株式会社経営企画本部経営企画部 

間野 義之  早稲田大学スポーツ科学部教授 

 

議論経過 

第 1 回（令和 2 年 9 月 14 日） 

 ・第 1 期大阪市スポーツ振興計画の進捗状況について 

 

第 2 回（令和 3 年 3 月 16 日） 

 ・大阪市スポーツ部事業評価について 

 

第 3 回（令和 3 年 5 月 10 日） 

 ・次期大阪市スポーツ振興計画について（委員意見） 

 ・大阪市民のスポーツ実施状況等に関するアンケート調査案について 

 

第 4 回（令和 3 年 10 月 29 日） 

 ・大阪市民のスポーツ実施と健康に関する実態調査の結果について 

 ・第 2 期大阪市スポーツ振興計画の枠組みについて 

 

第 5 回（令和 3 年 12 月 22 日） 

 ・第 2 期大阪市スポーツ振興計画素案について 

 

第６回（令和４年３月 22 日） 

 ・第 2 期大阪市スポーツ振興計画案について 

 

パブリック・コメント 

  令和 4 年 2 月 1 日から令和 4 年 2 月 28 日の間において、大阪市ホームぺージにて公表及び関

係施設での資料配架を行い、パブリック・コメントを実施。 

  （実施結果：7 通、15 件） 
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第 2 期大阪市スポーツ振興計画（案） 

2022（令和４）年３月 

大阪市経済戦略局スポーツ部 


