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１ スポーツを取り巻く社会状況の変化                        
 

（１）国の第３期スポーツ基本計画策定に向けた動き 

国においては、平成 27（2015）年に「スポーツ庁」を設置、平成 29（2017）年には「第２期ス

ポーツ基本計画」が策定され、「一億総スポーツ社会」の実現に向けて、スポーツ界と他分野との連

携・協働を進めながら、①『スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と、そ

のための人材育成・場の充実』、②『スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現』、③『国際競

技力の向上に向けた強力で持続可能な人材育成や環境整備』、④『クリーンでフェアなスポーツの推

進によるスポーツの価値の向上』の４つの大きな柱が示されました。 

その結果、成人の週 1 回・週 3 回以上のスポーツ実施率、障がい者の週 1 回・週 3 回のスポーツ

実施率は計画策定時と比較していずれも上昇し、一定の達成度を得たと考えられますが、第 2 期計画

において設定した目標値とは未だに開きがある状況となっています。また第 2 期計画の策定時には予

期しえなかった事象に加え、スポーツ界を取り巻くさまざまな社会環境もまた、大きく変化しており、

これまでの成果を国民生活に根差したレガシーとして継承・発展させていくとともに、国内外のさま

ざまな社会的な課題や潮流を捉えた新たな取り組みの方向性を明らかにしていくとの方針が示され

ています。 

そこで、令和４（2022）年からの「第３期スポーツ基本計画」では、（1）スポーツで「人生」が

変わる！（2）スポーツで「社会」を変える！ （3）スポーツで「世界」とつながる！（4）スポーツ

で「未来」を創る！という４つの基本方針を踏襲しつつ、特に、子ども・若者をはじめとする多様な

主体におけるスポーツの機会創出や、デジタル技術をはじめとする先端技術やデータを活用したスポ

ーツ界におけるＤＸ推進、スポーツの国際交流・国際貢献、国際競技力の向上など、｢スポーツ自体が

有する価値｣をさらに発揮するための施策や、健康増進、地方創生・まちづくり、共生社会の実現、成

長産業化といった｢スポーツが社会活性化等に寄与する価値｣をさらに発揮するための施策、またその

ための基盤的な施策としてガバナンス改革・経営力強化、ハード・ソフト・人材の一体的な充実、安

全・安心の確保、スポーツ・インテグリティの確保などについても定められています。 

特に、未来社会における生涯を通じた豊かな Sport in Life ビジョン等を含め、令和 12（2030）

年以降を見据えたスポーツ政策の在り方を提示するとともに、スポーツによる新たな価値共創をめざ

した「スポーツによるイノベーションの創出」、デジタル技術をはじめとした新技術やデータの活用

など「デジタル社会への対応」、スポーツが持つ無限の可能性をさまざまな主体が連携して発揮でき

るよう、我が国のスポーツ推進の基本的な方向や具体的な施策が定められています。 
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■第３期スポーツ基本計画の３つの新たな視点 

 

 

 

 

 

 

  資料：スポーツ審議会のスポーツ基本計画部会資料（スポーツ庁） 

 

（２）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等がスポーツに与えた影響 

ゴールデン・スポーツイヤーズ*としてスポーツに注目が集まる絶好のタイミングを迎え、大きく期

待される中、その幕あけとなる「ラグビーワールドカップ 2019」が日本で開催され、日本代表チー

ムの準々決勝進出という活躍も追い風となり、スポーツ機運が大きく高まりました。 

しかしながら、令和 2（2020）年に入り、世界的な規模で、新型コロナウイルス感染症（以下「新

型コロナウイルス」という。）の拡大が急速に進み、同年３月に東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）の 1 年延期が決定しました。国内のスポーツイ

ベント等の開催自粛や全国一斉の学校休業要請が行われる中、同年 4 月に初めて緊急事態宣言が発令

され、さまざまなスポーツ活動が中止、延期等を余儀なくされ、スポーツに親しむ機会が失われてい

った一方で、こうした状況を打開するため、ガイドラインを策定して感染症対策を徹底し、スポーツ

を通じて、人々や社会を勇気づける取り組み、日常を取り戻す取り組みが続けられてきました。 

こうした努力の積み重ねの中、は、令和 3（2021）年夏、原則無観客での実施とはなりましたが、

オリンピックで計 58 個（史上最多）、パラリンピックで計 51 個（史上２番目）のメダル獲得という

日本アスリートのめざましい活躍やその姿に、再びスポーツ機運は高まりました。 

 

＊ラグビーワールドカップ 2019、東京 2020 大会、ワールドマスターズゲームズ（WMG）2021 関西という国際

的な大規模競技大会が連続して開催される期間を指しているが、新型コロナウイルスの影響により東京 2020 大

会及び WMG2021 関西が延期となった。 

 

・アーバンスポーツ等新しいスポーツの台頭 

自転車競技ＢＭＸやスケートボード、スポーツクライミングなどのアーバンスポーツ（都市型スポ

ーツ）をはじめ、新たなルールやスタイルで行う競技や身体活動など、新しいスポーツの台頭により、

スポーツの多様化・高度化がみられています。 

 

① 社会の変化や状況に応じて、既存の仕組みにとらわれずに柔軟に対応するという 

スポーツを「 つくる ／ はぐくむ 」 

② 様々な立場・背景を持った人々・組織が「あつまり」、「ともに」活動し、「つながり」を感じながらスポ

ーツを楽しめる社会の実現をめざす 

③ 性別、年齢、障害の有無、経済的事情等にかかわらず、全ての人がスポーツにアクセスできる社会

の実現や機運の醸成をめざす 
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■東京 2020 大会にかかる市長特別表彰式の様子（令和 3 年 11 月 11 日） 

 

（３）新型コロナウイルス感染症による日常の変化とスポーツ 

国内では、令和２（2020）年３月下旬以降、新型コロナウイルスの急激な拡大により、４月には緊

急事態宣言の発令、外出自粛、三密の回避、マスク着用・手洗いといった「新しい生活様式」への転

換が求められました。その後も数度にわたる感染拡大による緊急事態宣言の発令に伴い、スポーツに

おいても、大会等の中止や無観客、スポーツ施設の閉鎖によるスポーツ機会の減少といった大きな影

響がみられました。 

一方で、テレワークや外出自粛など、巣ごもりによる空き時間の活用、運動不足の解消などを理由

に、これまでスポーツ実施率が低いとされてきた若い世代や女性を中心に、実施率の向上といったプ

ラスの効果もみられています。 

 

■国の年代別実施率の推移等 

     

  資料：スポーツの実施状況等に関する世論調査（スポーツ庁） 
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（４）大阪市を取り巻く動向 

大阪府と大阪市が一体となった戦略として、「大阪の再生・成長に向けた新戦略（ウィズコロナから

ポストコロナへ）」（令和２（2020）年 12 月）では、府内各地域の特徴ある観光資源の魅力向上とス

ポーツツーリズムの推進、「⼤阪都市魅⼒創造戦略２０２５」（令和３（2021）年３月）では、めざす

べき都市像に「世界に誇れるスポーツ推進都市」及び「健康と生きがいを創出するスポーツに親しめ

る都市」を掲げ、国際的なスポーツイベントの開催、大阪が誇るスポーツ資源を活かしたスポーツツ

ーリズムの推進、大規模競技大会開催を契機としたレガシーの形成、大阪マラソン等によるスポーツ

を「する」機会、「ささえる」力の拡充やスポーツを通じた健康増進などを進めていくこととしていま

す。 

また、大阪市を含む２府６県４市*で構成される関西広域連合では、平成 28（2016）年３月に「関

西広域スポーツ振興ビジョン」を策定し、各構成府県市におけるスポーツ振興施策等と連携しつつ、

ライフステージに応じたスポーツ振興やスポーツツーリズムなど一体的な取り組みを展開してきま

した。 

今後、第 2 期関西広域スポーツ振興ビジョンに基づき、ウイズコロナ・アフターコロナ時代のスポ

ーツ施策に取り組むとともに、2025 年「大阪・関西万博」のテーマである「いのち輝く未来社会の

デザイン」に沿った健康的・活動的な地域社会づくりやワールドマスターズゲームズ関西の開催に向

けて、スポーツを通じた気運の高まりを推進していくため、令和８年度までの間に関西広域連合と構

成府県市が一体となったスポーツ振興施策に取り組むこととしています。 

 

＊滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市 

 

・⼤阪・関⻄万博の開催 

大阪市の夢洲を会場として令和７（2025）年に開催される日本国際博覧会「大阪・関西万博」で

は、「いのち輝く未来社会のデザイン」を開催テーマ、「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いの

ちをつなぐ」をサブテーマとしており、「Society5.0」の実現とともに、「持続可能な開発目標（SDGs）

達成への貢献」を掲げ、令和 12（2030）年までに SDGs を達成するためのプラットフォームとなる

ことをめざしています。 

大阪・関西万博の開催、さらには万博後にめざす姿の実現に向け、スポーツ等を通じた健康寿命の

延伸等に取り組むとともに、大阪・関西万博のインパクトを活かし、大阪のスポーツ都市としての魅

力を強力に発信していきます。 

 

・第３次大阪府スポーツ推進計画策定に向けた動き 

大阪府においては、平成 29（2017）年に「第 2 次大阪府スポーツ推進計画」が策定され、「Ⅰ府

民誰もがスポーツに関わり親しむ機会の創造」、「Ⅱスポーツの振興による都市魅力の創造」の 2 本の

柱のもと、スポーツの魅力に触れる体験イベントの開催、スポーツ情報の発信、トップスポーツチー

ムとの連携等計画に基づくスポーツ施策の実施に取り組まれてきました。 

その結果、成人の週 1 回以上のスポーツ実施率は 59.5%（令和２（2020）年度）と目標である
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50%を達成したものの、それ以外の指標の多くは伸び悩み、特にコロナの影響を大きく受ける結果と

なりました。 

令和４（2022）年度～令和 8（2026）年度を計画期間とする第３次大阪府スポーツ推進計画にお

いては、これまで取り組んできた生涯スポーツの推進及びスポーツを通じた都市魅力の創造をさらに

進めるとともに、今後 5 年間のスポーツ施策を戦略的に推進していくための具体的な方向性が指し示

されました。 

具体的には、国の第 3 期スポーツ基本計画を参酌できるところはしつつ、大阪都市魅力創造戦略

2025 との整合性、万博や SDGs といった視点を盛り込みながら、トップスポーツチームやスポーツ

施設等の魅力的なスポーツ資源を、観光・食等大阪の強みと組み合わせて最大限に活用し、「楽しさ」

を計画全体を貫くキーワードに、スポーツによる健康づくりやスポーツツーリズムの推進等に重点を

置いて、幅広い分野にわたってスポーツとともに人とまちが成長する施策を展開する際の羅針盤とし

て本計画が位置付けられています。 
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２ 大阪市のスポーツ行政の現状と課題                   
 

（１）大阪市スポーツ行政の現状 

①市内のスポーツ施設の概要 

大阪市では、身近な地域にスポーツセンターやプール等を設置しているほか、国際的な競技大会

などの大規模競技大会に対応でき、かつ、スポーツ以外にもコンサートや大規模イベントなどの開

催も可能な競技施設を多数有しています。 

■地域のスポーツ施設等 

主な施設 概要 

各区のスポーツセンター・プール等 

スポーツやレクリエーションの場を提供し、市民

の健康維持や増進を目的として、24 区にスポー

ツセンター、プールを設置 

障がい者スポーツセンター 

障がいのある人の健康の維持や増進、自立と社会

参加の促進を目的として、長居障がい者スポーツ

センターと舞洲障がい者スポーツセンターを設置 

■大規模競技大会が開催可能な競技施設 

名 称 収容人数 主なスポーツ大会等 

ヤンマースタジア

ム長居（長居陸上競

技場） 

[第１種公認陸上競

技場、WA クラス１

公認] 

 

建物所有者：大阪市 
 

50,000 

人 

・大阪国際女子マラソン 

・全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 

・木南道孝記念陸上競技大会 

・ゴールデングランプリ陸上大阪 

・日本陸上競技選手権大会長距離種目  

 

※Ｊリーグのセレッソ大阪、リーグワンの

ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ大阪の

ホーム（ホスト）スタジアム 

ヤンマーフィール

ド長居（長居第２陸

上競技場） 

[第１種公認陸上競

技場] 

 

建物所有者：大阪市  

15,000 

人 

・ジャパンラグビートップリーグ 

・全国高校駅伝大阪予選会 

・全国高校女子駅伝大阪予選会 

・ラグビー関西大学 A リーグ 

 

※Ｊリーグのセレッソ大阪、リーグワンの

ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ大阪の

ホーム（ホスト）スタジアム 

ヨドコウ桜スタジ

アム（長居球技場） 

[ 天 然 芝 グ ラ ウ ン

ド] 

 

建物所有者：大阪市 

  

25,000 

人 

・総理大臣杯全日本サッカー選手権

トーナメント準々決勝 

・全国高校大会大阪府予選決勝（ラグ

ビー） 

・関西学生サッカーリーグ 

※Ｊリーグのセレッソ大阪、リーグワンの

ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ大阪の

ホーム（ホスト）スタジアム 
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名 称 収容人数 主なスポーツ大会等 

丸善インテックア

リーナ大阪（大阪市

中央体育館） 

（メインアリーナ） 

 

建物所有者：大阪市  

10,000 

人 

・黒鷲旗全日本男女選抜ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大

会 

・FIVB ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ

2017 男子大阪大会 

・2018 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ世界選手権大阪大会  

・FIVB ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2019 女

子大阪大会 

丸善インテック大

阪プール 

[50M、25M、飛び

込み、11 月～4 月：

アイススケート場] 

 

建物所有者：大阪市 

 

 

3,500 

人 

・関西選手権ジュニア水泳競技大会 

・近畿私学中学高等学校水泳競技大会  

・大阪府ジュニア選手権水泳競技大会  

・大阪社会人水泳競技大会 

ＩＴＣ靱テニスセ

ンター 

[センターコート] 

 

建物所有者：大阪市 

 

5,000 

人 

・大阪市長杯世界ｽｰﾊﾟｰｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手

権大会 

・ﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾟﾚｰｵﾌ 

・ﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ 

・全日本テニス選手権 93rd 

・東ﾚ ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ

2019 

おおきにアリーナ

舞洲（舞洲アリー

ナ） 

 

建物所有者：大阪市 
 

7,000 

人 

・全日本バスケットボール選手権大会  

・FIBA 女子バスケットボールワール

ドカップ 2022 予選 

 

※B リーグの大阪エヴェッサのホームスタ

ジアム 

京セラドーム大阪 

 

建物所有者：オリッ

クス不動産株式会社  

55,000 

人 

・社会人野球日本選手権 

 

※プロ野球のオリックス・バファローズの

ホームスタジアム 

大阪城ホール 

 

建物所有者：株式会

社大阪城ホール 

 

16,000 

人 

・日本陸上競技選手権大会・室内競

技 日本室内陸上競技大阪大会 
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名 称 収容人数 主なスポーツ大会等 

エディオンアリー

ナ大阪（大阪府立体

育会館） 

 

建物所有者：大阪府 

 

最大 

約 10,000 

人 

・大相撲三月場所 

・ボクシングの世界タイトルマッチ 

・全日本空手道選手権大会 

・西日本学生バスケットボール大会 

・国際親善レディースバドミントン

大会 

・大阪国際招待卓球選手権大会 

・プロレス興行 

大阪シティ信用金

庫スタジアム 

 

建物所有者：株式会

社大阪シティドーム 

  

10,000 

人 

・全国高校野球選手権大阪大会 

・日本大学軟式野球選手権大会 

 

大阪市南港中央野

球場 

 

建物所有者：大阪市 

 

10,000 

人 

・全国高校野球選手権大阪大会 

 

②スポーツに関連する主な包括連携協定等 

大阪市では、市民・NPO・企業などのさまざまな活動主体が互いに協働し、これらの主体と行政と

が協働するマルチパートナーシップによる活力ある地域社会づくりをめざしており、その一環として、

スポーツチーム、大学、企業等と連携協定等を締結し、「地域の活性化」や「市民サービスの向上」に

向けたさまざまな取り組みを進めています。 

令和３（2021）年 4 月現在、２つの大学、スポーツチーム７団体と連携協定を締結し、市民の

スポーツの普及・振興に向けたさまざまな活動を進めており、市民の健康増進と豊かな社会生活の

実現や、地域社会の発展に寄与しています。 

■連携協働の特長 

・企業等が有する経営ノウハウや資源・実行力といった強みと行政の持つ信頼の得やすさや継続性

など、お互いの強みを活かし合うことで、市民・企業・行政のそれぞれにとってメリットのある

取り組みを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 
行 政 

信頼の得やすさ 
・継続性 

 スポーツチーム・ 
大学・企業等 

ノウハウ・資源・実行力 
・技術・集客力 

地域の活性化 市民サービスの向上 

スポーツの振興 
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■包括連携協定等 

No. 連携手法 分類 相手方 協定の概要 

１ 

事業者協定 
大

学 

大阪市立大学 

（大阪市立大学都市健康・

スポーツ研究センター） 

・市民の運動・スポーツ普及・振興 

・運動・スポーツを通じた健康増進にかか

る研究、教育等 

２ 

大阪経済大学 

（大阪経済大学スポーツ・

文化センター） 

・市民の運動・スポーツ普及・振興 

・運動・スポーツを通じた学術研究、人材

育成 

・教育研究の成果を広く社会へ提供 

 

No. 連携手法 分類 相手方 協定の概要 

３ 

包括連携協定 

ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム 

ヒューマンプランニング株式会社 

（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 大阪エヴェッサ） 

スポーツの振興、教育、広報などさま

ざまな分野においてそれぞれの活動

の充実 

・小、中学生を対象にしたスポーツ教

室の開催 

・スポーツの普及、競技力の向上 

・総合型地域スポーツクラブとの連

携支援 

・トップアスリートやコーチの学校

や地域等への派遣 

・「みる」スポーツの推進 など 

４ 
株式会社 セレッソ大阪 

（ｻｯｶｰ セレッソ大阪） 

５ 
オリックス野球クラブ株式会社 

（野球 オリックス・バファローズ） 

６ 

サントリーホールディングス株式

会社 

（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ サントリーサンバーズ） 

７ 
日本たばこ産業株式会社 

（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ＪＴマーヴェラス） 

８ 
株式会社クボタ 

（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ クボタスピアーズ） 

９ 

株式会社ＮＴＴドコモ 

（ﾗｸﾞﾋﾞｰ ＮＴＴドコモレッド 

ハリケーンズ大阪） 
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③第 1 期大阪市スポーツ振興計画 

大阪市では、平成 15（2003）年に策定した「大阪市生涯スポーツ振興計画」（平成 15～24 年度）

をもとに、平成 24 年度までスポーツ行政を推進、平成 29（2017）年度に新たに「第 1 期大阪市ス

ポーツ振興計画（平成 29～令和 3 年度）」を策定し、大阪市のスポーツ振興をより一層推進するとと

もに、大阪都市魅力創造戦略 2020 で掲げる、持続的に成長する大阪経済を実現するためにさまざま

な取り組みを進めてきました。 

 

■「第 1 期大阪市スポーツ振興計画」施策の体系 

＜基本理念＞ 

スポーツが 心の豊かさを 稼ぐまち 大阪 
～いっしょにするで！！  みんなでスポーツ ～ 

目標 スポーツ実施率 65％をめざします 
    

方針１ スポーツ

による健康増進 
 
～身体活動量を稼
ぐ～ 

Ⅰ．あらゆる世代でスポー

ツ参画人口を拡大 

１ 気軽にできるスポーツ機会の創出 
 

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 

Ⅱ．スポーツによる健康寿

命の延伸 
３ スポーツを通じた健康長寿社会の創生 

   

方針２ スポーツ

による都市魅力の

向上 
 
～スポーツ参画人
口を稼ぐ～ 

Ⅲ．ゴールデン ・スポーツ 

イヤーズを契機とした

スポーツ機運の醸成 

４ 国際的な大規模競技大会等の積極的な招致・

開催 
 
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 
 
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 

Ⅳ．スポーツを通じた国際

交流・人材育成・発掘 

７ オリンピック・パラリンピックムーブメント

の推進 

   

方針３ スポーツ

による地域・経済

活性化 
 
～ソーシャル・キ
ャピタルを稼ぐ、
スポーツ産業で稼
ぐ～ 

Ⅴ．スポーツによる地域活

性化・地域の一体感の醸

成 

８ 地域におけるスポーツの活性化 
 

９ 地域活性化に資するスポーツ施設等の整備 

Ⅵ．スポーツによる経済の

活性化 
１０ スポーツ産業の発展 
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■「第 1 期大阪市スポーツ振興計画」数値目標、関連指標の状況 

 

目標 スポーツ実施率 65％をめざします 

目標指標 週１回以上運動・スポーツを実施する成人の割合 

 
資料：大阪市の値は、平成 29 年度は「大阪市政モニター調査」、平成 30 年度～令和３年度は「民間ネット調査」 

全国の値は、「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（スポーツ庁、令和３年度は速報値） 

54.6％と目標値に近づくも、コロナ禍もあって目標値 65％には届かず 

・週１日以上の運動・スポーツ実施率は、平成 30（2018）年度以降上昇傾向にあるが、令和３

（2021）年度は 54.6％と目標値（65％）を下回っている。 

・しかし、年代別にみると、若い世代を中心に実施率が向上した年代もあり、特にこれまで低かっ

た 20 代、30 代男女、40 代女性のスポーツ実施率が向上するなど、全体的な底上げがみられて

いる。 

・令和２（2020）年度以降は、新型コロナウイルス拡大による行動変容も影響して、全国的にも、

特に実施率の低かった若い世代を中心にスポーツ実施率が向上している。 

 

方針１ スポーツによる健康増進 

 関連指標① 身体活動量 23 メッツ・時/週以上（厚生労働省健康づくりのための身体活動基準） 

 
資料：平成 29 年度は市民の身体活動量についてのアンケー

ト調査、令和３年度は民間ネット調査 

身体活動量の基準値を上回る割合が増加 

・令和 3（2021）年度は、平成 29（2017）

年度と比べて、身体活動量の国の基準を

上回っている割合が、男性・女性ともに増

加している。 

・特に、移動時の身体活動量については、大

幅に増加している。 

49.4

39.2
44.4

52.6 54.6

51.5
55.1 53.6

59.9
56.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

週１日以上の運動・スポーツ実施率

大阪市 全国 目標値

（％）

50.0%
66.4%

38.0%
57.6%

0.0%

50.0%

100.0%

H29 R3

身体活動量が国の基準を上回る世帯の割合

男性 女性
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関連指標② 小学生（５年生）及び中学生（２年生）の体力合計点の平均値 

 
資料：大阪市の値は「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」（スポーツ庁） 

小・中学生、男女ともにほぼ横ばい  

・小学生も中学生も、男女ともに、全国平均

を下回ってほぼ横ばい傾向となっている

が、令和３年度は全国と同様に低下して

いる。 

・反復横とび、立ち幅とび（小学生）、持久

走（中学生）など、全国平均との差が大き

い種目もみられる。 

・全体の傾向は、全国も同様で、特に中学生

男子の体力の低さは顕著となっている。 

関連指標③ スポーツ・運動をすることが好きな小学生（５年生）及び中学生（２年生）の割合 

 
※「好き」と「やや好き」の合計 

資料：大阪市の値は、「全国体力・運動能力、運動習慣等調
査」（スポーツ庁） 

横ばい、成長とともに低下 

・全体的に横ばい傾向がみられるが、令和３

年度は小学生も中学生も、男女ともに減

少しており、全国と比べても低かった。 

・スポーツ・運動をすることが好きな児童・

生徒の割合は、女子よりも男子の方が高

く、中学生になると小学生より低下する

傾向がみられる。 

 

方針２ スポーツによる都市魅力の向上 

 関連指標① スポーツを観戦した市民の割合 

 

資料：大阪市の値は、平成 29・30 年度は「大阪市政モニ
ター調査」、令和元年度～令和３年度は「民間ネット
調査」全国の値は、「スポーツの実施状況等に関する
世論調査」（スポーツ庁、令和 3 年度は速報値） 

 

 

全国平均より高い水準が、コロナ禍で低下 

・スポーツを直接観戦した市民の割合は、全

国平均を上回り、平成 30（2018）年度ま

では約４割と高い水準を示していた。 

・その後、徐々に減少し、令和元（2019）

年度以降は、新型コロナウイルス拡大によ

る試合そのものの中止や無観客などの影

響もあって、２割未満まで減少している。

（テレビ中継等を含めると 52.6％(R3)） 

・直接観戦しなかった理由は、テレビ中継が

あるほか、令和３（2021）年度はコロナ

感染リスクも多くあげられている。 

52.79 52.80 52.53 50.79 
54.58

54.45 54.47 52.81

41.00 41.72 41.04 40.71

49.27 50.14 50.13
48.06

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ3

小学生（５年生）及び中学生（２年生）の体力合計点の平均値

小学5年生 男 小学5年生 女 中学2年生 男 中学2年生 女

（点）

91.9 91.4 92.2 89.8

84.0 82.2 84.4 
79.2 

85.8
86.0 86.7

86.2

72.9 74.0 75.0 70.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ3

スポーツ・運動をすることが好きな児童・生徒の割合

小学5年生 男 小学5年生 女 中学2年生 男 中学2年生 女

（％）

38.6 38.5 

31.0 

20.8 
16.0 

26.9 26.8 27.4

21.1

15.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

スポーツを直接観戦した市民の割合

大阪市 全国

（％）
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関連指標② スポーツに関わるボランティアをした市民の割合 

 
資料：大阪市の値は、平成 29・30 年度は「大阪市政モニ

ター調査」、令和元年度～令和３年度は「民間ネット
調査」全国の値は、「スポーツの実施状況等に関する
世論調査」（スポーツ庁、令和 3 年度は速報値） 

1 割未満と全国平均を下回る 

・スポーツに関わるボランティアをした市

民の割合は、１割未満と低く、全国平均も

下回っていたが、増加傾向を示していた。 

・新型コロナウイルス拡大の影響もあって、

令和２（2020）年度以降は再び低下、令

和３（2021）年度はやや増加するも、1 割

未満と低い水準となっている。 

・ボランティアを行わない理由は、「ボラン

ティア自体に興味がない」や「仕事が忙し

い」ほかに、募集方法がわからないという

声があげられている。 

 

方針３ スポーツによる地域・経済活性化 

 関連指標① 大阪市はスポーツが盛んだと思う市民の割合 

資料：平成 29・30 年度は「大阪市政モニター調査」、令
和元年度～令和３年度は「民間ネット調査」 

 

 

資料：「大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査」（令
和３年度実施） 

2 割前後で微減傾向 

・大阪市はスポーツイベントや競技大会（市

民参加型、プロ興行含む）が盛んだと思う

市民の割合は、概ね２割で推移している。 

・大阪市はスポーツが盛んだと思わない理由

としては、半数近くの人が「スポーツイベ

ントが少ない」としている。 

・令和３年度実施の「大阪市民のスポーツと

健康に関する実態調査」では、非常に盛ん

である、まずまず盛んであると答えた市民

の割合が５割を超えている。 
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関連指標② 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 

 
資料：平成 29・30 年度は「大阪市政モニター調査」、令

和元年度～令和３年度は「民間ネット調査」 
 

 

資料：「大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査」（令
和３年度実施） 

1 割前後から約 2 割に増加 

・地域で、スポーツで人との交流やつながり

に役立っていると思う市民の割合は、１割

前後で推移していたが、令和３（2021）

年度は約２割まで増加した。 

・一方で、舞洲を拠点とするプロスポーツチ

ームと大阪市が協力してスポーツイベン

ト等を進める「舞洲プロジェクト」は、半

数近くの人がスポーツ振興につながって

いると評価している。 

・令和３年度実施の「大阪市民のスポーツと

健康に関する実態調査」では、非常に役立

っている、まずまず役立っていると答えた

市民の割合が概ね５割となっている。 

 

関連指標③ スポーツ関連消費額の規模 

資料：「家計調査」総務省 

2019 年度に大きく伸びるも、コロナ禍で下降 

・1 世帯あたりのスポーツ関連消費額は、全

国平均をやや下回って推移していたが、令

和元（2019）年度は全国平均を上回って

大きく増加した。 

・しかし、コロナ禍で、令和２（2020）年度

は大きく減少し、２万４千円規模と計画策

定当初より下回っている。 

・内訳をみると、特に、スポーツ施設などの

使用料やスポーツ月謝が大きく減少する

一方で、スポーツウェアをはじめとする運

動用具類の消費額は、増加傾向を示してお

り（R2 はスポーツ消費の第 1 位）、コロナ

による行動制限などの影響で、1 人ひとり

のスポーツに関する行動にも大きな変化

がみられている。 
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④関連する本市計画等 

スポーツの振興に関連して、次の計画等が改訂・策定されています。 

・第２期大阪市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和３（2021）年９月改訂） 

・大阪の成長戦略（平成 30（2018）年度改訂） 

・大阪都市魅力創造戦略 2025（令和 3（2021）年 3 月） 

・大阪市障がい者支援計画・第 6 期障がい福祉計画・第 2 期障がい児福祉計画（令和３（2021）

年 3 月改訂） 

・大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和３（2021）年３ 月改訂） 

・大阪市健康増進計画「すこやか大阪 21」（平成 30（2018）年３月改訂） 

・大阪市教育振興基本計画（令和 4 年 3 月改訂予定） 

・生涯学習大阪計画（令和 4 年 3 月改訂予定） 

  ・各区の関連計画等  
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（２）大阪市スポーツ行政の問題点、課題（第 1 期計画の進捗状況） 

 ① 目標達成状況 

○スポーツ実施率（週１回以上）は 40～50％台で推移しており、目標を下回っています。 

○年代別にみると、実施率が低かった現役世代のスポーツ実施率の向上も一部みられ、スポーツ人口

のすそ野は広がりつつあります。一方、運動・スポーツをしていない人も一定割合見られ、二極化

が改善されていません。 

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

 

 ② 方針ごとの進捗状況 

方針１ スポーツによる健康増進 

○週 1 日以上の運動・スポーツ実施率は、平成 29(2018）年度以降、若い世代を中心に実施率が向

上した年代もあり、全体的な底上げがみられています。一方で、子どもの体力やスポーツ・運動を

することが好きな割合は、ほぼ横ばいとなっている状況です。 

○「スポーツスタートアップ事業」や「アイスショーやスケート教室」等、スポーツ実施率の低かっ

た 30～40 歳代の女性や子育て層への戦略的なアプローチを展開してきましたが、次の一歩とし

て、ターゲットを明確にした情報発信や市内企業の健康づくりに取り組む企業の普及・促進等、長

期的な視点での戦略的なアプローチが必要です。 

 

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

 

 方針２ スポーツによる都市魅力の向上 

○大規模競技施設の集積、競技団体とのネットワーク等を活かし、国際大会等の大規模競技大会の招

致・開催を進めており、大阪マラソンなど認知度や観戦率の高い大会がある一方、その他の大会に

おいては 1 割以下の認知度、観戦率となっており、「スポーツへの興味・関心」の高まりにつなが

っていない状況です。 

○コロナ禍での課題や制約も多い中、東京 2020 大会等の開催に向けた機運醸成、国際交流や人材育

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

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

競技大会を活かしたスポーツツーリズムの展開や情報発信が必要です。 

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

施設のポテンシャルを維持し、新たなスポーツ大会の誘致、イベント開催など都市魅力の向上に向

けた取り組みが必要です。 

 

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

 

方針３ スポーツによる地域・経済活性化 

○「舞洲プロジェクト」をはじめ、民間団体や地元スポーツチーム等と連携して、地域スポーツの振
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興を通じた地域活性化を進めていますが、市民の「スポーツへの興味・関心」の高まりの実感につ

ながっていません。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・

機会づくりなど、スポーツを通じた人と人のつながりづくりも必要です。 

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

センター化、スポーツチームとの新事業の開拓、他産業とのビジネスマッチング）はまだ検討段階

で、今後の展開が重要です。 

○市内に集積する大規模競技施設においては、試合のない日でも賑わいを創出する拠点としてさまざ

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

必要です。 

 

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

 

（３）第２期計画策定にあたって 

これまでみてきた、「１ スポーツを取り巻く社会状況の変化」や「２ 大阪市のスポーツ行政の現

状と課題」を踏まえ、大阪市のこれまでの取り組みや成果、また大阪市の強みや魅力を活かしたスポ

ーツ施策を戦略的に進めていくために、第２期計画策定にあたっては、特に以下の点に留意しました。 

 

〇国の第３期スポーツ基本計画、府の第 3 次計画策定の動きを踏まえた計画検討 

並行して進められている、国の「第３期スポーツ基本計画」や大阪府の「第３次大阪府スポーツ

推進計画」策定に向けた動向を踏まえつつ、大阪市の特性や地域のニーズに応じたスポーツの施策

の方向性を示していくこととします。 

 

〇ウィズコロナ、ポストコロナ時代の新しいライフスタイルを見据えた市民のスポーツライフとス

ポーツ行政のあり方の検討 

新型コロナウイルス拡大により、人々の日常生活や仕事などの行動、さらには社会全体に大きな

変化が生まれました。今後、これまでの影響なども十分に考慮し、ウィズコロナ、ポストコロナ時

代の新しいライフスタイルを見据え、安心・安全な市民のスポーツライフと、それをささえるスポ

ーツ行政のあり方についても、関係機関等と連携して検討を進めていきます。 

 

〇体力づくりによる健康の維持・増進の促進 

体力は、人間の健全な発達・成長を支え、より豊かで充実した生活を送る上で大変重要なもので

あり、活発な身体活動を行うことは運動・スポーツに親しむ身体能力の基礎を養うとともに、病気

から身体を守る体力を強化し、より健康な状態をつくっていくことにもつながります。 

自らの意志でスポーツに取り組むことで自身の体力づくり、ひいては健康の維持・増進につなが

ることを意識できる市民が一人でも増えるよう、市民のスポーツの習慣化を支援します。 
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〇ターゲットを定めたきめ細やかな戦略的アプローチ 

多様化する市民のスポーツニーズやスポーツライフに対応するため、ターゲットを定めたきめ細

やかなアプローチを継続的に行うとともに、市民アンケート結果を踏まえ、スポーツ情報の発信の

強化に取り組みます。 

 

〇大阪市の強みである集積した大規模競技施設と観光やスポーツの魅力資源を最大限に活用 

大阪市には、国際競技大会などの大規模競技大会の開催が可能な競技施設が集積しており、それ

らのスポーツ施設を活用した取り組みは、市民アンケートの結果からも、市民が求めている強化す

べき取り組みと考えています。スポーツ施設や大阪マラソンなどの知名度の高いスポーツ大会とい

ったスポーツ資源のほか、大阪城をはじめ食や文化芸術などの観光資源を最大限に活かした取り組

みを進めます。 

また、大阪市を拠点に活動するスポーツチームや企業等とのこれまでの連携実績を活かし、より

一層、市民のスポーツへの興味関心を高め、スポーツを楽しめる取り組みを行っていきます。 

 

〇2025 年大阪・関西万博を契機とした施策展開 

大阪・関西万博のインパクトや集客力を活かした、大阪のスポーツ都市としての魅力発信を行う

とともに、万博後もスポーツを通して生きる喜びや楽しさを感じ、共にいのちを高めていく共創都

市をめざし取り組みます。 

  

 〇取り組みの効果を測る指標等の設定 

スポーツ実施率の目標を達成するため、これまでも民間団体や関係機関等と連携しながら、さ

まざまな取り組みを進めた結果、一定の効果がみられる一方で、単発で終わるなど、市民のスポ

ーツ活動等の継続性や発展、全市への広がりなどにはうまくつながっていないことや、進んでい

ない取り組みもみられることから、取組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。  
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第２章 計画基本方針                          
 

１ 基本理念                                    
 

スポーツは、体力の向上や心身の健康増進、免疫力向上や生きがいづくりといった個人にもたらす効

果だけでなく、スポーツを通じて人々がつながることによるコミュニティの形成や相互理解・友好の促

進、交流人口の増加による地域の活性化など、社会的な効果をもたらす力を有しています。 

大阪市スポーツ振興計画を推進することで、子どもから高齢者、障がいのある人、アスリート、誰も

がいきいきとスポーツを楽しみ、豊かな生活を送ることができる大阪のまちの実現と、関西を牽引する

中枢都市として、これまでに育んできたまちの魅力やスポーツレガシーを活かし、元気があふれる大阪

のまちの実現をめざします。 

計画の推進にあたり、基本理念として、「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」を掲げ、ＳＤＧｓの達成にスポーツで貢献していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

スポーツによる 
健康・生きがいづくり 

健康・生きがい 

 

スポーツによる 
持続可能で活力ある 

まちづくり 

活 力 

 

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 

【目標指標】 
週に１回以上、運動・スポーツを
実施する成人の割合（ 65％ ） 

 

【目標指標】 
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％ ） 

【目標指標】 
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％ ） 

基本理念 

３つの目標 
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～スポーツによるＳＤＧｓ達成への貢献～ 

国連では、スポーツは、平和と開発の目

標達成に向けて前進するための柔軟なツー

ルであるとしており、スポーツが社会の進

歩に果たす役割として、下記のように認識

されています。 

「スポーツもまた、持続可能な開発にお

ける重要な鍵となるものである。我々は、

スポーツが寛容性と尊厳を促進することに

よる、開発および平和への寄与、また、健

康、教育、社会包摂的目標への貢献と同様、

女性や若者、個人やコミュニティの能力強

化に寄与することを認識する。」 

上記の認識に基づき、17 の持続可能な開発目標全ての項目について、スポーツが果たしうる役割

について整理されています。 

スポーツ庁はスポーツの力を活用したＳＤＧｓ達成への貢献を掲げており、スポーツの持つ、人々

を集める力や人々を巻き込む力を使ってＳＤＧｓの認知度向上、ひいては社会におけるスポーツの価

値のさらなる向上に取り組むとしています。 

大阪市においては、ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残さない」という理念と「大阪市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に掲げる方向性が一致していることから、総合戦略と一体的にＳＤＧｓ実現に

向けて取り組みを進めています。 

大阪市スポーツ振興計画に取り組んでいくことでＳＤＧｓ実現に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓの 17 の目標 
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２ 目標                                      

（１）スポーツによる健康・生きがいづくり 健康・生きがい 

 
 

 

人生 100 年時代を迎え、心身共に健康で生きがいをもって暮らし続けるため、スポーツに期待され

る役割は広がってきている中、幼少期の子どもから児童・生徒・学生、働く世代や子育て世代、高齢者、

障がいのある人等、誰もがライフスタイルに合わせた運動・スポーツを楽しみ、スポーツを通じた健康

寿命の延伸につながるよう、教育・健康・福祉分野等と連携した取り組みを進めるとともに、大阪・関

西万博のテーマに共に取り組みます。 

 とりわけ、運動・スポーツの実施率が低い状況が続く働く世代について、企業等と連携した取り組み

を進めることで、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ります。 

 また、大阪のスポーツシーンをリードするスポーツ団体やアスリートの活動支援・顕彰を通じ、スポ

ーツの奨励につなげます。 

 さらに、市民の運動習慣づくりにつながるよう、スポーツ情報だけでなく、スポーツの魅力を伝える

発信に取り組みます。 

 

（２）スポーツによる持続可能で活力あるまちづくり 活力 

 
  

 

大阪市では、大阪マラソン、大阪城トライアスロン大会や大阪市長杯世界スーパージュニアテニス選

手権大会をはじめ、さまざまなスポーツ競技の国際大会やプロスポーツの試合等が開催されており、内

外のトップアスリートが集うとともに、大会関係者や観戦者等の来訪も数多くみられ、交流人口の拡大

につながっています。 

 大規模なスポーツ競技大会等の開催、地域資源を活かしたスポーツツーリズムや大阪・関西万博を契

機とした施策の展開を通じ、大阪の強みを活かした魅力の創出、地域経済の活性化、スポーツレガシー

の形成を図り、持続可能で活力あるまちづくりを進めます。 

 大規模競技大会の開催により、身近でトップアスリートをみる機会を提供するとともに、オリンピッ

ク・パラリンピック等に出場した大阪市にゆかりのアスリートや海外選手との交流等を通じて、夢や希

望、感動を共有し、するスポーツの推進につなげます。 

 また、スポーツ施設について、計画的な修繕・改修を行い、施設機能の維持・向上を図るとともに、

市民サービス機能の向上を図り、利用促進につなげます。 

 

（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 

 
 
 

スポーツには、さまざまな人々がさまざまな境界等を越えて交流できる力があります。地域のスポー

ツ活動の推進やスポーツイベントの開催を通じて、地域のつながり強化、地域活性化を図るため、スポ

【目標指標】 週に１回以上、運動・スポーツを実施する成人の割合（ 65％ ）   
現状値（54.6％） 

【目標指標】 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％ ） 
現状値（16.8％） 

【目標指標】 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％ ） 
                                現状値（19.2％） 
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ーツ選手や指導者の育成、イベントの運営等、大阪市スポーツ推進委員や大阪市体育厚生協会などスポ

ーツをささえる人材や団体の活動が不可欠です。 

 大阪市の地域スポーツ活動の維持や基盤拡大、競技力の向上を図るため、スポーツ指導者やスポーツ

ボランティア、地域に根差したスポーツ活動を展開する団体の育成、活動支援等、幅広い取り組みを進

めます。 

 スポーツが持つ多面的な力を活かし、誰もがお互いを支えあうことで人と人とがつながる地域共生社

会の実現をめざし、障がいのある人もない人もともにスポーツを楽しむことができるインクルーシブな

スポーツの推進に取り組みます。 

 地域の特性や身近なスポーツ施設を活かし、スポーツに親しむことができる環境を整え、スポーツが

できる多様な機会・場の提供を図ります。 

また、大阪市を拠点に活動するスポーツチームとの連携・協力や市内の大規模競技施設の新たな活用

を通して、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。 

＊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。 

新型コロナウイルス拡大防止の取り組みの影響と今後の対応の方向性 

 

2020（令和２）年に新型コロナウイルスが世界的に流行し、人々の日常生活に大きな変化をもた

らし、スポーツ分野においても大きな影響が及ぶことになりました。「三密」を防ぐため、身近な地域

のスポーツ施設や大規模な競技大会が開催されるスポーツ施設が休館される期間がうまれ、人々の運

動・スポーツの場や機会が失われることになりました。プロスポーツ等、多くの観客の中で開催され

るスポーツイベントについては、中止・延期、入場者数の制限が設けられるようになり、「みる」スポ

ーツを楽しむ機会も少なくなりました。 

一方、人流抑制のため、自宅等で仕事をする「リモートワーク」といった働くスタイルが定着し、

運動不足の解消や健康・体力づくりのために運動・スポーツに取り組む人も一部では増加しました。

このことにより、運動・スポーツが心身の健康のため、人々に求められていることが明らかになった

ともいえます。 

また、デジタル技術を活用した新たなスポーツ観戦のスタイルやスポーツイベントへの参加の取り

組みが進む等、コロナ禍におけるスポーツ推進の取り組みも模索されています。 

今後、新型コロナウイルス拡大防止のため、「新しい生活様式」の実践による行動変容が求められる

中、国をはじめ、各方面からスポーツに取り組む際のガイドライン等が発信されており、デジタル技

術の活用や創意工夫により、「ウィズコロナ」さらには「ポストコロナ」の時代に応じたスポーツのあ

り方を模索し、スポーツの推進に努めます。 

 

３ 計画期間                                    

本計画の計画期間は令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。  
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第３章 具体的施策                           
 

１ 施策体系                                    

 
政策目標 施策目標 具体的施策 

１スポーツによる
健康・生きがい
づくり 

 
 
 
 
 
健康・生きがい 

⑴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 

⑵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 

⑶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 

⑷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 

２スポーツによる
持続可能で活力
あるまちづくり 

 
 
 
 

活力 

⑴大阪マラソンの進化 ①大阪マラソンの魅力向上 

⑵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 

⑶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 

⑷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 

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 
 
 

⑴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 

⑵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 

⑶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 

⑷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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■基本指標・３つの目標および各参考指標の相関図 

  

 
スポーツによる 

持続可能で活力ある 
まちづくり 

活 力 

 
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 

 
スポーツによる 

健康・生きがいづくり 

健康・生きがい 

【目標指標】 
週に 1 回以上、運動・スポ
ーツを実施する成人の割
合（ 65％ ） 

【目標指標】 
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％ ） 

【目標指標】 
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％ ） 

３つの目標と指標 

 

 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 

基本指標 

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 

・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 

・大阪市障がい者スポーツ大会

における参加者数 

大阪マラソンの進化 

・大阪マラソンの申込者数 

 

・  
・  
・  
・スポーツ功労表彰数 

競技力の向上 

・競技力向上に資する大会への補
助事業数 

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 

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 

 

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 

・大阪城トライアスロン大会観
客数 

・「ここスポ」へのスポーツ情報
掲載数 

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） 

・スポーツ機運醸成イベント参加
者数 

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 

・個別施設計画に基づく施設改

修の件数 

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 

・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 

・キャッシュレス対応施設数 

・  
・  
・学校体育施設開放校数 
・24 区での取り組み件数 

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 
・ISO20121 認証の取得数 

参

考

指

標 


