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本編 

ページ 
素案 計画案 変更内容 

P12 関連指標② 体力合計点の平均値 
関連指標③ スポーツ・運動することが好きな割合 
データ：H29〜R 元年度「全国体力・運動能力、運動習慣等
調査」 

修正 
 
データ：H29〜R３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等
調査」 

直近データに修正しました。 

P13 

P14 

関連指標① スポーツが盛んだと思う市民の割合 
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 
データ：「大阪市政モニター調査」「民間ネット調査」 

修正 
 
 
データ：「大阪市政モニター調査」「民間ネット調査」「実態
調査」 
分 析： 
関連指標①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。 
関連指標②（省略）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。 

目標設定に関係するため、実態調査結果を追記しま
した。 

P17 （3）第 2 期計画策定にあたって 
〇ウィズコロナ、ポストコロナ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る人々のスポーツも含めた生
活や行動の変化、その影響なども十分に考慮し、ウィズコロ
ナ、ポストコロナの安心・安全な・・・（省略） 

修正 
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・・・（省略） 

第 3 回有識者会議での意見を受け、 
コロナ時代の新しいライフスタイルの観点を盛り
込んだ内容に修正しました。 

P17 （3）第 2 期計画策定にあたって 
― 

新規 
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

第 3 回有識者会議での意見を受け、 
本計画により、市民の意識改革の推進につなげてい
くことを追記しました。 



（資料３）第 3 回有識者会議からの主な変更点                                          （下線：変更箇所） 
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。 

P18 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、取り組みごとに指標を設定し、
それらを着実に達成できるように、適切な進行管理体制を
整えます。  

修正 
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。 

第 3 回有識者会議での意見を受け、 
参考指標の説明を追記しました。 

P19 １基本理念 
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、幸福で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、「みんなでスポーツ 
みんなの幸せ 元気あふれる大阪のまち」を掲げ、ＳＤＧｓ
の達成にスポーツで貢献していきます。 

修正 
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。 

スポーツ庁第 3 期計画、大阪府第 3 次計画におけ
る、「スポーツの価値」と定義づけられた内容を参
酌し、基本理念について「楽しさ」や「まちの活性
化」を含む内容に修正しました。 

P19 基本理念 
みんなでスポーツ みんなの幸せ 元気あふれる大阪のま
ち 

修正 
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 

同上 

P19 3 つの目標「活力」【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（50 %） 

修正 
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%） 

実態調査結果を踏まえ、目標設定を修正しました。 
（盛んであるとの肯定的な意見が 55.1%） 

Ｐ21 （１）スポーツによる健康・生きがいづくり 
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・スポーツを楽しむことができるよ

修正 
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

第 3 回有識者会議の意見を受け、 
大阪・関西万博のテーマと重ねたスポーツの目的を
明記しました。 



（資料３）第 3 回有識者会議からの主な変更点                                          （下線：変更箇所） 
う、教育・健康・福祉分野等と連携した取り組みを進めます。 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。 

Ｐ21 （２）スポーツによる持続可能で活力あるまちづくり 
大規模なスポーツ競技大会の開催や地域資源を活かした

スポーツツーリズムの展開を通じ、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。 
（中略） 

また、スポーツに親しむ場となる市内スポーツ施設につ
いて、計画的な修繕・改修を行い、施設機能の維持・充実を
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。 

修正 
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。 
（中略） 

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。 

第 3 回有識者会議の意見を受け、 
・活力あるまちづくりに向け、大阪・関西万博を活
かした取り組みを行っていくことを明記しました。 
・施設の機能維持等については、スポーツセンター
だけではなく、競技施設も含め機能維持・向上を図
るため、「スポーツ施設」に修正しました。 

P22 4 段落目 
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、特色の
あるスポーツ事業に取り組み、地域の賑わい創出につなげま
す。 

修正 
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。 

第 3 回有識者会議の意見、およびスポーツ庁第 3 期
計画における DX 導入によるスポーツの「する」「み
る」「ささえる」の実効性を高める政策目標が掲げ
られていることを踏まえ、本計画においても「スポ
ーツにおける DX」を意識した取り組みを明記しま
した。 

P23 

P25 

P26 

具体的施策 
・子どものスポーツ推進 
・スポーツ環境の整備（計画的な施設の管理運営） 
・地域活性化に資するスポーツ環境の整備 

修正 
・子ども・若者のスポーツ推進 
・スポーツ環境の整備 
・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 

第 3 回有識者会議の意見を受け、 
・子どもと、子育て・働く世代の間の年代（高校生
や大学生）へのアプローチを追加しました。 
・（計画的な施設の管理運営）を削除しました。 
・地域活性化への施策目標として、「スポーツ産業
と連携」を明記 

P26 ①子ども・若者のスポーツ推進 
記載なし 

新規 
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

第 3 回有識者会議の意見を受け、 
・若者へのアプローチとして、大学等と連携したス
ポーツの普及活動について追記しました。 
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により社会で活躍できる人材の育成をめざします。 

P29 

 

 
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 

修正 
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、障がい者スポーツ等への理解促進の
進捗を計る数値として、障がい者スポーツ大会への
参加人数に修正しました。 

P33,34 〇市内スポーツ情報の一元化 
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
すい環境を整えるとともに、市内スポーツ情報の一元化を図
ります。 
 

修正 
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。 

第 3 回有識者会議を受け、 
・一元化した後の取り組みとして、市民への周知手
法についても明記しました。 

P37 記載なし 新規 
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。 

大阪・関西万博に向けた取り組みとして、スポーツ
競技大会だけではなく、スポーツ分野の国際会議等
の誘致について、新規項目で取り組みを追記しまし
た。 

P37 記載なし 新規 
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。 

国際的なスポーツ競技大会やスポーツ分野の国際
会議等を開催する前提として、施設の機能維持と向
上の必要性を追記しました。 

P42 〇スポーツ施設の機能向上 
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。 

修正 
 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

同上 
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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。 

P52 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＊された「ヨドコウ桜スタジアム（長居球技場）」
は、（省略） 

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・ＡR 等のテクノロジーを活用した
新たなスポ―ツ観戦の楽しみ方なども模索し、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。 

修正 
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、（省略） 

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。 

第 3 回有識者会議の意見、およびスポーツ庁第 3 期
計画における DX 導入による「する」「みる」「ささ
える」の実効性を高める政策目標が掲げられている
ことを踏まえ、本計画においても、今後のスポーツ
成長産業として期待される「スポーツにおける DX」
の取り組みについて明記しました。 

P54 ２計画の進行管理 
本計画の取り組みを着実に実施し、（中略） 
具体的には、計画基本方針に定める目標指標、具体的施策

に定める指標に基づき評価・検証（ＰＤＣＡ）します。また、
毎年度、「運動とスポーツに関する意識調査」等により評価を
行い、施策の拡充や見直しを検討します。 

修正 
本計画の取り組みを着実に実施し、（中略） 

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。 

参考指標の説明を明記しました。 

P54 記載なし 新規 
３目標指標一覧で表記 

進行管理となる目標指標を追記しました。 

P55 記載なし 新規 
４参考指標一覧で表記 

進行管理となる参考指標を追記しました。 

P56 パブリック・コメント 
記載なし 

新規 
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） 

パブリック・コメントの実施結果を追記しました。 

 


