
政策目標11 スポーツの振興
世界共通の人類の文化の一つである、
スポーツの振興により、生涯スポーツ社会
の実現に向けて地域におけるスポーツ環境
を確保するとともに、わが国の国際競技力
を向上させ、子どもから大人まで心身ともに
健全な明るく豊かで活力のある社会を実
現する。

施策目標11-1
東京大会を契機とした共生社会の実現、
多様な主体によるスポーツ参画の実現
施策目標11-2
東京大会のレガシーを継承した持続可能
な競技力向上体制の構築
施策目標11-3
スポーツＤＸの推進、スポーツ団体の組織
基盤の強化
施策目標11-4
スポーツを通じた社会課題の解決

政策評価体系の見直しについて

政策目標11 スポーツの振興
世界共通の人類の文化の一つである、スポー

ツの振興により、生涯スポーツ社会の実現に向
けて地域におけるスポーツ環境を確保するととも
に、わが国の国際競技力を向上させ、子どもか
ら大人まで心身ともに健全な明るく豊かで活力
のある社会を実現する。

施策目標11-1
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
施策
施策目標11-2
スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実
現
施策目標11-3
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
施策目標11-4
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

第３章 今後５年間に総合的かつ計画
的に取り組む施策
①多様な主体におけるスポーツの機会創出

②スポーツ界におけるDXの推進

③国際競技力の向上

④スポーツの国際交流・協力

⑤スポーツによる健康増進

⑥スポーツの成長産業化

⑦スポーツによる地方創生、まちづくり

⑧スポーツを通じた共生社会の実現

⑨スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化

⑩スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材

⑪スポーツを実施する者の安全・安心の確保

⑫スポーツ・インテグリティの確保

【旧体系】 【新体系】 【第3期計画】
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○ 第３期スポーツ基本計画（計画期間:令和４年4月より5年間）に掲げられた諸課題に対応するため、文部科学省政策評価基本計
画において定められる「文部科学省の使命と政策目標」（以下「政策評価体系」という。）及び予算書・決算書の「項」・「事項」の見直し
を行うもの。
○ 見直しに当たっては、第３期計画の体系と政策評価体系を整合させることで効果的なフォローアップの実施が可能となるようにする。
○ 施策目標下の各達成目標・測定指標についても、とりまとめ課において第３期計画の目標・指標等と可能な限り整合を取ることとする。

令和４年７月２２日
スポーツ庁政策課

成長産業化

障害者
スポーツ
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施策目標11-2
東京大会のレガシーを継承した持続可能な競技力向上体制の
構築
0347 女性アスリートの育成・支援プロジェクト
0348 国民体育大会開催事業（地方スポーツ振興費補助）
0349 ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点機能強化事業
0350 競技力向上支援体制の充実
0351 日本オリンピック委員会補助
0338 スポーツ国際展開基盤形成事業
0355 ドーピング防止活動推進事業
0356 世界ドーピング防止機構等関係経費
0357 世界ドーピング防止機構拠出金
新3-0015 ドーピング検査員の感染予防対策支援事業
新4-0018 ポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業

政策目標11 スポーツの振興
世界共通の人類の文化の一つである、スポーツの振興により、生涯スポーツ社会の実現に向けて地域におけるスポーツ環境を確保する
とともに、わが国の国際競技力を向上させ、子どもから大人まで心身ともに健全な明るく豊かで活力のある社会を実現する。

新政策目標と各事業の関係整理
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施策目標11-4
スポーツを通じた社会課題の解決

0336 スポーツ産業の成長促進事業（スタジアム・アリーナ改革推進事業、スポー
ツオープンイノベーション推進事業）

新3-0013 スポーツ産業の国際展開促進事業
0337 スポーツによる地域の価値向上プロジェクト（令和４年度から「スポーツによる

地域活性化・まちづくりコンテンツ創出等総合推進事業」として実施）
0323 スポーツによる地域活性化推進事業（スポーツによるまちづくり・地域活性化

活動支援事業）（令和４年度から「スポーツによる地域活性化・まちづくり担
い手育成総合支援事業」として実施）

0324 スポーツによる地域活性化推進事業（地域スポーツコミッションの活動再開
支援事業）（令和４年度から「スポーツによる地域活性化・まちづくり担い手
育成総合支援事業」として実施）

0330 スポーツスペース・ボーダレスプロジェクト（令和４年度から「誰もが気軽にス
ポーツに親しめる場作り総合推進事業」として実施）

新4-0019 先端的スポーツ医科学研究推進事業

施策目標11-1
東京大会を契機とした共生社会の実現、
多様な主体によるスポーツ参画の実現
0314 日本武道館補助
0316 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
0317 Sport_in_Life推進プロジェクト
0319 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業
0320 スポーツ政策の基礎的調査及び広報活動の実施
0322 スポーツによる地域活性化推進事業（運動・スポーツ習慣化促進事業）
0325 スポーツキャリアサポート支援事業
0326 日本スポーツ協会補助
0327 体育・スポーツ施設に関する調査研究
0328 生涯スポーツ振興事業
0334 日本パラスポーツ協会補助
0335 全国障害者スポーツ大会開催事業
0340 障害者スポーツ推進プロジェクト
新3-0012 地域運動部活動推進事業
新4-0013 地域スポーツ連携・協働再構築推進プロジェクト
新4-0014 幼児期からの運動習慣形成プロジェクト
新4-0015 感動する大学スポーツ総合支援事業
新4-0016 令和の日本型学校体育構築支援事業
新4-0017 中学校における部活動指導員の配置支援事業

施策目標11-3
スポーツＤＸの推進、スポーツ団体の組織基盤の強化

0336 スポーツ産業の成長促進事業（スポーツ×テクノロジー活用推進事業）
0354 スポーツ・インテグリティ推進事業

青字：令和４年度新規事業



施策目標11-2
スポーツを通じた活力があり絆の強
い社会の実現
0333 Specialプロジェクト2020
0334 日本障がい者スポーツ協会補助
0335 全国障害者スポーツ大会開催事業（地方

スポーツ振興費補助）
0336 スポーツ産業の成長促進事業
0337 スポーツによる地域の価値向上プロジェクト

（令和４年度から「スポーツによる地域活性
化・まちづくりコンテンツ創出等総合推進事業」
として実施）

0338 スポーツ国際展開基盤形成事業
0339 スポーツ・フォー・トゥモロー等推進プログラム
0340 障害者スポーツ推進プロジェクト
0341 2020年東京大会関係者を対象とした風し

ん・麻しんに関する特別対策事業
0342 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延

期に伴う新型コロナウイルス感染症対策等事
業

0343 ホストタウン・事前キャンプ地における新型コ
ロナウイルス感染症対策事業

新3-0013 スポーツ産業の国際展開促進事業

政策目標11 スポーツの振興
世界共通の人類の文化の一つである、スポーツの振興により、生涯スポーツ社会の実現に向けて地域におけるスポーツ環境を確保する
とともに、わが国の国際競技力を向上させ、子どもから大人まで心身ともに健全な明るく豊かで活力のある社会を実現する。

現行目標と各事業の関係整理
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施策目標11-4
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

0354 スポーツ・インテグリティ推進事業
0355 ドーピング防止活動推進事業
0356 世界ドーピング防止機構等関係経費
0357 世界ドーピング防止機構拠出金
新3-0015 ドーピング検査員の感染予防対策支

援事業

施策目標11-1
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
充実施策
0313 武道等指導充実・資質向上支援事業
0314 日本武道館補助
0315 学校における体育・スポーツ資質向上等推進事業
0316 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
0317 Sport in Life推進プロジェクト
0318 学校における体育活動での事故防止対策推進事業
0319 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業
0320 スポーツ政策の基礎的調査及び広報活動の実施
0321 運動部活動改革プラン
0322 スポーツによる地域活性化推進事業（運動・スポーツ習慣化促進事業）
0323 スポーツによる地域活性化推進事業（スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業）（令和４年度から「スポーツによる地

域活性化・まちづくり担い手育成総合支援事業」として実施）
0324 スポーツによる地域活性化推進事業（地域スポーツコミッションの活動再開支援事業）（令和４年度から「スポーツによる地域活性

化・まちづくり担い手育成総合支援事業」として実施）
0325 スポーツキャリアサポート支援事業
0326 日本スポーツ協会補助
0327 体育・スポーツ施設に関する調査研究
0328 生涯スポーツ振興事業
0329 大学スポーツ振興の推進事業（令和４年度から「感動する大学スポーツ総合支援事業」として実施）
0330 スポーツスペース・ボーダレスプロジェクト（令和４年度から「誰もが気軽にスポーツに親しめる場作り総合推進事業」として実施）
0331 全国規模のスポーツリーグ又は大会の主催団体補助
0332 大規模国際スポーツ大会主催団体補助
新3-0012 地域運動部活動推進事業

施策目標11-3
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
0344 ハイパフォーマンススポーツセンターの基盤整備（令和４年度から「スポーツ支援強靭かのための基盤整備事業」として実施）
0345 ハイパフォーマンス・サポート事業
0346 スポーツ研究イノベーション拠点形成プロジェクト
0347 女性アスリートの育成・支援プロジェクト
0348 国民体育大会開催事業
0349 ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点機能強化事業
0350 競技力向上支援体制の充実
0351 日本オリンピック委員会補助
0352 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費
0353 独立行政法人日本スポーツ振興センター研究施設整備費補助金
新3-0014 独立行政法人日本スポーツ振興センター施設整備

赤字：令和３年度限りで終了・統合した事業
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