
 

 

 

 

スポーツ庁委託事業 

 

 

 

令和 2 年度「Sport in Life 推進プロジェクト」 

 

 

事業報告書 

 

 

 

 

 

令和 3 年 3 月 

 

 

株式会社 日本総合研究所 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

令和 2 年度「Sport in Life 推進プロジェクト」 

事業報告書 

 

目次 

 

 

本事業の目的 ............................................................................................................................................................. 1 

第１章 事業全体の運営・管理（事務局） ......................................................................................................... 2 

１．コンソーシアムの運営・管理 ..................................................................................................................... 2 

２．中央幹事会の運営・管理 ............................................................................................................................. 7 

３．成果連動型民間委託（PFS）導入の検討 .................................................................................................. 8 

４．Sport in Life コンソーシアム加盟団体への意識調査の実施 ............................................................... 10 

第２章 コンソーシアム加盟団体の拡大及び連携促進並びに国民のスポーツの捉え方に関する意識改革

の取組 ....................................................................................................................................................................... 14 

１．好事例の周知・普及等による加盟拡大と連携促進の取組 .................................................................... 14 

２．ホームページや SNS 等を活用した情報発信 .......................................................................................... 20 

３．普及・広報用ツールの作成及び本プロジェクトの広報活動 ................................................................ 27 

第３章 スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証事業の実施及び効果検証 .................................... 29 

１．実証実験の案件組成 ................................................................................................................................... 29 

２．実証実験の採択、実施支援、進捗管理、効果検証 ................................................................................ 31 

第４章 ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業の実施及び効果検証 .................................... 45 

１．増加方策事業の案件組成 ........................................................................................................................... 45 

２．増加方策事業の採択、実施支援、進捗管理、効果検証 ........................................................................ 46 

第５章 本事業の成果と課題 ............................................................................................................................... 59 

 

（参考資料１－１）令和２年度「Sport in Life 推進プロジェクト（スポーツ実施を阻害する課題解決のた

めの実証実験）」公募要領 

（参考資料１－２）令和２年度「Sport in Life 推進プロジェクト（スポーツ実施を阻害する課題解決のた

めの実証実験）」審査基準 

（参考資料１－３）令和２年度「Sport in Life 推進プロジェクト（スポーツ実施を阻害する課題解決のた

めの実証実験）」企画提案書様式 

（参考資料２－１）令和２年度「Sport in Life 推進プロジェクト（ターゲット横断的なスポーツ実施者の

増加方策事業）」公募要領 

（参考資料２－２）令和２年度「Sport in Life 推進プロジェクト（ターゲット横断的なスポーツ実施者の

増加方策事業）」審査基準 

（参考資料２－３）令和２年度「Sport in Life 推進プロジェクト（ターゲット横断的なスポーツ実施者の

増加方策事業）」企画提案書様式 

 



 

 

 

 

 

 



 

1 

 

本事業の目的 

スポーツ実施率向上により、国民全体で「スポーツ」に親しみ、「スポーツ」に参画することの習慣づ

くりを広げていくことは、単に個々人がその恩恵に浴するのみならず、国民全体の健康寿命の延伸に寄

与するという社会的な便益をもたらすものとして、今日強く期待されている。 

スポーツ実施率向上により、国民全体で「スポーツ」に親しみ、「スポーツ」に参画することの習慣づ

くりを広げていくことは、単に個々人がその恩恵に浴するのみならず、国民全体の健康寿命の延伸に寄

与するという社会的な便益をもたらすものとして、今日強く期待されている。 

本事業ではスポーツ参画人口の拡大に向けて、より効果的・効率的な取組を行うため、地方自治体や

スポーツ団体、経済団体、企業等が連携・協働してコンソーシアムを形成し、Sport in Life 推進プロジェ

クトとして一体となって取り組み、このことにより、2020 年東京大会のレガシーとして、多様な形で国

民へ広くスポーツの機会を提供することを通じて、スポーツ実施者を増加させることを目指して実施し

た。 
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第１章 事業全体の運営・管理（事務局） 

１．コンソーシアムの運営・管理 

スポーツ実施者の増加に向けた推進力、相乗効果を創出するため、スポーツ振興に積極的に取り組む

関係団体で構成する「Sport in Life コンソーシアム」の事務局として、年間を通してコンソーシアムの加

盟申請受付・承認手続、問合せ対応等の業務を行うとともに、コンソーシアム加盟団体から提出される

活動報告書を取りまとめた。 

 

（１）コンソーシアムの加盟申請受付・承認手続、問合せ対応等の業務の実施 

スポーツ実施率の向上に向けた取組の宣言を行う法人等からの「Sport in Life コンソーシアム」への加

盟申請の受付、管理（問合せ対応含む）及び、承認に関する業務を実施した。 

具体的には、法人等によるコンソーシアムへの加盟申請を 2 週間に一度取りまとめて、中央幹事会に

報告を行い、申請内容について承認を受ければ、加盟承認の連絡を行うという運営方針を定め、業務を

実施した（事務局が加盟団体の申請内容をエクセル等で一覧化し、中央幹事会にメール送付し、内容を

確認していただくというプロセスで実施）。 

 

昨年度末の令和 2 年 4 月 1 日（中央幹事会の構成員を含め、162 団体が加盟）から、令和 3 年 3 月末ま

でに、944 団体の加盟申請の受付、承認を行った。 

 

令和 3 年 3 月末時点での加盟団体の内訳は下記の通り。（令和 2 年 4 月 1 日より前に加盟した団体も含

む）。 

なお、加盟団体の一覧は Sport in Life ウェブサイト（https://sportinlife.go.jp/participant.html）に掲載して

いる。 

 

図表 1 加盟団体の内訳 

コンソーシアム加盟団体総数 

1,106 団体（他、中央幹事会 15 団体） 

加盟団体の内訳： 

①地方公共団体関連団体 47 団体（他、中央幹事会 3 団体） 

②スポーツ関連団体  185 団体（他、中央幹事会 8 団体） 

③経済団体   4 団体（他、中央幹事会 1 団体） 

④学校・教育団体  31 団体 

⑤医療福祉団体  56 団体（他、中央幹事会 3 団体） 

⑥民間企業等   744 団体 

⑦その他   39 団体 

 

 

https://sportinlife.go.jp/participant.html
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また、申請受付窓口においては、申請方法や申請要件などに関する問合せ対応を実施した。問合せ内

容はエクセルで一覧化し、スポーツ庁との間で随時情報共有をはかった。 

 

図表 2 問合せ内容リスト（イメージ） 

# 問合せ者 問合せ内容 問合せ日 回答内容 回答日

1 A社

規約の中に「毎年度、スポーツ実施率向上に資する活動および報告」とありますが、コロナ禍の影響によ
り今年度の事業環境が厳しく、また様々なスポーツイベント等も中止または延期となっている状況から
年度内での活動が非常に困難な状況になっております。
その場合、　規約違反に相当するのか事前にご確認させてください。（極端な例として、年度内に一切の
活動をしなかった場合は規約違反として除名される等）

2020/4/28

報告できるような活動をしなかった場合、規約違反になることはございませ
ん。
本コンソーシアム活動は、可能な範囲で参加をお願いしているものですの
で、事情があって参加できない場合は問題ございません。

2020/4/30

2 B社

コンソーシアム加盟のメリットとしてホームページに下記①～⑤の内容が掲載されていますが、それぞれ
どのように利用させていただくことが可能でしょうか。
①国費（委託事業）の活用
②優良事例の表彰
③広報ツールの活用（ロゴマーク・バナー・ポスターのダウンロード等）
④中央幹事会による加盟団体間の事業連携マッチング、コンサルティング
⑤情報の発信・共有（メーリングリストや掲示板等の活用）

2020/4/28

①は、多くの加盟団体に応募して頂くために公募事業を予定しておりま
す。
②〜⑤は準備中でございます。
いずれも詳細は今後別途コンソ―シアム加盟団体の皆様にご案内いたし
ます。

2020/4/30

3 C社
Sports in Lifeコンソーシアムロゴと併せてスポーツ庁のロゴは使用NGでしょうか？
　（Sports in Lifeコンソーシアムロゴの下にスポーツ庁という文字とスポーツ庁ロゴを併せて使用）

2020/5/9

申し訳ございませんが、スポーツ庁のロゴはご使用できません。
補足ですが、もし貴団体のＨＰからスポーツ庁ＨＰへリンクするということで
あれば、
ロゴマークからリンクすることは使用規約を遵守すれば、可能でございま
す。
使用規約は下記をご参照ください。
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/about_link.htm

2020/5/9

 

 

 

（２）活動報告書の取りまとめ 

１）活動報告書の取りまとめの概要 

令和 3 年 1 月末に、コンソーシアム加盟団体に活動報告書の提出を求め、活動報告書の受領、記載内

容の整理等を行った。 

提出された活動報告書はエクセルで一覧化し記載内容の整理等を行った。 

活動報告書の提出リストの作成イメージは下図表の通り。 

 

図表 3 問合せ内容リスト（イメージ） 

事業参加人数

【a】

調査表回収数

【b】

事業参加する前

の運動・スポーツ

の実施状況が週

に1回未満であ

る人数【c】

事業参加後、週

に1回以上の頻

度で運動・ス

ポーツの習慣を

身に着けた人数

【d】

事業参加後、週

に1回以上の頻

度で運動・ス

ポーツ習慣を身

に着けたい意向

を示した人数

【e】

週に1回以上の

頻度で運動・ス

ポーツの習慣を

身に着けた人数

【ｆ】＝【d】×

【a】/【b】

週に1回以上の

頻度で運動・ス

ポーツの習慣を

身に着けたい意

向を示した人数

【g】＝【e】×

【a】/【b】

1 A社

従業員のスポーツ実施

促進

従業員におけるスポー

ツ実施者の獲得

コロナ禍で在宅・テレワークが進む中、

従業員の健康促進のため、社内でゴ

ルフを中心とした部活動を設立。「コロ

ナ疲れ」を解消するために週１回以上

の参加を目標とした。

従業員の週一回以上の参加率は

75%以上を達成。スポーツを通して従

業員同士の新たなコミュニケーションの

場が生まれた。

4 4 4 3 4 3 4

2 B社

フットサル大会 従業員におけるスポー

ツ実施者の獲得

従業員が行うスポーツ活動の支援や促

進に向け、月に一度フットサル大会を

実施した。

イベント参加人数：10人 10 5 5 2 3 4 6

3 C社

新しい生活様式におけ

るケガをしない為の運

動不足解消のストレッ

チ

従業員におけるスポー

ツ実施者の獲得

アクティブ体操パート１毎日実施。コロ

ナ禍の中なので、実施前に体温をはか

り、マスクを全員着装し、均等なスペー

スをあけてもらって実施しています。

プログラムに参加した従業員数　64人 64 64 55 9 3 9 3

4 D社

スタンディングワーク導

入

健康・福祉の一環とし

た継続的なスポーツ実

施者の獲得

筋力アップ、姿勢悪化防止を目的とし

て、事務スペースをスタンディングワーク

を実施した

運動習慣比率50％ 180 0 0 0 0 0 0

5 E社

従業員のストレッチ奨

励　・　ウォーキングイベ

ント

従業員におけるスポー

ツ実施者の獲得

健康保険組合とコラボした、ウォーキン

グイベントは、2020年10月20日より1

か月間実施。

参加者243名 243

活動の実施結果

新たなスポーツ実施者獲得への寄与

# 団体名 活動の名称
活動類型

※プルダウン
活動の実施内容

 

 

イメージ 

イメージ 



 

4 

 

２）活動報告書の提出状況 

令和 3 年 1 月末時点の Sport in Life コンソーシアム加盟団体 1,067 団体（他、中央幹事会 15 団体）中、

492 団体（回答率 約 46%）から活動報告書が提出された（ただし、その内 44 団体が、コロナ等の理由

で活動が実施できなかったと報告済み）。 

活動報告書の提出実施状況は下図表の通り。 

 

図表 4 活動報告書の提出状況 

 成人 子供 

報告書提出団体数 465 団体 90 団体 

 うち、事業参加人数を報告してる団体数 415 団体 80 団体 

うち、スポーツ習慣を身に着けた人数、身につけたい意向を

示した人数まで報告している団体数 
184 団体 26 団体 

 

 

３）加盟団体の活動類型 

活動報告書で報告された活動類型別の集計結果は下図表の通り。 

報告された活動の中では、自社の「従業員におけるスポーツ実施者の獲得」に関する取組が多数を占

めていた。次いで、「スポーツ関連イベント（教室など）を通じたスポーツ実施者の獲得」、「スポーツ関

連サービス（アプリなど）、スポーツ用具を活用したスポーツ実施者獲得」、「健康・福祉の一環とした継

続的なスポーツ実施者の獲得」などが多数を占めていた。 

 

図表 5 活動類型別の集計結果 

活動類型 成人 子供 

スポーツ関連団体・クラブにおけるスポーツ実施者獲得 30 件 12 件 

スポーツ関連サービス（アプリなど）、スポーツ用具を活用したスポーツ実施者獲得 84 件 1 件 

スポーツ関連イベント（教室など）を通じたスポーツ実施者の獲得 119 件 42 件 

スポーツ指導者の育成を通じたスポーツ実施者の獲得 24 件 2 件 

スポーツ関連のメディア媒体を活用したスポーツ実施者の獲得 38 件 2 件 

従業員におけるスポーツ実施者の獲得 320 件 1 件 

エリア単位でのスポーツ実施者の獲得 21 件 1 件 

健康・福祉の一環とした継続的なスポーツ実施者の獲得 66 件 3 件 

子供向けの運動・スポーツ時間の拡大 1 件 50 件 

その他 97 件 9 件 

計 800 件 123 件 

（注）一つの団体が 2 つ以上の類型の活動を実施していた場合、別々にカウントしている。 

 



 

5 

 

４）加盟団体による活動成果 

加盟団体の実施した事業に参加した人数は成人が約 74 万人で、子供は 43,000 人となった。 

成人の事業参加者のうち、「事業参加後、週に 1 回以上の頻度で運動・スポーツの習慣を身に着けた人

数」は約 17,000 人、子供の事業参加者のうち、「事業参加後（学校、幼稚園の体育の授業以外で）運動・

スポーツ実施時間が 1 日に平均して 30 分以上と増えた人数」は約 500 名となった。 

活動報告を提出している団体が全加盟団体の半数弱であり、また調査票の回収数が事業参加人数の 5

～10%であるため、加盟団体による活動の結果として、数十万人のスポーツ実施者数（週に 1 回以上の頻

度で運動・スポーツの習慣を身に着けている人数）の増加に結び付いている可能性もある。 

 

加盟団体から報告された活動の成果は下図表の通り。 

 

図表 6 加盟団体による活動成果（成人） 

事業参加人数 調査票回収数 事業参加する

前の運動・スポ

ーツの実施状

況が週に 1 回未

満である人数 

事業参加後、週

に 1 回以上の頻

度で運動・スポ

ーツの習慣を

身に着けた人

数 

事業参加後、週

に 1 回以上の頻

度で運動・スポ

ーツ習慣を身に

着けたい意向を

示した人数 

週に 1 回以上の

頻度で運動・スポ

ーツの習慣を身

に着けた人数 

週に 1 回以上の

頻度で運動・スポ

ーツの習慣を身

に着けたい意向

を示した人数 

a b c d e f＝d×a/b g＝e×a/b 

743,505 人 40,480 人 17,203 人 17,148 人 8,553 人 31,644 人 20,005 人 

 

図表 7 加盟団体による活動成果（子供） 

事業参加

人数 

調査票回

収数 

事業参加

後、運動や

スポーツを

することを

好きになっ

た人数 

事業参加する前の

（学校、幼稚園の

体育の授業以外

で）運動・スポー

ツ実施時間が 1 日

に平均して 30 分

未満である人数 

事業参加後（学校、

幼稚園の体育の授

業以外で）運動・

スポーツ実施時間

が 1 日に平均して

30 分以上と増えた

人数 

事業参加後（学

校、幼稚園の体

育の授業以外

で）運動・スポ

ーツ実施時間を

増やしたい意向

を示した人数 

運動・スポー

ツ実施時間が

1 日に平均し

て 30分以上と

増えた人数 

運動・スポー

ツ実施時間を

増やしたい意

向を示した人

数 

a b c d e f g＝e×a/b h＝f×a/b 

42,844 人 4,844 人 4,256 人 971 人 423 人 2,202 人 2,505 人 5,896 人 

（注 1）複数の活動を実施している団体については、複数活動に参加している人数の重複を省くために、

最も事業参加人数が多かった活動についてのみ集計している。 

（注 2）冊子やチラシなどの配布部数や、ウェブサイトのユニークユーザー数など、スポーツに関する事

業に参加したとは判断できない人数については集計から除外している。 

（注 3）同様の趣旨を各団体の独自の調査票で調査しているものも集計に加えている。 

（注 4）加盟団体の報告の中には、活動報告書の所定の定義に則らない記載もあったため、「事業参加す

る前の運動・スポーツの実施状況が週に 1 回未満である人数」と「事業参加後、週に 1 回以上の頻度で
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運動・スポーツの習慣を身に着けた人数」ほぼ同数となっている。 

（注 5）事業参加人数のみを回答している団体などが多数存在するため、f（＝d×a/b）や g（＝e×a/b）、

h（＝f×a/b）の値が、表中の数値の計算結果とは一致していない。 

 

 

なお、本年度は、Sport in Life コンソーシアムによる活動の実質的な初年度であったこともあり、加盟

団体の中には活動報告書の提出について十分な理解していなかった団体も多かったと思料する（規約や

ウェブサイト上に記載があったものの、十分に理解せずにコンソーシアムへの加盟申請を行った団体が

多かったと思われる。）。活動成果の把握精度を高めるためには、活動報告書提出の必要性の周知を進め

ることや、公募事業や表彰など加盟団体のメリットを活用する際には活動報告の提出を義務付けるなど、

活動報告書の提出に関する加盟団体の理解を高めることが必要であると思われる。 

また、「週に 1 回以上の頻度で運動・スポーツの習慣を身に着けた人数」を正確に把握するためには、

所定の調査票に則った調査を義務付けるなど、スポーツ庁の定義に則った調査を実施してもらうことが

必要であると思われる。 

一方で、調査票の提出を義務付けると、コンソーシアム加盟のハードルが上がることになるため、コ

ンソーシアム加盟団体の拡大と活動成果の正確な把握はトレードオフになる点については注意が必要で

あると思料する。 
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２．中央幹事会の運営・管理 

加盟団体等の中から主要団体で構成され、本プロジェクトの企画・運営に係る助言・指導及び事業評

価等を担う機関として貴庁により設置された「中央幹事会」の事務局として、構成員との連絡調整及び

会議等の運営を行った。 

Sport in Life 推進プロジェクト、及び Sport in Life コンソーシアムの運営・管理方針等について意見聴

取を行い事業の運営に反映させるとともに、実証実験事業、増加方策事業の公募、採択、進捗管理、効

果検証等について意見を聴取しながら事業運営を行った。 

中央幹事会の運営・管理の実施概要は下図表の通り。なお、コンソーシアムの加盟申請の承認につい

ては、2 週間に 1 回程度の割合で実施する必要があったため、下記とは別途メールでご審議いただいた。 

 

図表 8 中央幹事会の主な運営・管理内容 

開催概要 議事 

公募に関するメール審議 

（新型コロナウイルス感染拡大の影響を

鑑みメールで審議を依頼） 

○実証実験事業、増加方策事業の公募要領、審査基準、審査方法

について 

「Sport in Life プロジェクト」中央幹事会

（審査会議） 

令和 2 年 8 月 7 日 14：00～17：00 

文部科学省 13 階 1～3 会議室 

○令和２年度 Sport in Life プロジェクトについて  

○スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証実験について 

（応募者の提案内容に関する議論、採択者の選定） 

○ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業について 

（応募者の提案内容に関する議論、採択者の選定） 

○SIL コンソーシアムの今後の活動方針等について 

「Sport in Life プロジェクト」第二回中央

幹事会 

令和 2 年 12 月 14 日 14：00～16：00 

文部科学省 13 階 1、2 会議室 

○スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証実験について 

（中間報告、及び中間報告に関する質疑、コメント） 

○ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業について 

（中間報告、及び中間報告に関する質疑、コメント） 

○SIL コンソーシアムの今後の活動方針等について 

○「Sport in Life プロジェクト」の今後の進め方について 

「スポーツ実施を阻害する課題解決のた

めの実証実験」、「ターゲット横断的なスポ

ーツ実施者の増加方策事業」最終報告会 

令和 3 年 2 月 12 日 10：00～15：30 

Zoom ウェビナー 

○採択団体からの報告 

○中央幹事会からの質疑・コメント 

Sport in Life コンソーシアム総会 

令和 3 年 3 月 12 日 14：00～16：30 

Zoom ウェビナー、youtube 同時配信 

※詳細は後述 

○スポーツ庁の取組説明 

○中央幹事会の紹介 

○トークセッション「Sport in Life 〜スポーツを通じた健康で

活力ある社会へ〜」 

○Sport in Life コンソーシアム加盟団体取組事例の紹介 
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３．成果連動型民間委託（PFS）導入の検討 

成果連動型民間委託（PFS）導入に向けて、スポーツの実施を通して健康増進を図ることを目的とした

既往の PFS/SIB 事例のうち、好事例の調査、取りまとめを行い、Sport in Life 推進プロジェクトの HP へ

の掲載を行った。 

Sport in Life コンソーシアム加盟団体の中で、PFS を活用した事業を実施し、一定の取組効果を上げて

いる「美馬市版 SIB コンディショニングプログラム」事例と RIZAP 等が実施した「健康寿命延伸のため

の成果報酬型健康増進プログラム」事例を取りまとめた。 

両事例の取りまとめは下図表の通り。 

なお、両事例は Sport in Life プロジェクトのウェブサイト（https://sportinlife.go.jp/case/）にも掲載して

いる。 

 

図表 9 「美馬市版 SIB ヴォルティスコンディショニングプログラム」事例 

活動類型⑩その他

事例

美馬市版SIBヴォルティスコンディショニングプログラム

（徳島県美馬市、徳島ヴォルティス、大塚製薬、R-body project、タニタヘルスリンク）

取組背景

美馬市では、「美と健康」のまちづくりを推進。また、医療費・介護費用の適正化が課題となっている。また、徳島ヴォルティスは、地域に根付くスポーツチームとして、
従来から実施する運動習慣定着の活動を、地域に成果が創出される規模で実施したいと考えており、そのためのビジネスモデルを模索していた。
美馬市と徳島ヴォルティスは連携して医療・介護給付費適正化を実現するために、経済産業省平成30年度健康寿命延伸産業創出推進事業の支援を受け、

PFS/SIB（※1）を用いた事業を実施するに至った。

事業スキーム

運動機能を改善して運動習慣の定着を図り、将来的な医療費・介護給付費の適正化を目指す。

取組効果

• 初年度第１クールのプログラム実施に対する評価の結果、運動習慣の改善度については、プログラム参加前は30分以上の運動を週０～１回しか行ってい
なかった対象者54人のうち、27人がプログラム参加後は30分以上の運動を週２回以上実施するようになった。また、65歳以上の対象者のうち基本チェック
リストに３項目該当していた３人全員は、プログラム参加後該当する項目がなくなった。

（※1）PFSとは、国または地方公共団体が、民間事業者に委託等して実施させる事業のうち、その事業により解決を目指す行政課題に対応した成果指標が設定され、地方公共団体等が当該行政課題の解決のためにその事業
を民間事業者に委託等した際に支払う額等が、当該成果指標の改善状況に連動するもの。SIBとは、PFSのうち、事業に係る資金調達を金融機関等の資金提供者から行い、その返済等を成果に連動した地方公共団体か
らの支払額等に応じて行うもの。詳細は内閣府成果連動型民間委託契約方式ポータルサイト（https://www8.cao.go.jp/pfs/index.html）ご参照のこと。
（※2）厚生労働省「介護予防マニュアル改訂版」に示された基本チェックリスト

目指す成果

対象者
姿勢の悪さや慢性的な痛みを感じる20歳以上の市民約1,800人（治療が必要もしく
は治療中の人、要介護（要支援）認定者を除く。）

事業期間 平成31年～令和6年3月（5年間）

成果指標

• 運動習慣の改善度：運動習慣のない人の6割が運動習慣を有する（アンケートに
て把握）

• 基本チェックリスト（※2）の改善度（65歳以上のみ対象）：運動器機能に係る5
項目中3項目以上に該当した人の7割が2項目位以下の該当に改善する

サービス
内容

• 徳島ヴォルティスのコーチがプログラムを実施。初めに、参加者の健康状態等に関する
事前アンケート、姿勢の撮影や身体機能をチェック。次に、集合トレーニング（ヨガマッ
トを活用した軽微な運動を週１回）、ボディメンテゼリー摂取（週２回）、ICTデバ
イスによる活動量データレコード（週１回チェック）等から構成されるメニューを合計
９回提供。最後に、姿勢の撮影や身体機能を再度チェックする。その後約３週間後
に、事後アンケートを実施。

• プログラム参加者は１クール100人とし、クールごとに８週間のプログラムを提供。プロ
グラムは年間４クール（初年度及び最終年度は３クール）実施。

※令和2年2月末時点

 

 

https://sportinlife.go.jp/case/
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図表 10 「健康寿命延伸のための成果報酬型健康増進プログラム」事例 

活動類型⑩その他

事例

健康寿命延伸のための成果報酬型健康増進プログラム

（RIZAP、長野県伊那市、長野県下諏訪町、福島県南相馬市、福島県田村市、福島県
只見町、北海道上ノ国町、福井県南越前町、千葉県長柄町、神奈川県平塚市）

取組背景

多くの地方公共団体で健康寿命延伸を目的とした健康講座や体操教室等が開催されているが、参加者の固定化、参加の成果が把握できず継続しないといっ
た現状があり、無関心層の喚起や取組の継続が課題となっている。これに対して、RIZAPは「結果にコミットする」という理念に基づき、①知名度を生かし、また、
名称も工夫した独自のプログラム（メタボ予防⇒ボディメイク、介護予防⇒若返り）による無関心層の取り込み、②ノウハウを用いて参加者を主体的に関与させ
ることによる継続的な参加、③体力年齢の低下等の成果へのコミット、といった特徴を持つプログラムを地方公共団体に提供している。これまでに全国で約20の
地方公共団体でプログラムを導入しており、そのうち地方公共団体のニーズに応じて9の市町でPFS（※）を活用している（令和2年2月時点）。

事業スキーム

勤労世代、高齢者を中心とした住民の健康増進と、それによる医療費適正化を目指す。

取組効果

• 伊那市の介護予防プログラムでは、参加者の約９割が10歳以上の体力年齢低下を達成した。加えて医療費削減額も創出された。
（ただし、医療費削減額の1/2が、「10歳以上の体力年齢低下」に基づいて支払われる成果連動型対価額を上回る場合に、その差額が支払われる仕組みとし、差額は発生しな
かったことから、医療費削減額に基づく成果連動型対価は発生しなかった。）

（※）PFSとは、国または地方公共団体が、民間事業者に委託等して実施させる事業のうち、その事業により解決を目指す行政課題に対応した成果指標が設定され、地方公共団体等が当該行政課題の解決のためにその事業を
民間事業者に委託等した際に支払う額等が、当該成果指標の改善状況に連動するもの。SIBとは、PFSのうち、事業に係る資金調達を金融機関等の資金提供者から行い、その返済等を成果に連動した地方公共団体から
の支払額等に応じて行うもの。詳細は内閣府成果連動型民間委託契約方式ポータルサイト（https://www8.cao.go.jp/pfs/index.html）ご参照のこと。

目指す成果

対象者
メタボ予防プログラム：40～50代の住民
介護予防プログラム：60～75歳の住民

事業期間 各プログラム３カ月

成果指標
メタボ予防プログラム：５％以上の体重減少を達成した人数
介護予防プログラム：10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数、医療費削減額

サービス
内容

• プログラム参加前後に対象者の体力測定を行い、株式会社THFとRIZAPが開発し
たRIZAP体力年齢推定式を用いて、体力年齢を算出する。

• 各地方公共団体の運動施設にて、器具を用いないで一人で実施可能なトレーニン
グ（ストレッチ、足踏み運動、筋肉トレーニング等）を実施する（3カ月で全8回）。

• 参加者に対して栄養バランスの良い食事に関する説明を行い、参加者による3カ月
間の食事内容の記録に対して、RIZAPトレーナーが週1回フィードバックを行う。

※メタボ予防プログラム及び介護予防プログラムの内容は同一（対象者が異なる）

（出所）RIZAPホームページ

 

 



 

10 

 

４．Sport in Lifeコンソーシアム加盟団体への意識調査の実施 

（１）調査の概要 

Sport in Life コンソーシアム加盟団体を対象として、コンソーシアムへの加盟理由や期待することなど

に関する簡易なアンケート調査を実施した。 

調査の概要は下図表のとおり。 

 

図表 11 調査の概要 

調査の内容 ・Sport in Life コンソーシアムに加盟した理由 

・Sport in Life プロジェクト、Sport in Life コンソーシアムを知ったきっかけ 

・今後 Sport in Life コンソーシアムに期待すること 

・具体的な期待・要望 

調査の設計 調査対象 Sport in Life コンソーシアム加盟団体 

    （令和 2 年 12 月 15 日時点で加盟していた全団体） 

調査方法 Sport in Life コンソーシアム加盟団体宛の ML で、調査票を配信・回収 

調査期間 令和 2 年 12 月 15 日（火）～12 月 24 日（木） 

回収結果 回収数 220 団体（前 897 団体中） 

回収率 約 25% 
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（２）調査の結果 

１）Sport in Life コンソーシアムに加盟した理由 

Sport in Life コンソーシアムに加盟した理由としては、「①「Sport in Life」プロジェクトの趣旨に共感

したから。」が最も多く、次いで③「Sport in Life」コンソーシアムに加盟していることがイメージアップ

など企業、団体にとってメリットがあると考えたから。」、「⑤スポーツエールカンパニーの認定を受けた

いと考えたから。」の順となっている。 

 

図表 12  Sport in Life コンソーシアムに加盟した理由（N=210） ※有効回答のみ集計 

 

「Q-1 Sport in Life コンソーシアムに加盟した理由を教えてください。主な理由を３つ選んで〇をつけ

て下さい。」 
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２）Sport in Life プロジェクト、Sport in Life コンソーシアムを知ったきっかけ 

Sport in Life プロジェクト、Sport in Life コンソーシアムを知ったきっかけとしては、「⑤スポーツ庁か

らの通知文書、メール」、「①スポーツ庁ホームページ／Sport in Life ホームページ」の順で多数を占めて

いる。 

 

図表 13  Sport in Life コンソーシアムを知ったきっかけ（N=217） ※有効回答のみ集計 

 

「Q-2 Sport in Life プロジェクト、Sport in Life コンソーシアムを知ったきっかけを教えてください１つ

選んで〇をつけてください。」 
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３）今後 Sport in Life コンソーシアムに期待すること 

今後 Sport in Life コンソーシアムに期待することとしては、「③他の加盟団体と課題やノウハウを共有

できるようなリアルな場があること。」が最も多く、次いで「④他の加盟団体に、事業・取組への連携協

力を呼び掛ける仕組みがあること。」、「①優良事例として表彰されるなど、自団体の取組を PR すること。」、

「②「Sport in Life」のシンボルマーク（ロゴ）以外の広報ツールを利用すること。」の順となっている。 

 

図表 14  今後 Sport in Life コンソーシアムに期待すること（N=218） ※有効回答のみ集計 

 

「Q-3 今後 Sport in Life コンソーシアムに期待することは何ですか。主なものを３つ選んで〇をつけて

下さい。」 

 

 

４）具体的な期待・要望 

今後 Sport in Life コンソーシアムに期待することに関する具体的な期待・要望としては、「広報・情報

発信の充実」、「表彰・認定」、「加盟団体間の交流・意見交換」、「優良事例・参考事例の紹介」などに関

する意見が多く寄せられた。 
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第２章 コンソーシアム加盟団体の拡大及び連携促進並びに国民のスポーツの捉え方に関

する意識改革の取組 

１．好事例の周知・普及等による加盟拡大と連携促進の取組 

（１）HPによる参考事例の周知・普及 

Sport in Life コンソーシアム加盟団体の活動の中で、他団体の参考になるような取組事例について、取

りまとめの上、Sport in Life 推進プロジェクトの HP に掲載した。なお、加盟団体の活動拡大につなげる

ために、活動報告書に示された活動類型などを参考にして類型化し、掲載した。 

 

 

１）フォーマットの作成 

スポーツ庁と協議の上、参考事例作成のためのフォーマットを作成した。 

取組概要や実施制定、運営状況、取組の狙いとポイント、取組効果、今後の展開、取組方針について

記載していただくこととし、特に他団体の参考にしていただくため、運営に必要なリソースや具体的な

取組効果については、可能な限り定量的に記載していただくこととした。 

 

図表 15 参考事例フォーマット 

活動類型

事例
タイトル（実施団体）

取組概要

取組の狙いとポイント

（取組効果（スポーツ実施者の増加効果等）について、できるだけ定量的に記載。）

スポーツ実施の
現状

実施体制、運営状況等

（実施体制、運営方法等について記載）

取組のポイント①

（運営に必要なリソースについて記載）
運営費用：
運営資源：
実施期間：

取組効果

今後の展開、取組方針

（今後の展開、取組方針について記載）

取組のポイント②

（取組の工夫やポイントについて記載）

（取組の工夫やポイントについて記載）

（取組の概要を記載）

（取組のターゲットのスポーツ実施の現状について記載）

（取組の狙いについて記載）
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２）参考事例の作成 

上記のフォーマットに則って、実施団体にご協力いただきながら 17 の参考事例の作成を行った。 

作成した事例の参考事例の一覧は下図表の通り。なお、作成した全事例は Sport in Life プロジェクトの

ウェブサイト（https://sportinlife.go.jp/case/）に掲載している。 

 

図表 16 参考事例一覧 

# 類型 タイトル 実施団体 

1 スポーツ関連団体・クラブに

おけるスポーツ実施者獲得 

スポーツ実施者獲得〜 学校部活動や

地域スポーツ団体との連携を通じた

会員の拡大〜 

公益財団法人滝沢市体育協会チ

ャグチャグスポーツクラブ 

2 スポーツ関連団体・クラブに

おけるスポーツ実施者獲得 

〜小さな島でもでっかいスポーツ環

境〜 

特定非営利活動法人 沖永良部

スポーツクラブ ELOVE 

3 スポーツ関連サービス(アプ

リなど)、スポーツ用具を活用

したスポーツ実施者獲得 

ゆるスポーツを活用した取組～新し

いスポーツを開発することによる運

動実施率向上、リブランディング、地

方創生、町興し～ 

一般社団法人世界ゆるスポーツ

協会 

4 スポーツ関連サービス(アプ

リなど)、スポーツ用具を活用

したスポーツ実施者獲得 

e スポーツを利用した、自転車スポー

ツの普及・需要拡大 

株式会社 METRA 

5 スポーツ関連イベント(教室

など)を通じたスポーツ実施

者の獲得 

神宮スタジアムナイトヨガ～「健康経

営とエリアマネジメント」の両面にお

ける課題解決のための取組～ 

ACTIVE ICON コミッション 

6 スポーツ関連のメディア媒体

を活用したスポーツ実施者の

獲得 

SNSやYoutube動画配信ツールを利用

した競技の普及活動 

公益社団法人日本トライアスロ

ン連合（JTU） 

7 スポーツ関連のメディア媒体

を活用したスポーツ実施者の

獲得 

フリーペーパーLET'S～フリーペーパ

ー発行による子ども達から大人まで

のスポーツインライフの推進～ 

株式会社三重スポーツコミュニ

ケーションズ 

8 従業員におけるスポーツ実施

者の獲得 

従業員のスポーツ実施促進～「社内健

康増進活動」の推進と社内文化として

の定着～ 

ブリヂストンスポーツ株式会社 

9 エリア単位でのスポーツ実施

者の獲得 

チーム制によるウォーキングプログ

ラムの実施～スポーツに興味・関心が

ない層に対するスポーツ実施の習慣

化に向けた取組み～ 

愛知県大府市 

10 エリア単位でのスポーツ実施

者の獲得 

スマートウエルネスみしま～「スマー

トウエルネスシティ構想」による“健

幸”都市づくりの推進～ 

静岡県三島市 

https://sportinlife.go.jp/case/
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# 類型 タイトル 実施団体 

11 健康・福祉の一環とした継続

的なスポーツ実施者の獲得 

地域のスポーツクラブによる健康増

進～高齢者のスポーツプログラムへ

の参加を促し、地域を元気に～ 

NPO 法人 A-life なんかん、南関

町 

12 子供向けの運動・スポーツ時

間の拡大 

渋谷どこでも運動場プロジェクト～

どこでも、誰でも、身近な場所で身体

を動かしながら交流できるまちづく

り～ 

一般社団法人 TOKYO PLAY 

13 子供向けの運動・スポーツ時

間の拡大 

子供の運動遊び～室内でもできる運

動遊びの提供～ 

一般社団法人鬼ごっこ協会、一

般社団法人ダンス教育振興連盟

JDAC、リーフラス株式会社、ミ

ズノ株式会社、株式会社バンダ

イ、株式会社ルネサンス 

14 その他の取組 「ささえる」スポーツをテーマとした

スポーツ×キャリア教育の遠隔授業

実践 

一般社団法人プロフェッショナ

ルをすべての学校に 

15 その他の取組 イベントや情報発信を通じたアウト

ドアスポーツファン層の拡大 

株式会社スペースキー 

16 その他の取組 美馬市版 SIB ヴォルティスコンディ

ショニングプログラム 

（PFS 事例再掲） 

徳島県美馬市、徳島ヴォルティ

スなど 

17 その他の取組 健康寿命延伸のための成果報酬型健

康増進プログラム 

（PFS 事例再掲） 

RIZAP など 
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（２）スポーツエールカンパニー2021の申請受付、認定支援 

１）申請受付業務の実施 

「スポーツエールカンパニー認定制度実施要項」に基づき、令和 2 年 9 月 24 日から令和 2 年 11 月 30

日まで、スポーツエールカンパニーの申請受付窓口を設置し、申請書類の受付、提出書類の調査及び問

合せ対応等を実施した。 

問合せ内容はエクセルで一覧化し、スポーツ庁との間で随時情報共有をはかった。 

 

図表 17 問合せ内容リスト（イメージ） 

# 問合せ者（ご所属） 問合せ内容 問合せ日 回答内容 回答日

1 A社

　さて、本年スポーツエールカンパニーに応募したいと存じますが、
　コンソーシアム加盟が必須とのことを受け、加盟に関して、費用の発生や
　特別な社会活動が必要か否をご教示いただけますれば幸甚です。
　もちろん、弊社におけるスポーツ向上の取り組みは継続してまいります。

2020/09/28
(月) 10:21

Sport in Lifeコンソーシアムへの加盟に当たって、費用の発生や特別な社会活動の必要はありませんが、
規約を遵守していただくとともに、活動報告書の提出等をお願いさせていただいております。

詳細は下記をご参照ください。

Sport in Lifeコンソーシアムについて
https://sportinlife.go.jp/consortium.html

Sport in Life コンソーシアムへの加盟の仕方
https://sportinlife.go.jp/#a01

2020/09/28
(月) 18:26

2 B社

標記の件申請を考えていますが。
本クラブは、専任の従業員はいません。
事務局をはじめすべてのスタッフはクラブ会員として
行事に関わっています。子どもを指導する中で一緒に身体を動かすことも
健康増進のためのスポーツ活動となるのでしょうか。
申請が可能でしょうか？

2020/10/05
(月) 10:25

・クラブ会員である事務局スタッフは「従業員」とみなせるのか。
クラブとクラブ会員の関係は通常の企業・団体と従業員の関係と同等とみなせますでしょうか。
例えば、クラブが個人事業主であるクラブ会員と委託契約を結んで、業務を実施してもらっているようなケースで
は、
従業員とはみなしづらいのではないかと思料します。

・子どもを指導する中で一緒に身体を動かすことも認定対象となるのでか。
下記のウェブサイトに掲載されているFAQをご参照ください。
Q8、Q9が該当するかと思いますが、貴団体の業務の一環としての活動のみでは認定対象にはならないと思われ
ます。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/boshu/detail/1419327_00001.htm

2020/10/05
(月) 19:55

 

 

 

２）スポーツエールカンパニー認定証の発行の実施 

スポーツエールカンパニー認定委員会で認定を受けた 623 社に対して、認定の通知、認定証の発行な

どの業務を実施した。 

スポーツエールカンパニー認定証は下図表のものを発行した。 

 

イメージ 
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図表 18 令和 2 年度スポーツエールカンパニー認定証 
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（３）Sport in Lifeコンソーシアム総会の運営 

Sport in Life 推進プロジェクトの活動内容の紹介、中央幹事会のご紹介、コンソーシアム加盟団体の好

事例の紹介などを目的とした Sport in Life コンソーシアム総会の企画、運営を実施した。 

Sport in Life コンソーシアム総会の実施概要は下図表の通り。 

 

図表 19  Sport in Life コンソーシアム総会の実施概要 

項目 概要 

タイトル 令和 2 年度 Sport in Life コンソーシアム総会 

開催方法 Zoom ウェビナー、及び Youtube での同時配信 

開催日時 令和 3 年 3 月 12 日（金） 14:00～16:30 

プログラム 

○開会挨拶・スポーツ庁の取組説明 

スポーツ庁長官 室伏広治氏 

○中央幹事会の紹介 

 中央幹事会 

○トークセッション「Sport in Life 〜スポーツを通じた健康で活力ある社会へ〜」 

スポーツ庁長官 室伏広治氏 

オリパラ組織委員会アスリート委員 田口亜希氏 

立教大学教授 松尾哲矢氏 

○Sport in Life コンソーシアム加盟団体取組事例の紹介 

 公益財団法人明治安田厚生事業団 

徳島県美馬市 

一般社団法人TOKYO PLAY  

一般社団法人運動会協会 

○閉会挨拶 

スポーツ庁健康スポーツ課長 小沼宏治氏 
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２．ホームページや SNS等を活用した情報発信 

令和元年度に開設した Sport in Life ホームページをベースとして運用を行うとともに、コンテンツの拡

充、及び本プロジェクトに関する情報のタイムリーな発信を目的にホームページの改修を行った。 

ホームページの構成は下図表のとおり。 

また、今年度事業で追加したものページの概要は次ページ以降に掲載している。 

 

図表 20 「Sport in Life」ホームページの構成 

項目 概要 

既存のもの 

トップページ（活動趣旨、入

会方法） 

「Sport in Life」プロジェクトの趣旨の説明、及び「Sport in Life コン

ソーシアム」への加盟方法の説明等を掲載。 

スポーツ庁長官メッセージ 長官のメッセージを掲載。 

Sport in Life コンソーシアム Sport in Life コンソーシアムの趣旨、中央幹事会についての説明など

を掲載。 

参画団体一覧 「Sport in Life」のロゴマーク等の付与を受けた賛同団体、及びコンソ

ーシアム加盟団体の一覧を掲載。希望に応じて各団体の取組概要も掲

載。 

今年度事業で追加したもの 

お知らせ Sport in Life 推進プロジェクトに関するお知らせ、スポーツ庁からの

お知らせ、及び加盟団体からのお知らせをタイムリーに掲載。 

（掲載依頼の状況に応じて週に 2 回程度の頻度で更新） 

参考事例 活動報告書に示された活動類型ごとに取組事例を掲載。 

（掲載した参考事例は前述の通り。） 

広報ツールダウンロード ポスター、のぼり、動画などの広報ツールを掲載。 

（掲載内容の詳細は後述の通り。） 

関連コンテンツ スポーツエールカンパニー、FUN+WALK PROJECT、女性スポーツ促

進キャンペーンなどの過去の事業コンテンツを掲載。 

公募 「スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証事業」、及び「ター

ゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業」の公募内容、採択団

体一覧、中間報告、最終報告などの取組成果を掲載。 
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図表 21 お知らせのイメージ 
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図表 22 参考事例のイメージ 
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図表 23 広報ツールダウンロード（入口）のイメージ 
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図表 24 関連コンテンツのイメージ 
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図表 25 公募（実証実験）のイメージ 
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図表 26 公募（増加方策事業）のイメージ 
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３．普及・広報用ツールの作成及び本プロジェクトの広報活動 

本プロジェクトを広く周知し、関係団体のコンソーシアム加盟を促進するため、国民に向けた Sport in 

Life の機運醸成を図るポスター・パンフレット等の広報ツールを HP に掲載し、コンソーシアム加盟団体

の広報活動等を促した。 

Sport in Life 加盟団体が自由に利用できる広報ツールのダウンロードページを作成した（閲覧、ダウン

ロードには加盟団体に伝達されているパスワードが必要）。 

掲載した広報ツールは下図表の通り。 

 

図表 27 広報ツール一覧 

○ポスター 

プロモーションにお使いいただけるポスターのデータをダウンロード可。 

○のぼり 

 プロモーションにお使いいただけるのぼりのデータをダウンロード可。 

○動画（9 種） 

プロモーションにお使いいただけるビデオの閲覧、ダウンロード可。 

○画像（6 種） 

プロモーションにお使いいただける画像のデータをダウンロード可。 
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図表 28 広報ツールダウンロードのイメージ 
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第３章 スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証事業の実施及び効果検証 

１．実証実験の案件組成 

スポーツの実施を妨げている課題の解決に向けた実証実験を 10 件程度組成することを目標として、公

募要領、審査基準、企画提案書様式等を作成した。事業実施主体は、複数のコンソーシアム加盟団体か

ら成るプロジェクトチームを構成することを原則として、事業規模は 1件当たり 8,100千円（税込）を

上限とした。 

 

案件組成に当たっては、事業のターゲットとターゲットの「スポーツ実施を妨げている要因」を明確

にすること、事業の特徴や新規性を明確にすること、モデル事業として実証実験事業終了後も、持続的

な取組が可能であることや他地域、他属性へと展開可能であることを求めることとし、公募要領、審査

基準、及び企画提案書様式（フォーマット）を作成した。 

 

また、実証事業のターゲットは①子供（主に未就学児～小学校低学年）、②ビジネスパーソン、③女性

のいずれかを選択することとし、各ターゲットのスポーツ実施を妨げる要因（仮説）や具体的なテーマ

（例）を参考として公募要領に示した。 

公募要領に示した実証実験のテーマ例は下図表の通り。 

 

図表 29 スポーツの実施を妨げている課題の解決に向けた実証実験のテーマ 

ターゲット スポーツ実施を妨げている要因（仮説） 実証実験の具体的なテーマ（例） 

①子供（主に

未就学児～小

学校低学年） 

• 自由に遊べる空き地や生活道路が減り、運動・スポ

ーツ（外遊びなど含む）できる場所が少なくなって

いる 

• スポーツ少年団や運動部活動以外で楽しみながらス

ポーツに参加する（多様な動きを身に付けるなど）

機会や、そのような機会を提供できる人材が少なく、

年齢を重ねるにつれ運動・スポーツ習慣の二極化が

進んでいる。 

• 空き家（空きスペース）を活用した

スポーツの場づくり 

• 学校施設を利用したスポーツプログ

ラムの提供 

• プレイリーダーを活用した運動遊び

の場の提供 

②ビジネス 

パーソン 

• 仕事や家事に多忙でスポーツに割ける時間がない。 

• スポーツをする必要性を感じず、多忙さや金銭的な

余裕のなさもあり、スポーツ実施の優先度が低い（時

間やお金があったらほかのことに使いたい）。 

• 就職や転職、転勤などをきっかけにこれまで一緒に

スポーツしていた仲間や場所が失われ、スポーツを

する場がない。 

• 通勤時間や外勤時間を活用したスポ

ーツ実施（自転車や徒歩通勤・移動

の推奨等） 

• 早朝や仕事帰りに参加できるスポー

ツ実施の場やサービスの提供 

• 職場におけるスポーツ実施の機会づ

くり 
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ターゲット スポーツ実施を妨げている要因（仮説） 実証実験の具体的なテーマ（例） 

③女性 • 仕事や家事、育児などに多忙でスポーツに割ける時

間がない、疲れているのでわざわざスポーツをした

いと思えない。 

• スポーツに対して競技性が高く勝敗や優劣を競い合

うものという印象が強く、スポーツをすることへの

苦手意識や実施への心理的なハードルを持ってい

る。 

• 化粧が落ちる、体のラインが見えてしまうなど周り

の目が気になる。 

• 授業の空き時間や仕事の休憩時間、

子供の習い事の送迎の合間や買い物

のついでなどを利用してできるスポ

ーツ実施の場やサービスの提供 

• 「見るスポーツ」を入り口に「する

スポーツ」への参加を促す取組 

• 「スポーツ」に対するイメージを変

え、楽しさをきっかけに参加できる

ような取組 

• 周囲の目を気にせずにスポーツがで

きるようなサービスの提供 

※公募内容の詳細は、（参考資料１－１）令和２年度「Sport in Life推進プロジェクト（スポーツ実施

を阻害する課題解決のための実証実験）」公募要領、（参考資料１－２）令和２年度「Sport in Life推進

プロジェクト（スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証実験）」審査基準、（参考資料１－３）令

和２年度「Sport in Life推進プロジェクト（スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証実験）」企

画提案書様式を参照のこと。 
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２．実証実験の採択、実施支援、進捗管理、効果検証 

（１）実証実験の公募・採択 

１）公募・採択の実施スキーム 

前記の通り作成した公募要領、審査基準、企画提案書様式等を活用し、実証実験事業を実施するプロ

ジェクトチームからの提案を公募した。また、公募された提案書を基に、中央幹事会が行う審査結果に

基づいて採択事業者を選定した。 

まずは、事務局にて公募要領（案）等を作成し、中央幹事会に付議し、公募要領等を定めた。 

定められた公募要領等に基づいて、公募を実施し、提案書の提出を求めた。提出された提案書を中央

幹事会による審査会議に付議し、審査基準に基づいて、採択事業者を選定した。 

事務局はスポーツ庁と協議しながら選定された事業者と契約交渉を行い、順次契約を締結し、その結

果を中央幹事会に報告した。 

公募、採択のスキームは下図表の通り。 

 

図表 30 実証実験の公募・採択スキーム 

中央幹事会事務局
（日本総研）

実証実験事業
提案団体

公募開始
（6月）

【公募要綱の決定】
・実証実験テーマ、公募の仕様、
技術審査の評価項目の確認
・予算、採択件数の上限確認

応募
（6～7月）

【提案書の作成】
・実施内容の提案
・実施体制の提案
・効果検証手法の提案 など

採択
（8月）

【提案書の受付】
・提案書受付
・提案内容の取りまとめ
・中央幹事会への付議

【技術審査】
・提案内容の審査（実施内容、
実施体制、効果検証手法など
について評価）

決議事項を踏まえて公募を開始

提案書の提出

付議
採択

契約手続
（8～9月）

【契約条件（事業内容、効果検証方法等）の確認・調整】
・提案内容を踏まえて、契約条件を整理（実施内容、実施体
制、効果検証方法などの確認、調整）
・契約条件が整った先から契約手続きに着手

【採択条件の確認・調整】
・実施内容、実施体制、効
果検証方法などの確認・調
整、及び契約手続きの実施

協議、契約

公募要綱等
の作成

（4～5月）

スポーツ庁 中央幹事会

【公募要綱（案）の検討、作成】
・公募のテーマ案の検討、作成
・公募の仕様案（実施内容、実施体制、効果検証手法など）、
技術審査の評価項目案の検討、作成
・予算、採択件数（案）の検討、作成

※スポーツ庁の公募事業における一般的な要求事項などを参
考に、受託者の側で素案を作成して、スポーツ庁と協議しながら
作成した。

付議

【公募の実施】
・Sport in LifeのHP上で、公募の受付開始
・受付窓口（応募の受付、質問対応）の設置

※状況を鑑み、メールで審議
していただいた。

公募要領の提示

※中央幹事会事務局（日本総研）が受付窓口業務を実施。
質疑については、スポーツ庁と随時協議しながら対応。

採択先、採択条件の提示、契約手続きの指示

【契約内容の報告・確認】
・契約内容の報告と確認

契約内容の
報告・確認

合意事項の報告
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２）採択団体一覧 

上記の公募、採択のスキームに則って採択された団体は下図表の通り。 

全 11 件が選定され、当該 11 団体すべてと契約の締結を行った。 

 

図表 31 実証実験の採択団体一覧 

代表団体 構成団体 
ターゲット（本事業で取り組む 

スポーツ実施の阻害要因（仮説）） 
事業概要 

国立大学法

人北海道教

育大学（岩

見沢校） 

一般社団法人 SLDI（Sport 

Life Design Iwamizawa） 

①子供 

（積雪寒冷地で、冬期間に運動をする

機会が少なく、近年、体力・運動能力

の偏りの大きさが指摘されている） 

冬季に、空き倉庫棟を活用した活動の拠点

づくり、及びウインタースポーツ教室を実

施し、楽しみながら多様な動きを身に付け

るためのプログラムの提供などを実施。 

公益財団法

人笹川スポ

ーツ財団 

NPO法人スポーツコミュ

ニケーションかくだ 

角田市教育委員会 

スポーツネットワークか

くだ 

①子供 

（日常の遊びにおいて身体を動かす

機会が減少し、運動をしない子、苦手

な子が増え、小学校以前の幼児期に二

極化が見られる） 

市内の幼稚園、保育所、認定こども園等に

おけるからだを動かすことや遊びを提供す

る講習会・ 出前講座（「かくだ版アクティ

ブチャイルドプログラム」）の開催、乳幼児

健診での普及啓発などを実施。 

NPO法人た

だみコミュ

ニティクラ

ブ 

株式会社クレメンティア 

エヴリー合同会社 

公益財団法人福島県体育

協会 

認定 NPO 法人郡山ペッ

プ子育てネットワーク 

株式会社ルネサンス 

①子供、②女性 

（東日本大震災やコロナ感染症対策

の影響により、 地域の子供が自由に

遊べる場所が制限され、友達と楽しく

遊び身体を動かす機会が激減。同時に

保護者である子育て世代にも同様の

問題が発生。） 

新しい生活様式に合わせた運動あそび実践

者「プレイリーダー」の育成、親子で参加

できる運動あそび実践プログラム、及び運

動あそび実践応援チャンネル（web 配信）

の提供などを実施。また、参加者の運動実

施状況を ICT 技術を使って可視化し、継続

的な行動変容を促す。 

株式会社茨

城県民球団 

株式会社ルネサンス 

株式会社茨城プラネッツ

福祉センター 

①ビジネスパーソン（障がい者） 

（自発的行動の困難性と社会参画へ

のハードル、障がい者がスポーツを実

施できる環境の不足と支援人材の不

足が障がい者のスポーツ実施を妨げ

る大きな要因となっている） 

障がい者に健康運動指導ができる運動プロ

グラム講師の養成、障がい者が働く事業所

で継続的に取り組める運動プログラムの提

供とともに、家庭でできるオンラインレッ

スン導入や、スポーツイベントなどのコミ

ュニティ活動の実施により、同居家族を巻

き込みながら、スポーツ習慣化に繋げる。 

東商アソシ

エート株式

会社 

大日本印刷株式会社 

イオンモール株式会社 

公益財団法人日本ハンド

ボール協会 

公益財団法人横浜市スポ

ーツ協会 

①ビジネスパーソン、②女性 

（主なターゲットである 30～40 代の

子育てファミリー層は、共通して「忙

しさ」、「子育て」などが阻害要因とな

っている） 

買い物ついでに、ショッピングモールでラ

ンニング、ハンドボールを気軽に体験でき

るコンテンツを提供し、「遊ぶ」「楽しむ」

といった視点からスポーツ実施を促す。併

せてスポーツ関連団体の指導により、「うま

くできる体験→もっと上手くなりたい」と

いう意欲を高め、スポーツ実施定着を促進

する。 
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代表団体 構成団体 
ターゲット（本事業で取り組む 

スポーツ実施の阻害要因（仮説）） 
事業概要 

一般社団法

人さいたま

スポーツ 

コミッショ

ン 

さいたま市役所 

一般社団法人 CHIMERA 

Union 

②ビジネスパーソン（メイン）、①子

供 

（ビジネスパーソンにとって運動、ス

ポーツをする「時間がとれない」、「き

っかけが無い」、「気軽に活動できる場

所が無い」ことがスポーツ実施を妨げ

る要因となっている一方で、コロナ感

染症対策下において、子育て世代の男

性の「家事・育児」に費やす時間が増

加している） 

子育て世代が親子で楽しめるようなアーバ

ンスポーツを提供。アーバンスポーツに気

軽に親しむことができるレンタルパーク事

業や、トッププレーヤーによる実演や講習

を受けられる体験教室を実施することによ

り、「自由で気軽で身近な体験場所・機会」

を提供する。 

一般社団法

人飛騨シュ

ーレ 

飛騨市教育委員会事務局 

岐阜県立飛騨神岡高等学

校 

早稲田大学スポーツ科学

学術院運動器スポーツ医

学研究室 

ヨネックス株式会社 

北都サービス神岡株式会

社 

任意団体ＭＡＳＫ 

①子供 

（家庭環境や過疎化による近隣体育

施設不足に伴い、子供自身がスポーツ

参加を希望しても、送迎や用具やウエ

ア・シューズ購入にかかる金銭的理由

のため、スポーツに取り組めないケー

スが増加。保護者にもスポーツは競技

性が高く、厳しく辛いものという認識

が強くあり、幼児期～小学生期の運動

活動実施の重要性が十分に理解され

ていない。） 

下校から直接スポーツ施設への送り➡補食

➡学習支援➡スポーツ活動（子供が楽しい

と感じられるような運動遊び）を包括的か

つあらゆる個性の子供たちに提供する「イ

ンクルーシヴ・スポーツ学童」を推進。 

同時にペアレンティング（保護者教育）、グ

ッドコーチングワークショップ（コーチ教

育）などの開催を通じて、子どものスポー

ツ実施を支える大人側の意識改革を試み

る。 

公益財団法

人滋賀レイ

クスターズ 

大塚製薬株式会社ニュー

トラシューティカルズ事

業部京都支店大津出張所 

大津市自治連合会 

公益財団法人大津市公園

緑地協会 

全国健康保険協会滋賀支

部 

株式会社滋賀レイクスタ

ーズ 

びわこ成蹊スポーツ大学 

①子供、②ビジネスパーソン、③女性 

（子供たちが遊べる環境が限られて

いることに加え、多様な遊び方を教え

てくれる人材が不足しており、運動が

苦手な子も増えている。保護者は仕事

や家事に多忙で、スポーツ教室参加費

用の負担も大きく、運動の効用につい

ても十分に理解されていない。） 

学区内の自治会単位で、近隣の都市公園を

利用して、子どもとその保護者を対象に、

運動遊びプログラムを提供する。専門家に

加え、地域のスポーツボランティアも指導

者として活用し、指導マニュアル作成、講

習会の開催を行う。親子で来場してもらう

ことで、同行する保護者に向けた啓蒙を行

い、健康意識および運動実施意欲の増進を

行い、スポーツ実施の定着を図る。 
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代表団体 構成団体 
ターゲット（本事業で取り組む 

スポーツ実施の阻害要因（仮説）） 
事業概要 

吉本興業株

式会社 

⼀般財団法⼈スポーツ能

⼒発⾒協会 

学校法⼈近畿⼤学 

株式会社ワコールホール

ディングス 

①子供、②女性 

（子供たちは、スポーツをする機会が

少なく、得意なスポーツ、自分に合っ

たスポーツを見つけられない場合が

多い。子供の母親世代は、仕事や育児

で多忙なことに加え、スポーツへの苦

手意識や周りの目を気にして、スポー

ツ実施に至らないことが多い。） 

子供を対象にお笑い芸人やスポーツ選手と

のふれあい・スポーツ体験イベントを実施

し、スポーツ実施のきっかけづくりを行う

とともに、スポーツ能力測定を実施し、得

意なスポーツを発見してもらう。同イベン

ト内で、保護者の女性を対象にスポーツ科

学の視点を取り入れた「姿勢を美しくする」

ワークショップを開催し、スポーツ実施意

欲向上を図る。 

株式会社テ

ィップネス 

泉大津市 

株式会社センシング 

日本 HP 

株式会社ドリーム・ジー

ピー 

東京学芸大学 吉田伊津

美研究室 

①子供、②ビジネスパーソン、③女性 

（子供が自由に遊べる場所や機会が

限られ、運動能力低下や運動習慣減少

がもたらされている。保護者であるビ

ジネスパーソンや女性も、育児や仕事

に多忙でスポーツ実施を面倒と感じ

る者が多い。） 

オンライン型親子運動あそび教室を実施

し、子どもが身体を動かして遊ぶ機会を提

供するとともに、子どもと一緒に保護者が

身体を動かす機会を提供する。加えて、運

動遊びの実施結果を記録し、取組実績の高

いものを表彰するなどして、継続した取組

意欲の向上を図る。 

株式会社

YMFG 

ZONE プラ

ニング 

株式会社レノファ山口 

株式会社データ・キュー

ビック 

株式会社 Fusic 

株式会社山口銀行 

①女性 

（育児期は非育児期と比較してスポ

ーツ実施頻度が低く、子どもを通じて

スポーツに関わる機会はあるものの

スポーツ実施に至らない） 

サッカークラブに所属する子どもの保護者

（女性）を対象にして、サッカークラブの

選手と連携したイベント（体操などのトレ

ーニングの紹介など）開催、及び定着のた

めの親子で一緒にできるトレーニング動画

の配信などを行い、スポーツへの参加及び

定着を図る。 

※代表団体は全て Sport in Life コンソーシアム加盟団体。構成団体のうち下線を付した団体は Sport in Life

コンソーシアム加盟団体。 
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（２）実証実験の実施支援、進捗管理、効果検証 

１）実施支援、進捗管理、効果検証の実施スキーム 

上記で採択、契約締結を行った団体が実施する実証実験の実施支援、進捗管理等を実施した。 

具体的には、進捗状況を把握するためのマイルストーンとして、主たる取組（一定期間実施するよう

なプログラム（スクール、教室など）の開始時期、イベント（講演会など）の実施、動画配信の開始な

ど）について、実施スケジュール、及び実施状況の随時共有を依頼するとともに、マイルストーンを設

定したタイミングで進捗状況を確認し、計画通りに進捗していない事業について確認し、改善を促した。

特に新型コロナウイルス感染拡大の影響で、当初の経過通りに事業を進捗させることが難しかった事業

者も複数存在したため、状況を随時スポーツ庁と共有しながら、進捗管理を行った。また、効果検証の

実施方法などについて、必要に応じて内容確認や助言を実施した。 

11 月末の時点で中間報告を求め、進捗状況を中央幹事会に報告し、改善に向けたコメント等を聴取し

た。また、2 月 12 日にウェビナーでの最終報告会を開催し、採択団体から事業の実施結果や効果検証の

結果などを報告してもらい、中央幹事会からコメントを聴取した。 

実施支援、進捗管理、効果検証スキームは下記の通り。 

 

図表 32 実証実験の実施支援、進捗管理、効果検証スキーム 

中央幹事会事務局
（日本総研）

実証実験事業
採択団体

中間報告
（11月末）

【中間報告の確認】
・事務局からの報告を受けて、
事業の進捗状況を確認。
・必要に応じて改善を指示。

進捗状況の報告と改善内容等の相談
（各採択団体からの報告を事務局が取りまとめて報告）

進捗管理/
実施支援
※適時実施

スポーツ庁 中央幹事会

【進捗管理、実施支援】
・マイルストーンを設定したタイミングで進捗状況を確認し、計画通
りに進捗していない事業について確認し、改善を促す。
・効果検証の実施方法などについて、必要に応じて内容確認や
助言を実施。

進捗管理方法
の共有

（9～10月）

【進捗管理方法の設定・共有】
・進捗状況を把握するためのマイルストーンとして、取組（一定期
間実施するようなプログラム（スクール、教室など）の開始時期、
イベント（講演会など）の実施、動画配信の開始など）について、
実施スケジュール、及び実施状況の随時共有を依頼。

【進捗管理方法の確認】
・事務局と進捗管理方法に
ついて共有・確認。

共有

【進捗状況の報告】
・進捗状況の報告
・必要に応じて計画の見直し
を実施。確認・指示

※事務局が中心となり、スポーツ庁と随時協議しながら実施。

進捗管理/
実施支援
※適時実施

【進捗管理、実施支援】
・中央幹事会からの指摘を踏まえ、引き続き進捗状況を確認し、
必要に応じて改善を運河す。

【進捗状況の報告】
・進捗状況の報告
・必要に応じて計画の見直し
を実施。確認・指示

確認・指示

最終報告
（2月）

【最終報告の受領、内容確認】
・事業者からの最終報告を受け内容確認を行い、必要に応じて
改善を促し、問題がなければ報告書を受領
・使用した経費の積算、その証憑類の内容確認を行い、必要に
応じて改善を促し、問題がなければ受領。

【最終報告】
・実施内容、実施効果等に
ついて報告
・使用した経費の積算、及び
その証憑類の提出

確認・指示

【事業内容の確認】
・採択団体からの報告を受けて、
事業効果を確認。
・プロジェクトを総括。

※最終報告会（ウェビナー）を開催し、採択団体から事業の
実施結果、効果検証の結果などを報告。
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２）実証実験の実施結果 

実証実験事業を実施した 11 の採択団体による取組は、いずれもターゲットのスポーツ実施意欲や実施

頻度の向上へと一定の寄与が見られた。 

①子供（主に未就学児～小学校低学年）をメインターゲットとした事業（国立大学法人北海道教育大

学（岩見沢校）、公益財団法人笹川スポーツ財団、一般社団法人飛騨シューレ、公益財団法人滋賀レイク

スターズ、吉本興業株式会社など）においては、プログラムに参加した子供たちの大半から「楽しかっ

た」、「またやってみたい」という回答が得られており、子供のスポーツ実施意欲の向上に寄与した。こ

れらの事業では保護者への啓蒙活動などもあわせて実施しており、保護者にスポーツの有効性について

啓蒙することを通じて、子供にスポーツをやらせたいと思わせるような効果も見られた。子供のスポー

ツ実施に当たっては、保護者にスポーツの有効性を伝えていくことも重要であることが示唆される。 

また、親子参加型の事業（NPO 法人ただみコミュニティクラブ、株式会社ティップネス、公益財団法

人笹川スポーツ財団、一般社団法人さいたまスポーツコミッションなど）においては、親子でスポーツ

プログラムに参加することで、子供のスポーツ実施意欲だけでなく、子育て世代の親のスポーツ実施意

欲の向上にも一定の効果があることが分かった。特に子育て世代の親にとっては、子供と一緒にできる

ということが親子ともにスポーツ実施の促進要因になっていることが示唆された。 

②ビジネスパーソンをメインターゲットにした事業（東商アソシエート株式会社、一般社団法人さい

たまスポーツコミッションなど）では、仕事や家事で忙しい中でも、ショッピングモールや近隣の空き

スペースなどで手軽に参加できることがスポーツ実施の促進要因となっていることに加えて、気軽に楽

しめるようなコンテンツの提供も重要であることが示唆された。 

③女性をメインターゲットとした事業（吉本興業株式会社、株式会社 YMFG ZONE プラニングなど）で

は、家庭でも実施できるようなスポーツメニューを掲載した動画コンテンツの提供などが効果的にスポ

ーツ実施につながっていることが示唆される。生活に無理なく取り入れられるようなコンテンツが特に

重要であることが示唆された。ただし、リアルなイベントに参加したことが取組を始めるきっかけとし

ては重要であることも示唆されており、リアルイベントによる啓蒙と日常的にできるコンテンツの提供

を組み合わせて提供することが重要であると思われる。 

なお、②ビジネスパーソンをメインターゲットにした事業、③女性をターゲットとした事業のいずれ

も子育て世代の親が多く参加したこともあり、子供と一緒に楽しめそうという点が促進要因となってい

た。 

また、ビジネスパーソンの中でも障がい者をターゲットとした事業（株式会社茨城県民球団）では、

そもそもスポーツを実施できる環境が非常に限定的であり、スポーツを実施する機会が少なかったこと

から、今回の事業でスポーツがコンスタントに実施できる環境を提供したことで、スポーツ実施意欲や

実施頻度の大きな改善が見られた。 

 

各採択団体が実施した取組によって得られた事業成果（ターゲットのスポーツ実施意欲や実施頻度の

向上効果など）、及びターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆は下記の通り。 

なお、各団体の事業実施による成果の詳細については、Sport in Life ウェブサイトに最終報告会報告資

料、及び事業報告書を掲載している（https://sportinlife.go.jp/offer_1.html）。 

 

https://sportinlife.go.jp/offer_1.html
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①国立大学法人北海道教育大学（岩見沢校） 

～積雪寒冷地における子どもの運動機会の増加方策～ 

○主な事業成果 

プログラムに参加した子供の運動実施意欲の向上が見られた。 

また、保護者への啓蒙活動により、子供に運動プログラムをやらせたいと考える保護者の増加が見ら

れた。 

• N チャレンジ、バルシューレ、ヒーヒトマーのすべてのプログラムにおいて、事後アンケートで「楽

しかった」との回答が 87％～100%、「またやってみたい」との回答が 87%～97％を占めた。 

• 加えて、家庭で運動プログラム動画を視聴し、運動実施した子供の保護者への意識調査では「またや

らせたい」が 82％を占め、このうち、普段定期的に運動していない子供 107 名についても、「楽しか

った」が 92%、「またやらせたい」が 82％を占めた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

子供のスポーツ実施の促進要因としては、「楽しさや達成感」を得るためのフィールド・用具設定、チ

ャレンジできる課題の工夫、仲間と一緒にできることなどの必要性が示唆された。 

また、上記のように、保護者への啓蒙活動により、子供に運動プログラムをやらせたいと考える保護

者の増加が見られ、子どもの運動に関する保護者への啓蒙はスポーツ実施の促進要因になる可能性があ

ることが示唆された。 

• N チャレンジでは、実施後アンケートにおいて、「楽しかった内容」としてハードル（57％）とスラ

ローム（27％）が高い割合を示した。N チャレンジを「難しかった」と回答したのは 23％であり、あ

まり難しくなく楽しさや達成感を感じるような場の設定やプログラムの工夫がスポーツ実施の阻害

要因を減少させることにつながることが示唆された。 

• ヒーヒトマーでは、スポーツ実施の促進要因となる「楽しさや達成感」を得るためには、高揚感が得

られる用具・フィールド設定、チャレンジできる課題の工夫、また仲間と一緒に活動できる集団ゲー

ムの導入が必要であることが示唆された。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

②公益財団法人笹川スポーツ財団 

～かくだ版アクティブ・チャイルド・プログラム～ 

○主な事業成果 

出前講座に参加した園児の運動実施意欲が改善した。特に 1 日の運動時間が少ない園児に効果的だっ

た。 

• 運動あそび出前講座に参加した園児のうち、78.7％が運動あそびを「もっとしたい」と回答。また、

「参加前よりも好きになった」 54.3％ 、「参加前と同じくらい好き」 40.4％と、合計 94.7％が好き

になったと回答。 

• 出前講座参加前の 1 日の運動あそび実施時間が「30 分以上 1 時間未満」「30 分未満」と回答した園児
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のうち、82.5％が参加後に運動あそびを「もっとしたい」と回答し、64.9%が「参加前より好きにな

った」と回答。いずれも、出前講座参加前の 1 日の運動遊び実施時間が 1 時間以上の園児（それぞれ

80.0%、40.0%）よりも高い水準となった。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

親子での講座参加が家庭での運動機会増加に効果的であることが示唆された。また、一緒に参加した

保護者のスポーツ実施意欲の向上にもつながっていることが示唆される。 

• 子育て支援センター、交流館での親子あそび講座に親子で参加した保護者のうち、意識して子どもと

遊ぶようになったと 42.3%が回答。また、参加後に家族と一緒に遊ぶ機会が増加したと 46.2％が回答。 

• 乳幼児健診時の運動あそび講座に参加した保護者の 40.2％は「運動やストレッチ、スポーツなど体を

動かしたいと思った」と回答。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

③NPO 法人ただみコミュニティクラブ 

～福島・日本中の親子が元気になるための実践型運動あそび環境づくり～ 

○主な事業成果 

運動遊びプログラムに参加した子供とその母親の運動実施意欲が改善した。 

また、子供については活動量の改善が見られており、一緒に参加した母親も実施頻度は向上した。 

• 新しい生活様式にあわせた運動遊びプログラムの実践講座に参加した子供のうち、実施後に運動あそ

びがより好きになったとの回答が 93.1%を占めた。また、プログラムを実施した 4 地区中 3 地区で活

動量が現状+1,000 歩増加、中強度の運動時間（1 日 1 時間以上）が 70%以上となった。 

• 子供と一緒に講座に参加した女性（母親）も、今後からだを動かす機会を増やしたいという回答が

97.5%を占めた。また、週 1 回の運動を実施するようになった者の割合が 17.5%へと 84.6%へ上昇し、

活動量も 4 地区中 1 地区で現状+1,000 歩増加した。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

上記のように、運動遊びプログラム実践講座や運動遊び実践応援チャンネル（WEB 配信）により、ス

ポーツの実施意欲や実施頻度の改善が見られ、屋内で安全・安心に配慮して楽しく遊ぶためのプログラ

ム提供、環境整備により、スポーツ実施が促されることが示唆された。 

また、「プレイリーダー」の育成講座参加者から周囲への運動遊びのノウハウの展開も見られており、

ノウハウ不足の改善が、スポーツ実施促進を拡大していくことも期待できる。 

• 運動あそび実践者「プレイリーダー」の育成の講座への参加者が、学んだことを周囲に共有したり、

意識して話し合ったりする機会が増加。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 
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④株式会社茨城県民球団 

～障がいのあるビジネスパーソンを対象とした運動習慣形成モデル実証事業～ 

○主な事業成果 

プログラムに参加した障害のあるビジネスパーソンのスポーツ実意意欲や実施頻度に大きな改善が見

られた。 

• 運動・スポーツを習慣的に実施している者が、プログラム参加前の 1%から、事業終了時は職場での

プログラムへの継続参加者が 83%、家庭でも実施している者が毎日実施は 13％、週 3-4 実施は 9%、

週 1-2 実施 13%へと増加。 

• 「運動をすることが楽しいと感じるか」についても、「とてもよくあてはまる」「少しあてはまる」が

あわせて、開始時の 61%から終了時には 71%へと増加。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

スポーツに継続して取り組む事で、肩こりの軽減や身体が軽くなるなど、不定愁訴を軽減し、仕事の

集中力向上に寄与していることが示唆されており、このことがスポーツの継続実施につながっている可

能性がある。 

• 仕事に集中して取組めているかという質問に対し、「とてもよくあてはまる」、「少しあてはまる」の

合計が参加前後で 72%から 83%へと上昇。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

⑤東商アソシエート株式会社 

Meet your Sport! ～ショッピングモールでエンタメスポーツ体験～ 

○主な事業成果 

イベントに参加した 30～40 代の子育てファミリー層のスポーツ実施意欲に改善が見られた。 

• 30～40 代で子どもと一緒に参加した者で、これまでに週に 1 回以上の頻度で運動・スポーツを実施し

ていなかった者の約 9％が「週 1 日以上、運動・スポーツを実施したいという意欲を持つようになっ

た」と回答。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

スポーツ実施を促進する要因としては、ファミリー層にとって子供と一緒に楽しめることが重要であ

ることが示唆された。また、エンタメ要素の高いデジタルコンテンツを提供することで、スポーツの良

さ・楽しさを感じてもらえるコンテンツが効果的だったことも示唆される。 

• スポーツ実施意欲向上の要因としては、「子供と一緒に楽しめると思ったから」（33.4%）、「身体を動

かす良さを感じたから」（28.3%）、「運動・スポーツが楽しいと思ったから」（27.3%）との回答の割合

が高かった。 

• 一方で、スポーツ実施を阻害する要因としては、8 割以上が「時間がないから（仕事や家事など）」と
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回答。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

⑥一般社団法人さいたまスポーツコミッション 

～親子向けアーバンスポーツ体験パークの実施～ 

○主な事業成果 

親子向けのアーバンスポーツ体験パークに参加したビジネスパーソン（父親）、子供ともにスポーツ実

施意欲の向上が見られた。 

• 事後調査でビジネスパーソンの 90.5％が「週 1 日以上」スポーツを実施していると回答。また、スポ

ーツ実施頻度が、週 1 日未満であった者の 93.8％が、スポーツ実施意欲が向上したと回答。 

• 参加した子ども（未就学児～小学校低学年）の 92.0％が、スポーツがより好きになったと回答。また、

87.6％が、スポーツ実施時間が増えると思うと回答。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

アーバンスポーツには、スポーツ実施を阻害する「場所」や「時間」の制約の解決が期待できること

が示唆された。 

また費用負担やアクセスに加えて、父親にとっては、子供と一緒にできることが促進要因となってい

ることも示唆される。 

• ビジネスパーソン向けのアンケートでは、アーバンスポーツにより解決を期待されているスポーツ実

施阻害要因としては、「場所や施設がない」、「仕事や家事が忙しい」が上位を占めた。 

• また、プログラムに参加した理由としては「費用負担が少ない」、「子どもがやりたがっていた」、「ア

クセスが良い」という回答が上位占めている。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

⑦一般社団法人飛騨シューレ 

～インクルーシヴ・スポーツ学童～ 

○主な事業成果 

参加した児童のスポーツ実施意欲は改善が見られたが、具体的な身体活動量の増加には結びつかなか

った。 

• インクルーシヴ・スポーツ学童参加登録者（有効回答 20 名）について、スポーツが「とても好きだ」、

「好きだ」と回答した者 14 名から 18 名へと 4 名増加。 

• 身体活動量調査では、インクルーシヴ・スポーツ学童参加者と非参加者で、プログラム参加前後の SB

（座りがちな行動）と PA（LPA（軽強度の身体行動）、MVPA（中強度から高強度の身体活動）、VPA

（高強度の身体活動））の活動時間の増減に有意な差は見られたなかった。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 
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○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

保護者からはスポーツに対するイメージが変わったというコメントも多く得られており、スポーツへ

のイメージが変わったことが子供のスポーツ実施意欲に影響を与えた可能性も高いと思われる。 

子供の意欲に加えて、「用具」「送迎」「学習」のサポートにより保護者が通わせやすい環境が整ってい

ることが、保護者の子供を参加させたいという意欲につながっていることが示唆される。 

• 保護者への調査では、子供を参加させたい意向が強まったと判断されるコメントが 25 人中 20 人から

得られた。 

• 「スポーツに対するイメージが変わった」というコメントが 15 人から得られた。また、「用具」「送

迎」「学習」のサポートが参加のハードルを下げたというコメントが 10 人から得られた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約約） 

 

 

⑧公益財団法人滋賀レイクスターズ 

～遊びながら運動好きになろう 楽しい運動あそび教室～ 

○主な事業成果 

運動教室への参加により、子供の運動への興味や実施意欲に改善が見られるとともに、子供を連れて

参加した保護者（保護者向けには健康や運動に関する啓蒙活動を実施）の運動への興味、実施意欲にも

改善が見られた。 

• 「子供の運動に対する興味への変化」について、全体（123 名）の 75%が運動に対する興味に変化が

あったと回答し、67%が教室以外の場所（自宅や近隣公園等）でも運動を継続するようになったと回

答（0～10 の 11 段階で聴取し、6 以上と回答した者を変化があったと判断）。 

• 「保護者の運動に対する興味への変化」については、全体の 77%が運動に対する興味に変化があった

と回答し（0～10 の 11 段階中 6 以上と回答）、98%が今後も運動・スポーツをぜひやりたい、できた

らやりたいと回答。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

教室への参加が子供の運動への興味を高め、継続意欲に影響していることが確認できた。一方で、時

間や場所、仲間がいないことが、実施意欲があっても実施に結び付かない要因となっていることが示唆

された。 

• 教室に参加した子供の「運動に対する興味」と「運動の継続意向」には強い相関があることが確認で

きた（相関係数=.704**、p**<.01）。 

• 子供の運動機会の妨げとなる要因については、「仕事や家事が忙しくて遊ぶ時間が取れない」、「場所

がない」、「仲間がいない」などが上位を占めた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約約） 
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⑨吉本興業株式会社 

～笑って！ワクワク！スポーツ体験プロジェクト！～ 

○主な事業成果 

イベントに参加した子供のスポーツ実施意欲や実施頻度に一定の改善が見られた。 

また、「自宅で気軽にできるカラダの動かし方」についての動画の視聴により、女性のスポーツへの実

施意欲の改善が見られた。 

• 一日の運動・スポーツ実施時間が 30 分以上の子供の割合が、イベント参加前と 1 か月経過後で 39.1％

から 65.2％へと増加。 

• 女性向けの「自宅で気軽にできるカラダの動かし方」についての動画視聴後、「非常に意識が高まっ

た」と回答した者が 27.9％、「少し意識が高まった」と回答した者が 58.3％で、合計 86.2％に意識の

改善が見られた。また、これまでにスポーツを「不定期」「全くしていない」女性の 89.5％が「した

い」と回答。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

子供のスポーツ実施意欲が改善した要因としては、身体を動かす楽しさを感じたことや自分に合った

スポーツを見つけることができたことなどが示唆される。 

また、女性にとっては、忙しい中でも生活に無理なく取り入れることができそうと感じられることが

スポーツ実施意欲の改善に寄与していることが示唆された。 

• 子供が運動・スポーツが好きになった理由は「やってみて楽しかった」が 26.5％。また得意と判定さ

れたスポーツをやってみようと思ったという回答が 56％。 

• 女性が動画視聴によりスポーツに対する意識が高まった理由は、「自分の生活に取り入れられそう」

との回答が 62.5％、「身体を動かす楽しさを感じた」との回答が 23.0％を占めた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約約） 

 

 

⑩株式会社ティップネス 

～親子のオンライン運動あそびを通じて、子どもならびに運動無関心層（成人）の運動機会の増加を目

指す事業～ 

○主な事業成果 

オンライン型親子運動遊び教室への参加により、子供、保護者（ビジネスパーソン、女性）双方の運

動・スポーツ実施頻度の改善が見られた。 

• 保護者の「最近１ヶ月間に運動やスポーツを実施した日数」は有意に増加（p<0.01）。 

• 子供の「幼稚園・保育園以外で身体を動かした遊びを行っている時間」は有意に増加（p<0.05）。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

特に保護者にとっては親子で参加できることが、教室に参加する意欲に影響していることが示唆され、
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スポーツ実施の促進要因になっていると思われる。 

• オンライン教室の良さとして感じるものとして、「手軽に参加できる」が最も多く、「安全に参加でき

る」、「人目が気にならない」の順となった。 

• この教室に参加して感じた効果としては、「親子のスキンシップ」が最も多く、「子どもの遊ぶ機会の

確保」、「保護者の運動機会の確保」、「親子のコミュニケーション」、「新しい遊び知識獲得」がほぼ同

程度の水準となった。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約約） 

 

 

⑪株式会社 YMFG ZONE プラニング 

～Soccer boys community～ 

○主な事業成果 

プログラムに参加した女性のスポーツ実施頻度の改善が見られた。リアルイベントへの参加をきっか

けにスポーツ実施に至り、体幹トレーニングやヨガ動画などターゲットの関心が高いコンテンツの提供

が継続に結び付いていると考えられる。 

• プログラムに参加したスポーツ未実施者の女性 68 人中、35 人（51%）が期間中にスポーツを継続的

に実施したと回答。 

• 新たなスポーツ実施者の 73％がイベント参加をきっかけに運動実施に至っていると回答。また、ター

ゲットの関心が高いコンテンツ（体幹トレーニングやヨガ動画など）の提供により実施率が上昇。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

プログラムへの参加を通じて、子供のスポーツへの意欲関心も高まり、子供と一緒にスポーツが実施

できるようになったことがスポーツ実施頻度の改善に寄与していることが示唆された。また、配信した

動画メニューが自宅で簡単にできるものであることもスポーツ実施の促進に寄与していると思われる。 

• 参加者の女性のうち、「子供のスポーツに対する関心度が向上した」と回答した者が 67％、「子供と運

動する機会が増えた」と回答した者の割合が 45％を占めた。 

• スポーツ実施者の 40％が子供と一緒にスポーツを実施していると回答。動画配信が運動実施に繋がっ

た要因として、子供と一緒にできるものであったこと、簡単な運動であったこと、自宅でできること、

という回答が多数を占めた 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約約） 
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３）次年度以降に向けた課題、Sport in Life プロジェクトへの期待 

事業を実施した 11 団体とも次年度以降の事業継続に一定の意欲は有しているもの、次年度以降の展開

に向けては、事業実施のための資金調達と、スポーツ指導を行う人材の確保などを課題と感じている事

業者が多かった。 

参加者から料金を徴収して事業を実施するような事業モデルの検討までは至らなかった事業者が大半

を占めたことから、次年度以降の展開に向けては、自治体との連携など、まずは費用負担の検討が必要

になっている団体が多かった。 

そういった背景から Sport in Life プロジェクトへの期待としても、協業できる団体とのマッチングや委

託事業の継続実施など、予算の獲得に関する要望が多く見られた。 

また他団体との情報共有の場の設置や、先進的な取組事例の共有など、他団体との課題や取組ノウハ

ウの共有に関する要望も多く見られた。 

今年度の事業で自律的な事業モデルの構築までは至らなかった事業者が多かったことから、上記のよ

うな視点で、事業モデルの構築までをフォローアップすることで、より事業の有効性が高まると思料す

る。 

 

なお、各団体の考える次年度以降に向けた課題等の詳細についても、Sport in Life ウェブサイトに最終

報告会報告資料、及び事業報告書を掲載している（https://sportinlife.go.jp/offer_1.html）。 

 

 

https://sportinlife.go.jp/offer_1.html
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第４章 ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業の実施及び効果検証 

１．増加方策事業の案件組成 

ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業を 10 件程度組成することを目標として、公募要領、

審査基準、企画提案書様式等を作成した。事業実施主体は、複数のコンソーシアム加盟団体から成るプ

ロジェクトチームを構成することを原則として、事業規模は 1 件当たり 4,500 千円（税込）を上限とした。 

 

案件組成に当たっては、事業のターゲットとターゲットのスポーツ実施を促すためのポイントを明確

にすること、事業の特徴や新規性を明確にすること、を求めることとし、公募要領、審査基準、及び企

画提案書様式（フォーマット）を作成した。 

 

増加方策事業のターゲット、テーマは自由な提案を求めるものとし、テーマ（例）のみを参考として

公募要領に示した。 

公募要領に示した増加方策事業のテーマ例は下図表の通り。 

 

図表 33 ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業のテーマ 

項目 具体的なテーマ（例） 

• 先端的なテクノロジーを活用した

スポーツ実施者の増加に関するテ

ーマ例 

• AIと連携してスポーツを推進する健康的な街づくりの創出 

• 先進的な技術を活用した新たなスポーツコンテンツの提供 

• スポーツの新たな魅力を伝えるためのコンテンツの作成、発信 

• 趣味・こだわりを誘因としたスポー

ツ実施者の増加に関するテーマ例 

• アニメ・マンガを誘因として用いたスポーツ機会の提供 

• スポーツウェア等を取り入れたファッションを誘因として用いたス

ポーツ機会の提供 

• 健康的な生活を推進するための食事メニューとスポーツ機会の提供 

• 地域におけるスポーツ実施者の増

加に向けたテーマ例 

• 地域独自の新たなスポーツの開発、普及による健康的な街づくりと

地域活性化の推進 

• 大学生による地域住民のスポーツ実施のサポート 

※公募内容の詳細は、（参考資料２－１）令和２年度「Sport in Life 推進プロジェクト（ターゲット横断的

なスポーツ実施者の増加方策事業）」公募要領、（参考資料２－２）令和２年度「Sport in Life 推進プロジ

ェクト（ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業）」審査基準、（参考資料２－３）令和２年

度「Sport in Life 推進プロジェクト（ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業）」企画提案書様

式を参照のこと。 
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２．増加方策事業の採択、実施支援、進捗管理、効果検証 

（１）増加方策事業の公募・採択 

１）実施支援、進捗管理、効果検証の実施スキーム 

実証実験事業同様に、前記の通り作成した公募要領、審査基準、企画提案書様式等を活用し、増加方

策事業を実施するプロジェクトチームからの提案を公募した。また、公募された提案書を基に、中央幹

事会が行う審査結果に基づいて採択事業者を選定した。 

まずは、事務局にて公募要領（案）等を作成し、中央幹事会に付議し、公募要領等を定めた。 

定められた公募要領等に基づいて、公募を実施し、提案書の提出を求めた。提出された提案書を中央

幹事会による審査会議に付議し、審査基準に基づいて、採択事業者を選定した。 

事務局はスポーツ庁と協議しながら選定された事業者と契約交渉を行い、順次契約を締結し、その結

果を中央幹事会に報告した。 

公募、採択のスキームは下図表の通り（前述の実証実験事業と同様のスキームで実施）。 

 

図表 34 増加方策事業の公募・採択スキーム 

中央幹事会事務局
（日本総研）

増加方策事業
提案団体

公募開始
（6月）

【公募要綱の決定】
・実証実験テーマ、公募の仕様、
技術審査の評価項目の確認
・予算、採択件数の上限確認

応募
（6～7月）

【提案書の作成】
・実施内容の提案
・実施体制の提案
・効果検証手法の提案 など

採択
（8月）

【提案書の受付】
・提案書受付
・提案内容の取りまとめ
・中央幹事会への付議

【技術審査】
・提案内容の審査（実施内容、
実施体制、効果検証手法など
について評価）

決議事項を踏まえて公募を開始

提案書の提出

付議
採択

契約手続
（8～9月）

【契約条件（事業内容、効果検証方法等）の確認・調整】
・提案内容を踏まえて、契約条件を整理（実施内容、実施体
制、効果検証方法などの確認、調整）
・契約条件が整った先から契約手続きに着手

【採択条件の確認・調整】
・実施内容、実施体制、効
果検証方法などの確認・調
整、及び契約手続きの実施

協議、契約

公募要綱等
の作成

（4～5月）

スポーツ庁 中央幹事会

【公募要綱（案）の検討、作成】
・公募のテーマ案の検討、作成
・公募の仕様案（実施内容、実施体制、効果検証手法など）、
技術審査の評価項目案の検討、作成
・予算、採択件数（案）の検討、作成

※スポーツ庁の公募事業における一般的な要求事項などを参
考に、受託者の側で素案を作成して、スポーツ庁と協議しながら
作成した。

付議

【公募の実施】
・Sport in LifeのHP上で、公募の受付開始
・受付窓口（応募の受付、質問対応）の設置

※状況を鑑み、メールで審議
していただいた。

公募要領の提示

※中央幹事会事務局（日本総研）が受付窓口業務を実施。
質疑については、スポーツ庁と随時協議しながら対応。

採択先、採択条件の提示、契約手続きの指示

【契約内容の報告・確認】
・契約内容の報告と確認

契約内容の
報告・確認

合意事項の報告
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２）採択団体一覧 

上記の公募、採択のスキームに則って採択された団体は下図表の通り。 

全 10 件が選定され、当該 10 団体すべてと契約の締結を行った。 

 

図表 35 増加方策事業の採択団体一覧 

代表団体 構成団体 事業概要 

北海道鹿追

高等学校 

鹿追町教育委員会 

一般社団法人 Sports X Initiative 

日本電気株式会社 

北海道鹿追高等学校体育文化後援会 

北海道鹿追高等学校部活動活性化プ

ロジェクト実行委員会 

knots associates 株式会社 

地方小規模高校である鹿追高校の生徒を対象として、生徒主体で従

来の部活動の在り方を見直しや体育系部活間のボーダレス化に取り

組むことなどにより、文科系部活所属の生徒にも課外活動において

スポーツに親しむ機会を付与するとともに、部員数の少なさからチ

ームとして成り立たない団体スポーツの部員数増加などを図り、ス

ポーツを好きになる生徒数の増加や、スポーツ実施時間及び意欲の

向上を図る。 

リソルの森

株式会社 

長柄町役場 

千葉大学コミュニティ・イノベーショ

ンオフィス 

千葉大学予防医学センター 

株式会社ミライノラボ 

千葉県長柄町のリゾート施設「Sport&Do Resort リソルの森」におい

て、リソルの森居住者や周辺住民、ワーケーション滞在者、地域の

小中学生などを対象として、プロコーチによる正しいウォーキング

のレッスンを受けながら、リソルの森内に設置された「ウェルネス

トラック」（身体活動量を把握しながらウォーキングすることが可

能）を利用して、QOL 向上への意識づけや、健康に対する気付きを

促しながら、スポーツ実施の定着を図る。 

株式会社ル

ネサンス 

株式会社クレメンティア 

蕨市 

運動遊びをテーマに、蕨市在住の子どもやその保護者を対象として、

子どもが楽しいと思えるような運動経験を提供するともに、子ども

の運動に関する保護者のリテラシーの向上を図る。また、親子で楽

しめる運動遊びを提供し、保護者の運動習慣の定着を図る。 

市内の保育施設や運動施設において運動遊びプログラムを提供。 

蕨市などのホームページや SNS を活用して運動遊びに関する情報

発信を行い、家庭での継続支援。 

③子育て勉強会を開催し、子どもの運動に関するリテラシーを向上。 

株式会社シ

ンク 

一般社団法人日本ウオーキング協会 

東京大学大学院都市情報・安全システ

ム研究室 

神戸大学大学院人間発達環境学研究

科長ヶ原誠研究室 

災害時には知識に基づく判断力に加え、とっさに行動できる体力・

スピードの重要性が高く、防災のための取組を通じて、スポーツの

有用性を訴求し、認識させることが可能である。災害が多い日本に

おいて、学校や地域住民を対象として、防災に役立つスポーツコン

テンツ（防災スポーツ®）を提供することにより、防災意識向上と

ともにスポーツ実施率向上を図る。 
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代表団体 構成団体 事業概要 

Swimmy 株式

会社 

公益財団法人大阪 YMCA 

株式会社 RASCAL’s 

2H-Design 

株式会社東京アスレティッククラブ 

東京学芸大学 

発達障害児が、水泳を学べる機会や環境を創出していくことを目的

として、発達障害児やその母親を対象とした「水泳教室」を開催す

るとともに、発達障がい児に指導できる指導者の育成や、発達障が

い児向けの水泳教室の増加に向けて、スポーツ施設管理者や指導者

を対象とした指導者研修を実施する。 

一般社団法

人運動会協

会 

株式会社運動会屋 

一般社団法人超人スポーツ協会 

美津濃株式会社 

一般社団法人日本かくれんぼ協会 

みずほ情報総研株式会社 

追手門学院大学社会学部社会学科ス

ポーツ文化学専攻上林研究室 

自分にあったスポーツが無いと感じているような人に対して、先入

観や苦手意識無しにスポーツを楽しんでもらうために、自分に合っ

た、自分なりのスポーツを創る「スポーツ共創」の考え方や開発手

法を普及するためのスポーツ共想人材の育成を行う。 

参加者には、スポーツ共創人材育成のためのワークショップを実施

して、競技やイベントづくりを体験しながら共創の手法を身に着け

てもらうとともに、各自の地域等に持ち帰り実践してもらうことを

目指す。 

公益財団法

人北陸体力

科学研究所 

健康保険組合連合会石川連合会 

株式会社明祥 

日常生活の中でスポーツ実施の重要度が低い者に対して、スポーツ

実施によるポジティブな効果を示すことで自発的なスポーツ実施意

欲増加とスポーツ実施の定着を目指す。 

オフィスワークに従事する者を対象に、「スポーツをすることにより

業務効率化が期待される」というようなスポーツ実施による効果に

関する情報を事前に提供することで対象者の導入動機と日常生活の

中でのスポーツの優先順位を高めるとともに、プログラム実施の事

前事後で認知機能の向上などについて効果検証を行いスポーツを行

うことによるメリットを実感してもらう。 

徳島ヴォル

ティス株式

会社 

大塚製薬株式会社 

美馬市 

美馬市内 3 か所の認定こども園の 5 歳児を対象に、Ｊリーグサッカ

ーチーム、プロのコーチによる運動プログラムを実施する。プログ

ラムは、遊びの中から基本的な運動を身につけさせるもので、月２

回の集団指導と自宅において保護者との遊び（運動）を３ヶ月間実

施する。と同時に栄養指導を実施し、健康的な身体づくりについて

の意識を高めることで運動・スポーツ実施の定着を図る。事業実施

前後のアンケート調査により検証し、検証結果を用いて次年度以降、

成果連動型の SIB、もしくは PFS で KPI を設定して実証、検証する

計画。 

株式会社

MIKI・ファニ

ット 

一般社団法人プラズマローゲン研究

会 

下関市立大学経済学部 

社会医療法人栄光会 

株式会社村井工機 

CROSSHEART 

スポーツ実施率が低い 20 代から 40 代の女性のうち医療福祉の従事

者を対象として、高齢者を対象に実施している新しい発散型運動プ

ログラム（フリーダム コラボレーション ダンス）を提供し、脳疲

労やストレス軽減などの効果を検証するとももに、検証結果をフィ

ードバックすることにより、参加者のスポーツ実施意欲の向上やス

ポーツ実施の定着を図る。 
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代表団体 構成団体 事業概要 

イオンモー

ル株式会社 

ミズノ株式会社 イオンモールに買い物や食事に訪れる子供やその両親を対象とし

て、イオンモールを活用したリアル環境でのスポーツ体験イベント

の実施によるスポーツを好きになるきっかけづくりと、WEB サイト

やアプリを活用した映像配信による自宅を中心とした環境でのスポ

ーツ体験を組みあわえて提供することにより、スポーツの楽しさへ

の気づきを促し、スポーツ実施頻度や実施時間の増加を目指す。 

※代表団体は全て Sport in Life コンソーシアム加盟団体。構成団体のうち下線を付した団体は Sport in Life

コンソーシアム加盟団体。 
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（２）増加方策事業の実施支援、進捗管理、効果検証 

１）実施支援、進捗管理、効果検証の実施スキーム 

上記で採択、契約締結を行った団体が実施する増加方策事業の実施支援、進捗管理等を実施した。 

具体的には、進捗状況を把握するためのマイルストーンとして、取組（一定期間実施するようなプロ

グラム（スクール、教室など）の開始時期、イベント（講演会など）の実施、動画配信の開始など）に

ついて、実施スケジュール、及び実施状況の随時共有を依頼するとともに、マイルストーンを設定した

タイミングで進捗状況を確認し、計画通りに進捗していない事業について確認し、改善を促した。特に

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、当初の経過通りに事業を進捗させることが難しかった事業者も

複数存在したため、状況を随時スポーツ庁と共有しながら、進捗管理を行った。また、効果検証の実施

方法などについて、必要に応じて内容確認や助言を実施した。 

11 月末の時点で中間報告を求め、進捗状況を中央幹事会に報告し、改善に向けたコメント等を聴取し

た。また、2 月 12 日にウェビナーでの最終報告会を開催し、採択団体から事業の実施結果や効果検証の

結果などを報告してもらい、中央幹事会からコメントを聴取した。 

実施支援、進捗管理、効果検証スキームは下記の通り（前述の実証実験事業と同様のスキームで実施）。 

 

図表 36 増加方策事業の実施支援、進捗管理、効果検証スキーム 

中央幹事会事務局
（日本総研）

増加方策事業
採択団体

中間報告
（11月末）

【中間報告の確認】
・事務局からの報告を受けて、
事業の進捗状況を確認。
・必要に応じて改善を指示。

進捗状況の報告と改善内容等の相談
（各採択団体からの報告を事務局が取りまとめて報告）

進捗管理/
実施支援
※適時実施

スポーツ庁 中央幹事会

【進捗管理、実施支援】
・マイルストーンを設定したタイミングで進捗状況を確認し、計画通
りに進捗していない事業について確認し、改善を促す。
・効果検証の実施方法などについて、必要に応じて内容確認や
助言を実施。

進捗管理方法
の共有

（9～10月）

【進捗管理方法の設定・共有】
・進捗状況を把握するためのマイルストーンとして、取組（一定期
間実施するようなプログラム（スクール、教室など）の開始時期、
イベント（講演会など）の実施、動画配信の開始など）について、
実施スケジュール、及び実施状況の随時共有を依頼。

【進捗管理方法の確認】
・事務局と進捗管理方法に
ついて共有・確認。

共有

【進捗状況の報告】
・進捗状況の報告
・必要に応じて計画の見直し
を実施。確認・指示

※事務局が中心となり、スポーツ庁と随時協議しながら実施。

進捗管理/
実施支援
※適時実施

【進捗管理、実施支援】
・中央幹事会からの指摘を踏まえ、引き続き進捗状況を確認し、
必要に応じて改善を運河す。

【進捗状況の報告】
・進捗状況の報告
・必要に応じて計画の見直し
を実施。確認・指示

確認・指示

最終報告
（2月）

【最終報告の受領、内容確認】
・事業者からの最終報告を受け内容確認を行い、必要に応じて
改善を促し、問題がなければ報告書を受領
・使用した経費の積算、その証憑類の内容確認を行い、必要に
応じて改善を促し、問題がなければ受領。

【最終報告】
・実施内容、実施効果等に
ついて報告
・使用した経費の積算、及び
その証憑類の提出

確認・指示

【事業内容の確認】
・採択団体からの報告を受けて、
事業効果を確認。
・プロジェクトを総括。

※最終報告会（ウェビナー）を開催し、採択団体から事業の
実施結果、効果検証の結果などを報告。
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２）増加方策事業の実施結果 

増加方策事業を実施した 10 の採択団体による取組は、いずれもターゲットのスポーツ実施意欲や実施

頻度の向上へと一定の寄与が見られた。 

増加方策事業では多様な取組が実施されたが、下記のような子供を対象とした事業（株式会社ルネサ

ンス、徳島ヴォルティス株式会社、Swimmy 株式会社など）においては、実証実験事業同様に、プログラ

ムに参加した子供たちから「好きになった」、「またやってみたい」という回答が得られた。増加方策事

業においても、子供のスポーツ実施には、保護者や保育園の先生、園児など周囲とのかかわりが重要で

あることが示唆された。 

ビジネスパーソン等を対象とした事業（公益財団法人北陸体力科学研究所、株式会社 MIKI・ファニッ

ト、リソルの森株式会社など）においては、増加方策事業では認知機能改善、脳疲労やメンタル状態の

改善、QOL 向上などスポーツ実施による仕事や日常生活への好影響を動機づけとして、スポーツ実施の

促進を企図した取組が行われた。認知機能改善効果などの検証にまでは至らなかった取組もあったもの

の、仕事や日常生活への好影響がスポーツ実施を促進する動機づけとして有用であることが示唆された。

また、職場の協力や職場と近接した運動環境の提供など、職場と連携して取組を実施することで取組効

果が高まることが示唆された。 

その他の事業（イオンモール株式会社、株式会社シンク、一般社団法人運動会協会、北海道鹿追高等

学校など）においては、デジタルコンテンツや e スポーツなどの活用によりスポーツのイメージを変え

ていくことや、防災を軸にスポーツに関わること、スポーツを自ら共創することなどスポーツへの関わ

り方を変えることで、スポーツの有用性や面白さに改めて気づきを得ることで、スポーツ実施を促すこ

とが可能であることが確認できた。 

また、発達障害児を対象とした事業（Swimmy 株式会社）においては、実証実験事業における茨城県民

球団の取組同様に、そもそもスポーツを実施できる環境が非常に限定的であり、スポーツを実施する機

会が少なかったことから、今回の事業でスポーツがコンスタントに実施できる環境を提供したことで、

スポーツ実施意欲や実施頻度の大きな改善が見られた。一方で、今後スポーツ実施の環境をどのように

維持していくかが課題であることも指摘されている。 

 

各採択団体が実施した取組によって得られた事業成果（ターゲットのスポーツ実施意欲や実施頻度の

向上効果など）、及びターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆は下記の通り。 

なお、各団体の事業実施による成果の詳細については、Sport in Life ウェブサイトに最終報告会報告資

料、及び事業報告書を掲載している（https://sportinlife.go.jp/offer_2.html）。 

 

https://sportinlife.go.jp/offer_2.html
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①北海道鹿追高等学校 

～北海道鹿追高等学校 部活動改革プロジェクト～ 

○主な事業成果 

プログラムに参加した生徒の一定割合にスポーツ実施意欲の向上が見られた。 

• プログラム終了後、運動・スポーツを「もっとやりたいと思うようになった」と回答した割合は、文

化部が 25%、帰宅部が 44%を占めた。 

• プログラム終了後、運動部の中で、「スポーツがより好きになった」と回答した割合が 55%を占めた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

「タグラグビー講習会」や「e スポーツ オンライン講習会」など、本事業の中で実施したイベントの

中で、気軽に楽しめるようなスポーツを提供したことが生徒のスポーツ実施意欲の向上に寄与したこと

が示唆された。 

• 運動・スポーツをもっとやりたいと思うようになったきっかけとしては、文化部では「タグラグビー

講習会」が 31%、「e スポーツ オンライン講習会」、「岡田武史氏との対話」が 8%ずつで、帰宅部で

は「タグラグビー講習会」、「LPBase によるアスレティックトレーナーの基本知識」、「ブカイプメン

バーからの説明、働きかけ」がそれぞれ 25%。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

②リソルの森株式会社 

～トップアスリートの指導による「ウェルネストラック」を活用したスポーツ機会の提供～ 

○主な事業成果 

シニア層、ビジネスパーソン共に、プログラム参加者の運動実施頻度が改善した。 

• プログラム参加前後で、週一回以上運動を実施していると回答した割合は、シニア層は 80%から 87％

へ、ビジネスパーソンは 43%から 76％へと増加した。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

シニア層、ビジネスパーソンともに、健康や運動に関する正しい知識に基づいた運動方法を知ったこ

とが運動実施頻度の向上に結び付いたことが示唆された。 

• プログラム参加後に週 1 回以上運動を実施していると回答した者のうち、シニア層では 57.1％、ビジ

ネスパーソンでは 84.6％が「セミナーで正しい運動方法を教わったから」と回答した。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 
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③株式会社ルネサンス 

～運動遊びを通じて子どもも大人も元気になる「蕨いきいきキッズプロジェクト」～ 

○主な事業成果 

プログラムに参加した子供のスポーツ実施意欲が向上し、運動実施時間が増加した。 

子供と一緒にプログラムに参加した女性（母親）の運動実施頻度にも改善が見られた。 

• 参加した子供の運動に対する意識は、プログラム参加前と比べ、運動（遊び）が「好きになった」と

の回答が 19.7％、「やや好きになった」との回答が 11.8％を占め、あわせて 3 割以上の改善が見られ

た。また、1 日の運動時間が増加したと回答した割合は 10.5％を占め、1 日の運動時間が 30 分未満の

子供の割合も 48.7％から 40.8％へと減少した。 

• 子供と一緒にプログラムに参加した女性のうち、週一日以上実施していると回答した者の割合が

26.7％から 33.3％に上昇。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

子供のスポーツ実施の促進要因としては、両親やプレイリーダーなど周囲の大人の関わりが重要であ

ることが示唆された。また子育て中の女性は、子どもと一緒に運動遊びをすることが自身の体力状況の

把握につながり、運動習慣化のきっかけになることが示唆され、親子一緒に参加できる機会を作ること

が、運動・スポーツの促進につながる可能性が示唆される。 

• 子供の運動実施意欲が改善した理由について、「プレイリーダーとの運動遊びが楽しかった」との回

答が 35.7％、「家庭での親子遊びが増えた」との回答が 38.1％を占めた。 

• 子供と一緒にプログラムに参加した女性のうち、運動実施状況が週 1 回未満の者の 9 割が運動に意欲

を持ったと回答した。その理由としては「子どもと一緒に遊ぶために体力が必要と感じた」が 55％と

過半を占めた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

④株式会社シンク 

～スポーツで災害に強くなる「防災スポーツ」の実施～ 

○主な事業成果 

小学校での防災スポーツイベントに参加した小学生のうち、スポーツが好きと回答した者の割合が微

増。また、地域での防災スポーツイベントに参加した地域住民についても運動・スポーツの実施頻度の

改善が見られた。 

• 小学校での防災スポーツイベントに参加した小学生へのスポーツの好き嫌いに関する設問について、

「好き」と回答した割合がプログラム実施前後で 71.0%から 73.9％へと増加。 

• 地域住民向けの防災スポーツイベントの参加者について、イベント実施前と 2 週間後を比較すると、

「運動・スポーツの実施日数」が増加した者の割合が 33.3%、「ウォーキング実施日数」が増加した

者の割合が 29.6%を占めた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 
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○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

子供については、防災スポーツを通じたスポーツの楽しさを実感できたことがスポーツを好きと感じ

る要因になっていることが示唆された。 

また、成人については、防災スポーツイベントへの参加を通じてスポーツの有用性、必要性を再認識

することができたことがスポーツの実施意欲の向上に寄与していることが示唆された。 

• 小学生のうち、事前調査でスポーツを「好き」でなかったもののうち、事後調査でスポーツを「好き」

と回答した者の約 3 割が「楽しかった」から今後も運動・スポーツをしたいと回答。 

• 地域住民については、運動スポーツの実施希望の理由として「運動・スポーツの必要性の再認識」、「非

常時への備え」などが挙げられた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

⑤Swimmy 株式会社 

～発達障害児とその母親を対象とした水泳教室～ 

○主な事業成果 

水泳教室に参加した子供（発達障害児）のスポーツへの印象の改善や実施意欲の向上が見られ、スポ

ーツ実施頻度も微増した。 

• 本事業参加後に「運動やスポーツが好きになった」という割合が 77.3%、「運動やスポーツに自信が

ついた」という割合が 63.3%を占めた。 

• 「週 1 日以上スポーツを実施している児童の割合」は 54.8%（事前）から 58.0%へ（追跡）へと微増。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

スポーツ実施を促す要因は、「少人数制で個々にあわせたスポーツ指導」と、「自宅から通いやすいこ

と」であることが示唆された。一方で発達障害児向けの運動できる場はそもそも限定的であり、教室が

なくなることで、運動実施頻度が低下してしまうことが懸念される。 

• 「本事業のような水泳教室が実施された場合、参加を決めるポイント（優先順位第 1 位）」で一番割

合が高かったのは「少人数制」で 73.7%、「本事業のような水泳教室が実施された場合、参加を決め

るポイント（優先順位第 2 位）」で一番割合が高かったのは「家から近い施設」で 52.6%を占めた。 

• 参加者のうち、「今後の運動頻度は変わらないと思う」と回答した割合が 52.6%に対し、「今後の運動

頻度は減ると思う」と回答した割合が 31.6%、「今後の運動頻度は増えると思う」と回答した割合は

15.8%となった。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 
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⑥一般社団法人運動会協会 

～スポーツ共創人材の育成～ 

○主な事業成果 

本事業で育成したスポーツ共想人材による実践プログラム参加者の満足度、再参加希望度とも高水準

であり、スポーツ実施者の増加につながる可能性が示唆された。 

• スポーツ共創人材育成のためのワークショップワークショップに 17 名が参加し、そのうち 6 名が地

域で実践プログラムを企画・実施。 

• 実践プログラム参加者（52 名）の平均満足度 4.53、再参加希望 4.34（5 点満点）。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

自分にあったスポーツがないと感じるほどスポーツへの苦手意識などが強く、スポーツ共創により自

分に合ったスポーツを開発することが、苦手意識の軽減に寄与し、スポーツ実施につながる可能性が示

唆された。 

• スポーツ共創人材によるスポーツプログラムを通じた満足度や再参加希望に関わる心理的要因につ

いての尺度開発を行い、「自分にあったスポーツがない」と感じている人の心理的特徴について開発

尺度を利用した分析を行った結果、「苦手」尺度や「難しい」尺度において有意差が確認できた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

⑦公益財団法人北陸体力科学研究所 

～筋トレなどのスポーツは認知機能を上げるか～ 

○主な事業成果 

プログラム参加者の運動・スポーツの実施意欲の向上が見られた。 

• プログラム参加前後で、週一日以上実施したいと回答した参加者が 70 人中 24 名から 41 名に増加。 

• 週に 1 回のスポーツ実施に対して、準備期から維持期の者の割合が、週 1 回運動群で 24%（6 名）か

ら 56%（14 名）に、週 2 回運動群では、25.7%（9 名）から 74.3%（26 名）へと上昇。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

スポーツ実施状況の改善、継続に寄与している要因としては提供する運動プログラムの内容などに加

えて、参加者の職場との連携によりプログラムに参加しやすい周辺環境を整えることが重要であること

が示唆された。 

• 参加を継続できたポイントとしては、「プログラム、運動頻度の提案」が 31.7%、運動実施への催促

などの「強制力」が 23.3％、職場の同僚との参加など「コミュニティ」が 18.3%と高い割合を占めた。 

• 「スポーツ実施による認知機能・情報処理能力の向上」については有意な効果が見られなかった。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 
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⑧徳島ヴォルティス株式会社 

幼児期の子どもたちを対象とした健康づくりプロジェクト～遊びと栄養を通して子どもたちにもっと笑

顔を！「ヴォルティス 元気っず プログラム」～ 

○主な事業成果 

プログラムに参加した子供の遊びが動的なものへと変化し、運動遊びの比重の増加が見られた。 

• 保育者（クラス担任）への調査によると、プログラム実施前後で、遊びの種類（活動量）に関して、

1.静的〜4.動的と 4 段階でグレーディングして数値化したところ、男子では 3.02 から 3.22、女子では

2.58 から 2.98 へといずれも増加。 

• 保護者への調査によると、家庭でも外遊びができているとの回答がプログラム実施前後で 38.5%から

42.7%に増加。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

プログラムの実施によって、友達との協同的・組織的な遊びを好むようになっている傾向が見られ、

他の園児と集団で実施することによって、楽しく体を動かすようになり、運動に対する心理的障壁を低

減し、動的な遊びの時間が増加した可能性が示唆された。 

• プログラム実施前後で、よく遊ぶ友達の数が。男子は 2.09 人から 2.66 人、女子は 2.40 人から 3.05 人

へと増加。 

• プログラム実施前後で、社会性について、1 社交性が低い〜4.高いと 4 段階でグレーディングして数

値化したところ、男子では 2.40 から 2.60、女子では 2.53 から 2.77 へと増加。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

⑨株式会社 MIKI・ファニット 

～フリーダムコラボレーションダンス（FCD）による医療・福祉従事者の運動実施率向上プロジェクト

～ 

○主な事業成果 

プログラム参加者の運動実施意欲の向上が見られた。 

• FCD レッスン終了後、参加者の 96.5％が運動を「継続したいと思う」、「まあ継続していきたいと思う」

と回答。 

• FCD レッスンの内容について、「とても良かった」が 67.9%、「まあ良かった」が 32.1％と回答 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

医療福祉に従事する多忙な女性にとって、好きな時間と場所で参加しやすいプログラムであること、

職場と近接した運動環境を提供することが促進要因になることが示唆された。 

加えて、プログラムへの参加によるリフレッシュ効果、及び脳疲労の改善、不眠状態の改善、メンタ

ル状態（気分）の改善などの効果が、継続意向に影響を与えた可能性がある。 
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• 運動継続の阻害要因について、「時間の調整」と回答した者の割合が約 80%、「通うこと」が約 50%、

「金額」・「プログラムの楽しさ」が約 30%を占めた。 

• FCD レッスンでは、「リフレッシュできた」の割合が 90%以上を占めた。 

• また脳疲労の改善や不眠状態の改善、メンタル状態（気分）の改善が確認された。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

 

⑩イオンモール株式会社 

～リアルとデジタル双方でのスポーツ体験を通じた、スポーツ実施者増加事業～ 

○主な事業成果 

イベント参加者のスポーツへの印象の改善や実施意欲の向上が見られた。 

• イベント参加者（2,755 名）の 75％が、スポーツを好きになったと回答し、86％が今後スポーツを実

施したいと回答。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 

 

○ターゲットのスポーツ実施の阻害要因、促進要因についての示唆 

スポーツに関心を持ってもらうためにはコンテンツの面白さが必要であることに加えて、場所を選ば

ず、何かのついで（買い物・食事等）に気軽に楽しめることがスポーツ実施を促す要因となっているこ

とが示唆された。 

• スポーツへの関心度向上の理由は「内容が面白かった」が 44％で、「気軽にできる内容だった」、「無

料でできた」、「買物ついでにできた」が 15~20％を占めた。 

• スポーツを実施する上で問題となる点は、「時間がない」が 49%、「実施する場所がない」、「一緒にや

る人がいない」が 14~20%を占めた。 

（最終報告会資料、事業報告書から抜粋、要約） 
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３）次年度以降に向けた課題、Sport in Life プロジェクトへの期待 

実証実験事業同様に、事業を実施した 10 団体とも次年度以降の事業継続に一定の意欲は有しているも

の、次年度以降の展開に向けては、事業実施のための資金調達などを課題と感じている事業者が多く、

次年度以降の展開に向けては、自治体との連携など、まずは費用負担の検討が必要になっている団体が

多かった。また、ビジネスパーソンを対象とした事業については、社員を抱える企業への取組の効果の

説明など、事業成果を活用したアプローチの必要性なども指摘されていた。 

Sport in Life プロジェクトへの期待としては、こちらも実証実験事業同様に、協業できる団体とのマッ

チングや委託事業の継続実施などに関する要望や、他団体との課題や取組ノウハウの共有に関する要望

が見られた。 

実証実験事業同様に、今年度の事業で自律的な事業モデルの構築までは至らなかった事業者が多かっ

たことから、上記のような視点で、事業モデルの構築までをフォローアップすることで、より事業の有

効性が高まると思料する。 

 

なお、各団体の考える次年度以降に向けた課題等の詳細についても、Sport in Life ウェブサイトに最終

報告会報告資料、及び事業報告書を掲載している（https://sportinlife.go.jp/offer_2.html）。 

 

https://sportinlife.go.jp/offer_2.html
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第５章 本事業の成果と課題 

Sport in Life コンソーシアムは令和 2 年 2 月 7 日に加盟団体の申請受付を開始したものであり、Sport in 

Life コンソーシアムの活動は本年度が実質的な初年度となったため、成果と課題の両面が明らかになっ

た。 

成果としては、今年度末の時点でコンソーシアム加盟団体が 1,000 を超え、Sport in Life プロジェクト

についての周知が進んできたことであると思われる。また、スポーツ実施を阻害する課題解決のための

実証事業、及びターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業という 2 つの公募事業にも多数の事

業者がプロジェクトチームを組んで応募してきており、コンソーシアムにおける加盟団体の具体的な活

動についても一定の進展が見られたと思料する。 

一方で、活動成果の正確な報告など、今後は取組の精度を高め、取組成果を明らかにしていくことが

必要であると思料する。コンソーシアム加盟団体のさらなる拡大を目指すとともに、加盟団体が創出す

る成果に着目していくことが必要であると思料する。前述の通り、加盟団体に取組成果の正確な報告を

求めることは加盟のハードルを上げることになるため、加盟団体の拡大を図る取組と活動成果の向上を

図る取組はトレードオフになるため、バランスをとって事業を進めていくことが求められると思料する。 

 

スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証事業、及びターゲット横断的なスポーツ実施者の増加

方策事業の 2 つの公募事業については、多くの取組において参加者のスポーツ実施意欲の拡大など成果

が見られたものの、自律的な事業モデルの構築までは至らなかった事業者が多かった。次年度以降は、

本年度事業のフォローアップや、事業性の高い取組の採択などにより、事業モデルを創出していくこと

が求められると思料する。 

 

なお、今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、計画通りに事業を進めることができ

なかった団体も多かったと思料する。スポーツを行うことが生活習慣の一部にというコンセプトの下で、

新型コロナウイルスの感染拡大に対応した新しい生活様式に応じたスポーツのあり方を検討し、活動の

さらに拡大していくことが期待される。 
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