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 本報告書は、スポーツ庁委託事業として、株式会社

電通が実施した令和 3 年度「Sport in Life 推進プロ

ジェクト」の成果を取りまとめたものです。 

 したがって、本報告書の複製、転載、引用等にはス

ポーツ庁の承認手続が必要です。 
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本事業の趣旨 

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。そのような中、スポーツ庁では「第２期スポーツ基本計画」

（平成 29 年３月、文部科学省策定）において、成人の週１回以上のスポーツ実施率を

65％程度まで引き上げるという目標を掲げているが、目標の達成には至っておらず更な

る取組が必要である。 

また、平成 30 年９月に策定した「スポーツ実施率向上のための行動計画」では、東京

オリンピック・パラリンピック競技大会は、国民がスポーツに親しむ機運をより一層高

める絶好の機会であるとし、さらに、スポーツ実施率向上の打ち手となる施策を実施す

るためには、政府はもちろんのこと、地方自治体、産業界等を含む様々な主体が分野を

超えて連携して、点から面の活動として取り組んでいく必要があるとしている。 

これらを踏まえ、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、企業等が一体となって、多

様な形で国民へ広くスポーツの機会を提供し、このことにより、東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会のレガシーとして、Sport in Life ムーブメントを創出すること

で、新たに目標達成に必要な 1000 万人のスポーツ実施者を増加させることを目指す。 
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第１章 Sport in Life コンソーシアムの運営・拡大・連携促進 

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

極的に取り組む団体等で構成する「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の活動報告を取りまとめた。 

 

（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 

2020年東京オリパラ大会の機運を生かし、2021 年度末までに国民のスポーツ実施率 65%

（スポーツ実施者を新たに 1,000 万人増加）達成の目標実現に向けて、趣旨に賛同いた

だいた法人他、各団体からの「Sport in Life コンソーシアム」への加盟申請の受付、

管理及び、承認に関する業務を実施した。 

 

令和３年４月１日から、令和４年３月末までに 581 団体の加盟申請の受付を行った。 

 

令和４年３月末時点での加盟申請の内訳は下記のとおり。（令和２年３月コンソーシ

アム創設から令和３年３月まで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 加盟申請団体の内訳 

 

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。 

  

コンソーシアム加盟申請数（中央幹事会団体 内数） 

1,688団体（16団体） 

加盟申請団体の内訳： 

① 地方公共団体関連団体 73 団体（２団体） 

② スポーツ関連団体 280 団体（８団体） 

③ 経済団体 4 団体（１団体） 

④ 学校・教育団体 51 団体（２団体） 

⑤ 医療福祉団体 63 団体（３団体） 

⑥ 民間企業等 1,124 団体 

⑦ その他 93 団体 

https://sportinlife.go.jp/participant/
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（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４年２月に、コンソーシアム加盟団体に活動報告書の提出を求め、提出された

活動報告書は一覧化し記載内容の整理等を行った。報告内容は下図表のとおり。 

 

図表２ 活動報告書の提出状況 

 

 

図表３ 活動類型別の集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動類型別内訳

成人向け 子供向け

47 20

92 8

169 74

33 4

35 10

448 22

14 1

131 3

12 63

90 17

1,071件 222件合計

活動類型

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

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

スポーツ指導者の育成を通じたスポーツ実施者の獲得

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

従業員におけるスポーツ実施者の獲得

エリア単位でのスポーツ実施者の獲得

健康・福祉の一環とした継続的なスポーツ実施者の獲得

子供向けの運動・スポーツ時間の拡大

その他

活動報告書の提出状況

1,293件

1,071件

222件

681団体

報告件数

成人向け活動

子供向け活動

報告書提出団体数
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図表４ 加盟団体の活動報告集計結果（成人向け） 

 

 

 

図表５ 加盟団体の活動報告集計結果（子供向け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加盟団体の活動報告集計結果（成人向け）

事業参加人数
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・スポーツの習慣を身に着けたい意向

を示した人数

1,282,388名 29,721名 33,188名

加盟団体の活動報告集計結果（子供向け）

5,775名220,022名 5,239名 3,223名

事業参加人数
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
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２． 中央幹事会の企画・運営・管理 

加盟団体等の中から主要団体で構成され、Sport in Life コンソーシアムの運営を円滑

にするための機関としてスポーツ庁により設置された「中央幹事会」の事務局として、

構成団体との連絡調整及び会議等の企画・運営を行った。 

実施事項は下図表のとおり。  

 

図表６ 「中央幹事会」事務局としての、主な企画運営・管理内容 

実施事項 内容 

コンソーシアム加盟申請の審議・承認の調

整 

定期的に Sport in Life コンソーシアム加盟申請内容

を、中央幹事会の皆様にメールにて送付。審議、承認を

頂いた。 

中央幹事会１回目 

令和３年７月 30 日（金）13:30～14:00 

オンライン開催（zoom） 

・令和３年度「Sport in Life 推進プロジェクト」の事

業概要説明 

 

公募事業 採択団体の最終審査会 

令和３年７月 30 日（金）14:00～16:30 

オンライン開催（zoom） 

・公募事業「実証実験」「増加方策事業」について、採

択団体の最終審査の実施 

中央幹事会２回目 

令和３年 12 月 8 日（水）13:00～13:30 

オンライン開催（zoom） 

・令和３年度「Sport in Life 推進プロジェクト」の事

業進捗の御報告                                  

公募事業 中間報告会 

令和３年 12 月 8 日（水）13:30～14:00 

オンライン開催（zoom） 

・公募事業「実証実験」「増加方策事業」それぞれにつ

いての中間報告 

第一回「Sport in Life アワード」大賞投票 ・第一回「Sport in Life アワード」最優秀大賞への投

票の実施 

公募事業 最終報告会 

令和４年３月１日（火）13:00～14:30 

日比谷国際ビルコンファレンススクエア：

8A、8B、8C／オンライン開催（zoom） 

・「実証実験」「増加方策事業」採択団体から、事業内

容について報告 

・中央幹事会より報告内容についてコメント 

令和３年度「Sport in Life コンソーシアム

総会」 

令和４年３月１日（火）14:45～15:30 

日比谷国際ビルコンファレンススクエア：

8A、8B、8C／オンライン開催（YouTube 

LIVE） 

・スポーツ庁様の取組説明 

・中央幹事会 16 団体の紹介 

・「Sport in Life 推進プロジェクト」の事業概要 

・アウトプットの紹介 

第一回「Sport in Life アワード」表彰式 

令和４年３月１日（火）15:30～16:50 

日比谷国際ビルコンファレンススクエア：

8A、8B、8C／オンライン開催（YouTube 

LIVE） 

・受賞 12 団体を表彰 

・表彰事例（大賞）の発表 

・表彰事例（企業）の発表 

・表彰事例（団体）の発表 

・表彰事例（自治体）の発表 
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３． コンソーシアムの加盟拡大への取組 

（１） コンソーシアムへの加盟誘致 

 スポーツ実施者の増加に寄与する取組を行う団体等に対し、本事業の趣旨について説

明し、コンソーシアムへの加盟の誘致を行った。 

 事業の説明を行い、加盟を誘致した団体は下図表のとおり。 

 

図表７  加盟を誘致した団体 

団体 実施内容 

都道府県会館 ・都道府県会館の、各県の東京事務所にチラシを配

布し、自治体への誘致を行った。 

各種国内競技連盟、各種プロスポーツリーグ ・電通のスポーツ事業局経由で、各種国内競技連盟

や各種プロスポーツリーグへ誘致を行った。 

 

 併せて、「Sport in Life アワード」への応募の際に、コンソーシアムへ加盟を条件に

加え、加盟の促進を図った。 

 

（２） チラシ、パンフレットの作成 

 加盟申請につながるチラシを作成し未加盟の団体等の誘致に活用した。 

チラシデザインは下図表のとおり。 

 

図表８ 加盟促進チラシ 

チラシ表                 チラシ裏 
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４． 加盟団体へのサポート  

（１） 「Sport in Lifeコンソーシアム取組事例発表／意見交換・交流会」の実施 

コンソーシアム加盟団体による一体感の創出、連携した取組の促進を目的とした

「第一回 Sport in Life コンソーシアム取組事例発表／意見交換・交流会」を企画し

実施した。総会内では、取組事例の紹介を行い事例の共有を図るとともに、交流会を

実施し各加盟団体の強みや課題も共有し、加盟団体同士の連携強化を図った。 

  「第一回 Sport in Life コンソーシアム取組事例発表／意見交換・交流会」の実施

概要は下図表のとおり。 

 

図表９ 第一回 Sport in Life コンソーシアム取組事例発表／意見交換・交流会 

項目 内容 

名称 第一回 Sport in Life コンソーシアム取組事例発表／意見交換・交流

会 

日時 令和３年 12 月８日（水）15:00〜16:15 

場所 オンライン開催（Zoom） 

参加対象者 コンソーシアム加盟団体の皆様 

参加者人数 43 名 

プログラム ○事例発表 

コンソーシアム加盟団体の中から、Team Sport in Life「#久しぶり

系」「#ジモト系」「#ネオスポーツ系」のテーマに沿った取組を推進

している団体による具体的な施策についての発表。 

発表者は下記３名 

#久しぶり系「公益財団法人全日本空手道連盟」 

#ジモト系「株式会社ＬＡＷＮ」 

#ネオスポーツ系「株式会社ワントゥーテン」 

 

○意見交換・交流会 

３つのグループに分かれ「スポーツ実施者の増加に向けてできる取組

・工夫」をテーマに活発な議論を展開いただいた。 
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（２） 加盟団体メールマガジン 

加盟団体へのサポートとして、スポーツ庁や関係機関からの情報やトピックスをメー

ルマガジンにて配信を行った。 

メールマガジン配信内容詳細は下図表のとおり。 

 

図表 10 メールマガジン配信内容詳細 
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５． スポーツエールカンパニー2022 への対応 

（１） 申請受付事務局の開設 

従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業

を認定する「スポーツエールカンパニー」認定制度の運営を行うため、令和３年９月

15 日～11 月 22 日の間、申請受付事務局を開設し、申請書類の受付、提出書類の確認

及び問合せ対応等を実施した。 

また、今回より本制度に連続して５年以上認定を受けた企業には、認定機関等に応じ

て異なる認定マークの色及び呼称を付与した。 

 

連続認定企業として認定マークの色及び呼称は以下のとおり。 

 

・（ア）認定期間５年～６年：Bronze（ブロンズ） 

・（イ）認定期間７年～９年：Silver（シルバー） 

・（ウ）認定期間 10 年以上 ：Gold（ゴールド） 

・上記（ア）～（ウ）の連続認定企業のうち、従業員の週 1 回以上のスポーツ実施率

が 65％以上の企業：＋（プラス） 

 

（２） スポーツエールカンパニー認定証の発行 

スポーツエールカンパニー認定委員会で認定された 685 社に対して、認定通知、認

定証の発行などの業務を実施した。（平成 29年認定 217 社、平成 30 年認定 347 社、

令和元年認定 533 社、2021年度認定 623 社）。 

本年度の認定企業数のうち５年連続で認定を受けた 74 社を初めて「ブロンズ」認定

とした。 

スポーツエールカンパニー認定証は下図表のとおり。 

 

図表 11 令和３年度スポーツエールカンパニー認定証 

「認定証」    「ブロンズ認定証」 「ブロンズ＋認定証」 

 

「認定ロゴ」  「ブロンズ認定ロゴ」 「ブロンズ+認定ロゴ」 
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第２章 Sport in Life ムーブメントの創出  

１． ホームページや SNS 等を活用した情報発信 

Sport in Life ムーブメントの普及・定着を図るため、ホームページ・SNS を活用し、ス

ポーツ実施者増加につながる情報や加盟団体の取組事例などコンテンツ制作や情報発信

を実施。 

 

（１） アンバサダーの起用 

「Sport in Life ムーブメント」の啓発行うため、本年度は５名のアンバサダーを起

用。「ひとつのチームで、スポーツをもっと生活の中へ！目指せ、シューイチ、1000 万

人運動！」を合い言葉とし、国民の一人一人に行動を喚起させるためのチームを結成さ

せ、グラフィック展開を図った。 

また、「スポーツ実施を妨げている課題」に対応するため、様々なスポーツを５つに

分類し、アンバサダーたちをそれぞれのリーダーに就任させ、ターゲットに寄り添うか

たちでメッセージを発信した。 

 

起用したアンバサダー、分類は下記のとおり。 

・ネオスポーツ系：武井壮（タレント・日本フェンシング協会会長） 

・ながら系：ゆりやんレトリィバァ (お笑いタレント) 

・地元系：長友佑都 (サッカー日本代表) 

・親子系：寺田明日香 (100m ハードル日本記録保持者) 

・久しぶり系：村上佳菜子 (タレント・プロスケーター) 

 

アンバサダーを活用したキーグラフィックは下図表のとおり。 

 

図表 12 令和３年度「Sport in Life プロジェクト」キーグラフィック 

 

  



 

 

11 

 

（２） ホームページの改修 

本年度のホームページ運用においては、一般生活者向け情報とコンソーシアム加盟

団体向け情報の発信方法を整理し、アンバサダーを活用した動画コンテンツの拡充、

加盟団体の取組事例紹介記事の掲載など、大幅改修を行い、国民の一人一人にスポー

ツ実施の行動について喚起を行った。 

ホームページの構成は下図表のとおり。 

 

図表 13 令和３年度「Sport in Life プロジェクト」ホームページ構成 
ページ名称 URL 改修内容

1 トップページ https://sportinlife.go.jp/ デザイン変更・CMS化

2 Sport in Lifeとは？ https://sportinlife.go.jp/about/ デザイン変更

3 Team Sport in Life 一覧 https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/ 新規作成/CMS化

4 Team Sport in Life #ネオスポーツ系 https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category1/ 新規作成/CMS化

5 Team Sport in Life #親子系 https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category2/ 新規作成/CMS化

6 Team Sport in Life #ジモト系 https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category3/ 新規作成/CMS化

7 Team Sport in Life #久しぶり系 https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category4/ 新規作成/CMS化

8 Team Sport in Life #ながら系 https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category5/ 新規作成/CMS化

9 Team Sport in Life #ネオスポーツ系ー詳細ページ https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category1/article1.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category1/article2.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category1/article3.html 新規作成/CMS化

10 Team Sport in Life #親子系ー詳細ページ https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category2/article1.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category2/article2.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category2/article3.html 新規作成/CMS化

11 Team Sport in Life #ジモト系ー詳細ページ https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category3/article1.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category3/article2.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category3/article3.html 新規作成/CMS化

12 Team Sport in Life #久しぶり系ー詳細ページ https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category4/article1.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category4/article2.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category4/article3.html 新規作成/CMS化

https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category4/article4.html 新規作成/CMS化

13 Team Sport in Life #ながら系ー詳細ページ https://sportinlife.go.jp/teamsportinlife/category5/article1.html 新規作成/CMS化

14 Sport in Life コンソーシアム https://sportinlife.go.jp/consortium/ デザイン変更

15 参画団体一覧 https://sportinlife.go.jp/participant/ ヘッダー・フッター差替え

16 Sport in Life コンソーシアム 規約 https://sportinlife.go.jp/doc/sil_consortium_terms_200228.pdf 流用

17 Sport in Life ロゴマーク使用規約 https://sportinlife.go.jp/doc/sil_logo_terms_200207.pdf 流用

18 Sport in Life コンソーシアム加盟申請書 [WORD] https://sportinlife.go.jp/doc/sil_logo_app_use_210401.docx 新規作成

19 Sport in Life コンソーシアム活動報告書 [EXCEL] https://sportinlife.go.jp/doc/sil_consortium_report_210401.xlsx 新規作成

20 スポーツエールカンパニーとは https://sportinlife.go.jp/sports_yell_company/ デザイン変更

21 広報ツールダウンロード https://sportinlife.go.jp/prtool/ 流用

22
令和３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
https://sportinlife.go.jp/offer_1.html 新規作成

23
令和３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）」採択団体一覧表【PDF】
https://sportinlife.go.jp/doc/offer_experiment.pdf 新規作成

24
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
https://sportinlife.go.jp/offer_1_2020.html 流用

25
令和３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
https://sportinlife.go.jp/offer_2.html 新規作成

26
令和３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）」採択団体一覧表【PDF】
https://sportinlife.go.jp/doc/offer_experiment_02.pdf 新規作成

27
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
https://sportinlife.go.jp/offer_2_2020.html 流用

28 Sport in Life アワード https://sportinlife.go.jp/award/ 新規作成

29 Sport in Life アワード 応募要項ダウンロード [PDF] https://sportinlife.go.jp/award/images/1_SiL_award_overview.pdf 新規作成

30 Sport in Life アワード 応募申込書ダウンロード [Excel] https://sportinlife.go.jp/award/images/1_SiL_award.xlsx 新規作成

31 第一回「Sport in Life アワード」受賞団体一覧 https://sportinlife.go.jp/award/result/ 新規作成

32 第一回「Sport in Life アワード」事例集のダウンロードはこちら https://sportinlife.go.jp/award/result/images/result.pdf 新規作成

33 #週イチスポーツしよう！キャンペーン https://sportinlife.go.jp/campaign/ 新規作成

34 お知らせ一覧 https://sportinlife.go.jp/news/ ヘッダー・フッター差替え

35 お知らせ詳細 https://sportinlife.go.jp/news/****** ヘッダー・フッター差替え

36 関連コンテンツ https://sportinlife.go.jp/contents/ ヘッダー・フッター差替え

37 参考事例 https://sportinlife.go.jp/case/ ヘッダー・フッター差替え

38 プライバシーポリシー https://sportinlife.go.jp/privacy/ ヘッダー・フッター差替え

39 利用規約 https://sportinlfe.go.jp/terms/ ヘッダー・フッター差替え
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図表 14 アンバサダーを活用した動画コンテンツ 
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図表 15 加盟団体の取組事例紹介記事 
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（３） SNS（公式 Twitter）の開設 

Sport in Life ムーブメントの普及・定着を図るため公式 Twitter を開設し、スポ

ーツ実施者増加のための情報発信、Sport in Life プロジェクトへの理解を深めるため

の情報発信を行った。 

公式 Twitter での情報発信状況は下図表のとおり。 

 

図表 16 「Team Sport in Life」公式 Twitter 
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２． 報道媒体等を活用した普及啓発  

「Sport in Life プロジェクト」を周知し、全国的なムーブメントを創出するため、報

道媒体を活用した PR 施策を企画。媒体向けにコンテンツ設計、リリース制作・配信を行

い、メディアプロモートを実施。WEB メディアを中心にニュース記事での露出を獲得し

た。 

実施した PR 施策は下記の図表のとおり。 

 

図表 17 PR 施策概要 

項目 内容 

概要 長友佑都選手が室伏広治スポーツ庁長官を表敬訪問 

日時 2021年７月５日（月） 

タレント 長友佑都 

掲載記事数 WEBメディア：123 件 

内容 

  

「Sport in Life プロジェクト」アンバサダーを務めるサッカー日本代表の長

友佑都氏がスポーツ庁室伏広治長官を表敬訪問する施策を実施。二人の対談内容

をリリースにまとめメディアへ配信し、ニュース記事での露出を確保した。 

 

 

項目 内容 

概要 第一回「Sport in Life アワード」表彰式』 

『令和３年度「Sport in Lifeコンソーシアム総会」』 

日時 2022年３月１日（火） 

掲載記事数 WEBメディア：62件 

内容 

  

3月 1 日に実施した『第一回「Sport in Life アワード」表彰式』についてリ

リースにまとめメディアへ配信し、ニュース記事での露出を確保した。 
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３． 国民向けの啓発ツールの作成 

国民に対しスポーツの実施を啓発・誘引することを目的とした、チラシ、ポスター、

動画コンテンツなど啓発ツールを制作した。 

制作した啓発ツールは下記図表のとおり。 

 

図表 18 国民向け啓発ツール 

 

キーグラフィック 

 

アンバサダーポスター           動画コンテンツ             
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４． 国民参加型のスポーツ機会の提供 

東京オリパラ大会で世界のアスリートの競技を「見て」「応援」することにより得ら

れた感動や興奮を、自らがスポーツを「する」機運の醸成につなげられるようにするた

め、Twitter を活用した国民参加型のキャンペーンを実施。 

 実施したキャンペーン詳細は下図表のとおり。 

 

図表 19 国民参加型のキャンペーン概要 

 

 

 

  

項目 内容 

概要 「#週イチスポーツしよう！」キャンペーン 

日時 2021年９月 15 日～10 月 30 日 

内容  キャンペーン期間中に、Team Sport in Life の公式 Twitter アカウ

ントをフォローし、指定ハッシュタグ「＃週イチスポーツしよう」

と、五つの対象投稿の中から応援したいスポーツのハッシュタグ「＃

〇〇系」の２種類のハッシュタグつけて、スポーツを楽しんだことを

一つ以上ツイートしてもらう。ツイートしていただいた人の中から抽

選で合計 20 名様に、チームユニフォームをプレゼント。 

 

キャンペーン

ビジュアル 

 

 
 

参加者による

投稿 
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５． Sport in Life アワード等の顕彰制度の企画・実施  

 加盟団体の活動や団体間の連携を活性化し、スポーツ実施者の増加につながる優秀な

取組を全国に展開するため、加盟団体の活動を対象に Sport in Life アワードを企画

し、運営を行った。 

（１） Sport in Life アワードの企画・実施概要 

スポーツ人口拡大への貢献に資する優れた取組を募集し、表彰する「Sport in Life

アワード」を創設。本アワードで受賞された取組を起点に、広く社会へ発信すること

で、より多くの国民のスポーツ参加の機会を創出し、Sport in Life の実現を目指し

た。Sport in Life アワードの企画・実施概要は下図表のとおり。 

 

図表 20 Sport in Life アワードの企画・実施概要 

項目 内容 

名称 第一回 Sport in Life アワード 

実施期間 応募受付：企業部門・団体部門 令和３年９月 15 日(水)～11 月 12 日(金） 

応募受付：自治体部門 令和３年９月 15 日(水)～11 月 19 日(金）  

表彰式：令和４年３月１日(火）会場:日比谷国際ビルコンファレンススクエア／オンライン 

応募対象 地方公共団体・関連団体、スポーツ関連団体(スポーツに関する活動を主に実施している団

体／競技団体など）、 経済団体、学校・教育団体、医療福祉団体、民間企業など。 

募集部門 □企業部門  □団体部門  □自治体部門 

表彰 ・Sport in Life 2021 大賞（最優秀賞）１件 

・Sport in Life 2021 企業部門  優秀賞 ３件程度 

・Sport in Life 2021 団体部門  優秀賞 ３件程度 

・Sport in Life 2021 自治体部門 優秀賞 ３件程度 

取組募集 

アクション 

■子供向けアクション  

 空き地や生活道路など、子供が身近な場所で自由に運動遊びをする 

 環境を整備した。親子で一緒にスポーツを楽しむ取組が広がった。  

■中高生向けアクション 

子供や若者が、地元でスポーツをする・始める機会につながった。 

 SNS やゲームなどをきっかけにスポーツにつなげる取組を行った。  

■ビジネスパーソン向けアクション 

  仕事や通勤をしながら、ちょっとした工夫でできる運動を推進した。  

 子供をきっかけに、親世代のスポーツ実施が促進された。 

■高齢者/障害者向けアクション 

 誰もが一緒に楽しめる、自分に合わせて楽しめるスポーツを実施した。 

 スポーツを通じて「地域デビュー」することが促進された。 

■女性向けアクション  

 日常生活、動作の中で、いつの間にか運動をしている仕掛けをつくった。  

 スポーツの楽しさ、カッコよさなどを入口にスポーツ実施につなげた。 

評価視点 ・Sport in Life の理念を理解し、スポーツ人口の増加が期待できるか？ 

・スポーツを行うきっかけづくりにつながっているか？ 

・スポーツを行う習慣化につながっているか？ 

・スポーツへの親しみやすさにつながっているか？ 

・取組モデルとして他への広がりが期待できるか？ 

応募件数 合計 85 件 
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図表 21 Sport in Life アワード 審査員 

 

審査員  
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図表 22 Sport in Life アワード 受賞団体 12 団体 

Sport in Life 2021 大賞 (最優秀賞)(1 件) 

各部門 事業者・団体名  取組名 

大賞（最優秀賞 1 件） 一般社団法人 TOKYO PLAY 「渋谷どこでも運動場プロジェクト」 

   

Sport in Life 2021 優秀賞(11 件) 

各部門 事業者・団体名  取組名 

Sport in Life 2021 

企業部門 

(優秀賞 4 件) 

株式会社 biima 「biima sports（ビーマスポーツ）」 

株式会社フットボールクラブ 水戸ホーリ

ーホック 

「第 1 回水戸ホーリーホックグラウン

ドゴルフ大会」 

stadiums 株式会社 「7—9PARK」 

東京西サトー製品販売株式会社 
「職場からゼロ分！勤務中の本格ヨガ

で体も頭も心もスッキリ！」 

Sport in Life 2021 

団体部門 

(優秀賞 3 件) 

NPO 法人北摂ベースボールアカデミー 
「誰でもいつでも個人で始めやすい野

球環境への取組」 

認定 NPO 法人改革プロジェクト 
「パトラン（パトロールランニン

グ）」 

FUJIO PROJECT 

「神奈川県逗子市における子供から大

人まで楽しめる御当地スポーツとして

のトレイルランニング〜環境教育との

融合を通じた持続可能なアウトドアス

ポーツ普及への取組」 

Sport in Life 2021 

自治体部門 

(優秀賞 4 件) 

神奈川県厚木市教育委員会社会教育部 

スポーツ推進課 

「あつぎサーチウォーク チャレン

ジ」 

神奈川県藤沢市 

「神奈川県藤沢市における市民全体の

身体活動促進プロジェクト「ふじさわ

プラス・テン」」  

長野県 

「パラウェーブ NAGANO プロジェクト～

（公財）日本財団パラリンピックサポ

ートセンターと協働で取り組む長野県

発の未来社会プロジェクト～」 

福井県交流文化部文化・スポーツ局スポ

ーツ課 
「街なかピンポン」 
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（２） Sport in Life アワードの制作物 

「Sport in Life アワード」の実施に当たっては、専用のホームページ、申込書、応

募要項を制作し、実運営を行った。 

Sport in Life アワードの制作物は下図表のとおり。 

 

図表 23 Sport in Life アワード ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

図表 24 Sport in Life アワード 応募要項(表紙) 
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図表 25 Sport in Life アワード 応募申込書 

 

※必要に応じて⾏追加・削除して構いませんが、必ず出⼒１枚に収まるようにまとめてください

⑨取組の様⼦がわかる

写真・ イラスト ・ 図表等

※任意

※参考アンケート※   ご応募される取組が以下アクションに近しいものに○を付けてくださいませ。選考には影響されませんのでご安⼼くださいませ。

⑫取組アクショ ン

（ 複数選択可）  

※任意

（１）⼦供向けアクション︓空き地や⽣活道路など、⼦供が⾝近な場所で⾃由に運動遊びをする環境を整備した。親⼦で⼀緒にスポーツを楽しむ取組が広がった。 

（２）中⾼⽣向けアクション︓⼦供や若者が、地元でスポーツをする・はじめる機会につながった。SNSやゲームなどをきっかけにスポーツにつなげる取組を⾏った。

（３）ビジネスパーソン向けアクション︓仕事や通勤をしながら、ちょっとした⼯夫でできる運動を推進した。⼦供をきっかけに、親世代のスポーツ実施が促進された。

（４）⼥性向けアクション︓⽇常⽣活、動作の中で、いつの間にか運動をしている仕掛けをつくった。スポーツの楽しさ、カッコよさなどを⼊⼝にスポーツ実施につなげた。

（５）⾼齢者/障害者向けアクション︓誰もが⼀緒に楽しめる、⾃分に合わせて楽しめるスポーツを実施した。スポーツを通じて「地域デビュー」することが促進された。

⑪成果・ 今後の期待

※必須

⑩取組の様⼦がわかる

W EBページ／SN S

※任意

※取組から得られた成果や、今後スポーツ実施者の増加が期待される点、アピールしたい点を図表・⽂章等で簡潔にまとめてください

④代表応募者

(メ ールアド レス )※必須

⑧取組の概要  ※必須

※実施内容の概要（背景や⽬的、⽅法、成果、ユニークなポイント)を簡潔にまとめてください。(最⼤800⽂字）

※枠内に写真、イラスト、図表等を貼り付けてください。またそれぞれに簡単な説明を記載してください。

                        〜  ⑦取組実施期間 ※必須
(例)令和２ 年4⽉1⽇〜令和３ 年３ ⽉31⽇

⑤代表応募者(電話番号)

※必須

第⼀回「 Sp o rt in  Lifeアワード 」 応募申込書

   応募部⾨  ※必須

①所属団体名  ※必須
コンソーシアム加盟の有無

※応募にあたり加盟は必須

⑥取組・ 活動名 ※必須

②代表応募者名 ※必須
③共同応募者名 

※任意

企業部⾨ 団体部⾨ ⾃治体部⾨



 

 

24 

 

（３） 『第一回「Sport in Life アワード」表彰式』実施 

応募総数 85 件の中から決定した 12 件の受賞団体に対して表彰を行うイベントを実

施。イベントの様子は YouTube を活用しオンラインでも配信した。 

『第一回「Sport in Life アワード」表彰式』の内容は下図表のとおり。 

 

図表 26 『第一回「Sport in Life アワード」表彰式』 実施内容 

 

 

項目 内容 

概要 第一回「Sport in Life アワード」表彰式』 

日時 2022年３月１日（火）14:45～16:50 

場所 日比谷国際ビルコンファレンススクエア：8A、8B、8C 

オンライン開催（YouTube LIVE） 

内容 【第一回「Sport in Life アワード」表彰式】 

・「Sport in Life アワード」表彰式開会 

・「Sport in Life アワード」審査員紹介 

・「Sport in Life アワード」表彰式（12団体） 

・「Sport in Life アワード」表彰事例発表（4 団体） 

・「Sport in Life アワード」審査員総評閉会挨拶 

実施写真  
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併せて受賞プロジェクトの事例をまとめた PDF を作成し、ホームページに格納をし

た。 

事例集の内容は下図表のとおり。 

 

図表 27『第一回「Sport in Life アワード」事例集』 
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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実験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 9,000 千円（税込み）を上限とした。 

実証実験のテーマは、実証実験のテーマは以下の中から選択して実施するものとし

た。 

 

① 子供（主に未就学児～小学校低学年）のスポーツ実施を妨げている要因の解決に向け

た実証実験 

② 中高生のスポーツ実施を妨げている要因の解決に向けた実証実験 

③ ビジネスパーソンのスポーツ実施を妨げている要因の解決に向けた実証実験 

④ 女性（特に 10代～20 代前半）のスポーツ実施を妨げている要因の解決に向けた実証

実験 

⑤ 外出自粛やテレワークの普及に伴う運動不足の解消、感染症予防対策など、コロナ禍

においてスポーツ実施を妨げている要因の解決に向けた実証実験  
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２． 実証実験の採択、実施支援、進捗管理、効果検証  

（２） 実証実験の公募・採択 

前述の公募要領、審査基準、企画提案書様式等により、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、外部有識者による審査委員での一

次審査の実施、また中央幹事会による最終審査を経て、採択団体を選定した。 

公募・採択の詳細は下図表のとおり。 

   

図表 28 実証実験の公募、採択の流れ  
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図表 29 実証実験の公募・採択スケジュール 
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（３） 採択団体一覧 

「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」について、前述の審

査を経て全11団体を採択した。  

採択された団体は下図表のとおり。 

 

図表 30 実証実験の採択団体一覧 
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（４） 実施支援、進捗管理 

前述の採択団体が実施する実証実験について実施支援、進捗管理等を実施した。具体

的には、採択団体へ毎月の活動内容報告を依頼し、進捗状況を確認。計画通りに進捗し

ていない団体については、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団体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。 

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、３月１日に公募事業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を報告してもらい、中央幹事会からコメントを聴取した。 

 

毎月の活動内容報告に使用したフォーマットは下図表のとおり。 

 

図表 31 実証実験 活動報告フォーマット  
令和３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／ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業）

月次進捗報告シート（概要）

※原則として、翌月５日までに提出してください。

※必要に応じて行・詳細項目を加除修正してください。

※当初計画からの変更箇所は赤字で修正してください。

月度報告

更新日

団体名

事業タイトル

大項目 詳細 開始日 終了日 開始日 終了日

企画立案

事業実施

プロモーション

効果検証

取組状況の

情報発信

2021年10月

予定 実績

2021年11月

予定 実績予定 実績

2021年9月

作業項目 予定 実績
担当（団体名） 特記事項（変更点の詳細等）

※前回報告以降の進捗を、できるだけ具体的に記載してください。

団体名 月度報告

事業タイトル 更新日

〇企画立案について

〇事業実施について

〇プロモーションについて

〇効果検証について

〇取組状況の情報発信について

令和３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／ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業）

前回報告からの進捗シート（詳細）
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（５） 実施報告 

 採択団体に対して、実施した実証実験についての効果検証を依頼。実施概要、効果検

証の方法と結果、結果に基づく要因の分析（仮説検証）、今後の展開等を取りまとめ、

報告書として提出いただいた。 

 各採択団体からの報告内容は下記図表のおとり。 

 

図表 32 実証実験の報告資料 

① 株式会社アシックス 
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② 特定非営利活動法人沖永良部スポーツクラブ・ELOVE 

 

 

③ 株式会社ココカラファイングループ 
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④ スポーツデータバンク株式会社 

 

 

⑤ 株式会社第一興商 
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⑥ 株式会社つくばウエルネスリサーチ 

 

 

⑦ 株式会社ティップネス 
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⑧ 日本コンベンションサービス株式会社 

⑨ 公益財団法人枚方市スポーツ協会 
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⑩ 公益財団法人横浜 YMCA 

 

⑪ 吉本興業株式会社 
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図表 33 令和２年度に実施した実証実験について、採択団体へのヒアリングシート 

  

Sport in Life プロジェクトは、ご存知のとおり、Sport in Lifeコンソーシアム加盟団体が連携・協働して先進事例を形成し、

それを継続・横展開していくことで、スポーツ参画人口の拡大に向けた取組モデルを創出することを目的としています。

つきましては、貴団体の昨年度実施されました委託事業のフォローアップをさせていただきたく、下記のヒアリングシートのご記入に

ご協力をお願いいたします。

団体名

事業タイトル

貴団体が昨年度実施した委託事業に関連して、以下の状況を教えてください。

継続的な取組みに関しては、スポーツ庁またはSport in Lifeのホームページに掲載させていただく場合がございます。

１．委託事業修了後、自立的な取組として事業の継続をはかれていますか。

　また、継続できている場合は、どのような形で継続しているのか具体的に教えてください。

２．１．で継続できていないと答えた方にお聞きします。継続できなかった理由や課題があれば教えてください。

　また、今後継続していくための取組計画についてもご記載ください。

３．貴団体の実施した委託事業は、他分野や他地域などに横展開されましたか。

　横展開された場合はどのような形の横展開か具体的に教えてください。

４．３．で横展開できなかったと答えた方にお聞きします。横展開できなかった理由や課題があれば教えてください。

　また、今後、横展開をはかるうえでの取組計画についてもご記載ください。

５．今年度のSport in Lifeプロジェクトでは、広報活動の一環として、スポーツ参画人口拡大に向けた取組を以下の５つの

　切り口からPRしています。貴団体の事業についても、Sport in Life ホームページ等でご紹介させていただく可能性があります。

　参考までにお聞かせください。貴団体の取組に当てはまりそうな切り口はありますか。あてはまるものに「〇（マル）」をつけてください。

※詳細は本年度のサイトをご覧ください。https://sportinlife.go.jp/

６．５で「〇（マル）」をつけた事業者様にお聞きします。具体的な取り組みを教えてください。

（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）

ヒアリングシート

記入日

ネオスポーツ系

親子系スポーツ

ジモト系スポーツ

久しぶり系スポーツ

ながら系スポーツ

特にあてはまるものはない
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図表 34 令和２年度に実施した実証実験について、フォローアップ状況 

 

 

  

項目 内容 

事業の継続実施数 ６件 

未実施数（検討中を含む） ３件 

継続できていない主な理由・課題 

コロナ禍・緊急事態宣言の影響により、施設利用制限や活動そ

のものを控える動きが影響して継続困難となった事業者が複数

あった。 

 

他分野・他地域への横展開数 ２件 

未展開数（検討中を含む） ７件 

横展開できていない主な理由・課題 

事業継続に力を割いたものの、費用・リソースの課題により 

横展開まではいきつかなかった。 
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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 

１． 増加方策事業の案件組成 

２． 加盟団体間の連携により、属性や趣味・嗜好を横断したスポーツ実施者の増加に

向けた事業を 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 5,000 千

円（税込み）を上限とした。 

実証実験のテーマは、スポーツ実施者の増加に向けた取組モデルの創出につながるも

のであれば事業のテーマは自由とし、公募要領では下記の事業例のみ示した。 

 

① 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方策 

② 趣味・こだわりを誘因としたスポーツ実施者の増加方策 

③ 地域におけるスポーツ実施者の増加方策 

④ スポーツと異分野の融合による新しいコンテンツを活用した増加方策 

⑤ その他、体を動かすコンテンツ以外で、スポーツ人口の増加に寄与する増加方策 
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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 

前述の公募要領、審査基準、企画提案書様式等により、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、外部有識者による審査委員での一

次審査の実施、また中央幹事会による最終審査を経て、採択団体を選定した。 

公募・採択の詳細は下図表のとおり。 

   

図表 35 増加方策の公募、採択の流れ  
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図表 36 増加方策事業の公募・採択スケジュール 
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（２） 採択団体一覧 

「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、前述の審査を経て

全10団体を採択した。  

採択された団体は下図表のとおり。 

図表37 増加方策事業の採択団体一覧 
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（３） 実施支援、進捗管理 

前述の採択団体が実施する増加方策事業について実施支援、進捗管理等を実施した。

具体的には、採択団体へ毎月の活動内容報告を依頼し、進捗状況を確認。計画通りに進

捗していない団体については、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団体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。 

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、３月１日に公募事業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を報告してもらい、中央幹事会からコメントを聴取した。 

毎月の活動内容報告に使用したフォーマットは下図表のとおり。 

 

図表 38 増加方策事業 活動報告フォーマット 

  

令和３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／ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業）

月次進捗報告シート（概要）

※原則として、翌月５日までに提出してください。

※必要に応じて行・詳細項目を加除修正してください。

※当初計画からの変更箇所は赤字で修正してください。

月度報告

更新日

団体名

事業タイトル

大項目 詳細 開始日 終了日 開始日 終了日

企画立案

事業実施

プロモーション

効果検証

取組状況の

情報発信

2021年10月

予定 実績

2021年11月

予定 実績予定 実績

2021年9月

作業項目 予定 実績
担当（団体名） 特記事項（変更点の詳細等）

※前回報告以降の進捗を、できるだけ具体的に記載してください。

団体名 月度報告

事業タイトル 更新日

〇企画立案について

〇事業実施について

〇プロモーションについて

〇効果検証について

〇取組状況の情報発信について

令和３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／ターゲット横断的なスポーツ実施者の増加方策事業）

前回報告からの進捗シート（詳細）
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（４） 効果検証 

採択団体に対して、実施した増加方策事業についての効果検証を依頼。実施概要、効

果検証の方法と結果、結果に基づく要因の分析（仮説検証）、今後の展開等を取りまと

め、報告書として提出いただいた。 

各採択団体からの報告内容は下記図表のおとり。 

 

図表 39 増加方策事業の報告資料 

 

① 一般社団法人運動会協会 

 

② 一般社団法人慶應ラグビー倶楽部  
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③ 特定非営利活動法人神戸アスリートタウンクラブ 
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④ 社会福祉法人信和会 
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⑤ 特定非営利活動法人スポーツ・サンクチュアリ・川口 

 

 

⑥ 嬬恋村 
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⑦ 一般社団法人日本メンタルトレーナー協会 

 

 

 

⑧ 株式会社東日本放送 
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⑨ 公益財団法人明治安田厚生事業団 
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⑩ 株式会社 YMFG ZONE プラニング 
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３． 令和２年度に実施した増加方策事業にかかるフォローアップ 

 令和２年度に実施した増加方策について、採択団体へのアンケートを実施しした。 

アンケート内容は下図表のとおり。 

 

図表 40 令和２年度に実施した実証実験について、採択団体へのヒアリングシート 

  

Sport in Life プロジェクトは、ご存知のとおり、Sport in Lifeコンソーシアム加盟団体が連携・協働して先進事例を形成し、

それを継続・横展開していくことで、スポーツ参画人口の拡大に向けた取組モデルを創出することを目的としています。

つきましては、貴団体の昨年度実施されました委託事業のフォローアップをさせていただきたく、下記のヒアリングシートのご記入に

ご協力をお願いいたします。

団体名

事業タイトル

貴団体が昨年度実施した委託事業に関連して、以下の状況を教えてください。

継続的な取組みに関しては、スポーツ庁またはSport in Lifeのホームページに掲載させていただく場合がございます。

１．委託事業修了後、自立的な取組として事業の継続をはかれていますか。

　また、継続できている場合は、どのような形で継続しているのか具体的に教えてください。

２．１．で継続できていないと答えた方にお聞きします。継続できなかった理由や課題があれば教えてください。

　また、今後継続していくための取組計画についてもご記載ください。

３．貴団体の実施した委託事業は、他分野や他地域などに横展開されましたか。

　横展開された場合はどのような形の横展開か具体的に教えてください。

４．３．で横展開できなかったと答えた方にお聞きします。横展開できなかった理由や課題があれば教えてください。

　また、今後、横展開をはかるうえでの取組計画についてもご記載ください。

５．今年度のSport in Lifeプロジェクトでは、広報活動の一環として、スポーツ参画人口拡大に向けた取組を以下の５つの

　切り口からPRしています。貴団体の事業についても、Sport in Life ホームページ等でご紹介させていただく可能性があります。

　参考までにお聞かせください。貴団体の取組に当てはまりそうな切り口はありますか。あてはまるものに「〇（マル）」をつけてください。

※詳細は本年度のサイトをご覧ください。https://sportinlife.go.jp/

６．５で「〇（マル）」をつけた事業者様にお聞きします。具体的な取り組みを教えてください。

（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）

ヒアリングシート

記入日

ネオスポーツ系

親子系スポーツ

ジモト系スポーツ

久しぶり系スポーツ

ながら系スポーツ

特にあてはまるものはない
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図表 41 令和２年度に実施した実証実験について、フォローアップ状況 

  

項目 内容 

事業の継続実施数 ７件 

未実施数（検討中を含む） １件 

継続できていない主な理由・課題 

継続できていない事業者はヒアリング出来た中では１団体の

み。未継続理由は、事業参加時間・場所のバラツキに対応しき

ることができないことを挙げられていた。 

他分野・他地域への横展開数 ６件 

未展開数（検討中を含む） ２件 

横展開できていない主な理由・課題 
コロナ禍・緊急事態宣言の影響に加え、経営資源の不足が課題

として挙げられていた。 
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第５章 本事業の成果と課題

１． 調査の実施 

（１） 調査の概要 

Sport in Life ムーブメントの普及・定着のため実施した各種施策により、生活者の運

動・スポーツに対する意識･行動に変化があったかを確認するため、インターネット定量

調査を実施。調査内容は下図表のとおり。 

 

図表 42 「Sport in Life プロジェクト｣効果測定調査概要 

項目 内容 

調査目的 実施した施策により、生活者の運動・スポーツに対する意識･行動に変化があっ

たかを確認。 

調査手法 インターネット定量調査 

調査エリア 全国 

対象者条件 15～69歳男女 1500サンプル (性年代の人口構成に合わせて割付) 

 

調査時期 2021/11/1(月)～2021/11/4(木) 
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（２） 調査の結果 

Sport in Lifeプロジェクト、施策認知度は 10％程度だったものの、評価としては好感度をはじめ、

好意的な声が多くみられた。そのため、広告・PR 等で施策に接触する機会を創出できていれば、より

高い効果を得られていたのではないかと推定できる。調査結果概要は下図表のとおり。 

 

図表 43 「Sport in Life プロジェクト｣効果測定調査結果概要 

項目 内容 

「Sport in 

Life 推進プ

ロジェクト」

の認知度 

・プロジェクト認知度 11.5% 

(確かに知っている 2.1%、見聞きしたような気がする 9.4%) 

・好感度 52.0%、親しみ度 44.2%、印象度 41.1% 

各施策認知率 ・プロジェクト動画コンテンツ認知度 9.7% 

(確かに知っている 2.2%、見聞きしたような気がする 7.5%)。 

・プロジェクトウェブサイト認知度 10.2% 

(確かに知っている 3.0%、見聞きしたような気がする 7.2%)。 

・公式 Twitter アカウント認知度 8.5% 

(確かに知っている 2.4%、見聞きしたような気がする 6.1%)。 

各施策の態度

変容 

・プロジェクト動画コンテンツ：好感度 53.7%。親しみ度 45.1%、印象度 42.5%。 

・プロジェクトウェブサイト、Twitter アカウント：好感度 49.9%、親しみ度

43.9%、印象度 38.6%。 

｢Sports in 

Lifeプロジェ

クト動画で印

象に残ったシ

ーン 

｢長友佑都さん｣38.6%、｢武井壮さん｣27.9%、｢ゆりやんレトリィバァさん｣26.6%、 

｢村上佳菜子さん｣22.1％、｢｢週イチスポーツしよう！｣というメッセージ｣19.6% 

 

＊一番印象に残ったシーン：｢長友佑都さん｣に続き｢｢週イチスポーツしよう！｣が

2位で、メインメッセージが一番印象に残った人も多い。 
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２． 成果と課題 

Sport in Life コンソーシア加盟促進においては、目標としていた新規加盟数 500 団

体を超え、581 団体の加盟申請を受け付けることがき、今年度末時点での総加盟団体数は

1,676 団体にまで伸長した。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の 2 つの公募事業においても、

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われる。 

 

また、情報発信施策においてはアンバサダーの起用、ホームページの改修、公式

twitter の開設など、国民の一人一人に向けてスポーツ実施を喚起させるための施策を注

力して行った。実施した施策認知度は 11％程度だったものの、評価としては好感度も高

く、好意的な声が多くみられ、国民のスポーツ実施率向上に一定の効果があったものと

思われる。 

 

一方で、本事業を推進していく中でいくつかの課題もあり、大きく下記 3 つの点が今

後事業を進めていく上でも重要な項目だと考える。 

 

① コンソーシアム加盟団体のつながり強化 

・交流会開催を行ったものの、参加者からは更なる交流を望む声が多数あった。 

・交流会開催時のみでの交流に留まり、加盟団体同士のニーズとシーズをマッチングする仕組みの提供

ができなかった。 

 

② 公募事業と事例の活用 

・報告会での事例発表に留まり、コンソーシアム加盟団体に定期的に事例を共有する仕組みがなかっ

た。 

・コンソーシアム加盟団体の活動事例をさらに拡大・横展開する仕組みが不足していた。 

 

③ Sport in Life プロジェクトの認知拡大 

・「Sport in Life プロジェクト」の認知は 11.5%と、まだまだ国民の認知が足りていない状況。 

・オウンドメディアでの情報発信にとどまり、外部への拡散が出来ていない状況 

 

 


