
事 務 連 絡   

令和４年４月２８日  

 

各都道府県・指定都市スポーツ主管課 御中 

スポーツ庁政策課 

 

スポーツ基本計画に基づくスポーツの推進に当たり 

取り組んでいただきたい点について 

 

 

 3月 25日に策定した第３期スポーツ基本計画については、同日通知にてお知らせして

いたところです。 

その際、地方公共団体向けに取り組んでいただきたい点を抜粋した資料等が完成し次

第、追ってお送りする旨お伝えしておりましたが、このたびスポーツ施策の推進にあた

り、各地方公共団体において取り組んでいただきたい点を以下のとおり抜粋しましたの

で、改めてご確認いただくとともに、別紙に記載の各制度・事業等もぜひご活用くださ

い。 

加えて、第３期計画を参酌してできる限り速やかに地域スポーツ推進計画を改定・策

定いただくようお願いいたします。 

 

 

多様な主体におけるスポーツの機会創出 

国民のスポーツ実施率を向上させ、日々の生活の中で一人一人がスポーツの価値を

享受できる社会の構築が期待されます。 

 

スポーツ界における DXの推進 

  スポーツ界において DX を導入することで、様々なスポーツに関する知見や機会を

国民・社会に広く提供することを可能とし、スポーツを「する」「みる」「ささえる」

の実効性が高まることが期待されます。 

 

スポーツの国際交流・協力 

スポーツの国際交流・協力を進めることで、スポーツ界における我が国の国際的な

位置づけを高めるとともに、スポーツを通じた国・地域・人々のつながりが強まるこ

とが期待されます。 

 

スポーツによる健康増進 

地域住民の多様な健康状態やニーズに応じて、関係省庁で連携しつつ、スポーツを

通じた健康増進により健康長寿社会の実現を目指すとともに、スポーツ実施率の向上

を通じ、厚生労働省の策定する「健康日本 21」に掲げる健康寿命の延伸が期待されま

す。 

資料４



スポーツによる地方創生、まちづくり 

全国各地で特色ある「スポーツによる地方創生、まちづくり」の取組を創出させ、

スポーツを活用した地域の社会課題の解決を促進することで、スポーツが地域・社会

に貢献し、競技振興への住民・国民の理解と支持を更に広げ、競技振興と地域振興の

好循環の実現が期待されます。 

 

スポーツの成長産業化 

  スポーツ市場を拡大し、その収益をスポーツ環境の改善に還元し、スポーツ参画人

口の拡大につなげるという好循環を生み出すことにより、スポーツ市場規模 5.5兆円

を 2025年までに 15兆円に拡大することを目指します。 

 

スポーツを通じた共生社会の実現 

誰もが「する」「みる」「ささえる」スポーツの価値を享受し、様々な立場・状況の

人と「ともに」スポーツを楽しめる環境の構築を通じ、スポーツを軸とした共生社会

を実現が期待されます。 

 

スポーツの推進に不可欠な「ハード」「ソフト」「人材」 

場づくりや環境の構築、スポーツに関わる人材の育成等を進めることで、国民がス

ポーツに親しむ上で不可欠となる「ハード（場づくり）」「ソフト（環境の構築）」「人

材」といった基盤の確保・強化が期待されます。 

 

スポーツを実施する者の安全・安心の確保 

スポーツを実施する者が、本人の希望しない理由等でスポーツから離れたり、スポ

ーツに親しむ機会を奪われたりすることがないよう、スポーツを実施する者の心身の

安全・安心を確保します。 

 

 

域内の市区町村等関係機関及び関係団体に対してもこの旨周知をお願いします。 

ご不明点等ございましたら、各担当部署にお問い合わせください。 

 

【スポーツ基本計画】 

URL：https://www.mext.go.jp/sports/content/000021299_20220316_3.pdf 

 

【第３期スポーツ基本計画特設 HP】 

 URL：https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1372413_00001.htm 

 

 

 

 

  

【本件連絡先】 
 スポーツ庁政策課企画調整室政策調整係 
 電 話：03－5253－4111（内線 3936） 
 メール：sseisaku@mext.go.jp 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021299_20220316_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1372413_00001.htm


（別紙） 

活用できる主な制度・事業等（令和４年４月時点） 

 

多様な主体におけるスポーツの機会創出 

・Sport in Life プロジェクト 

一人でも多くの人がスポーツを楽しみ、スポーツを通じた健康増進やいきいきとした生活の

実現に資するよう、生活の中にスポーツが取り込まれている「Sport in Life」の実現に向け

た取組を、地方公共団体、スポーツ団体、経済団体等と連携して進めます。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542_00001.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

・運動・スポーツ習慣化促進事業 

地方公共団体が地域の実情に応じて、住民が安心・安全かつ効果的な健康づくりのための楽

しい運動・スポーツを習慣的に実施するための、スポーツを通じた健康増進に資する取組を支

援します。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1399182.htm 

（スポーツによる地域活性化推進事業） 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

・障害者スポーツの推進に係る各種取組 

障害者が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤を整備するため、身近な場所でスポ

ーツを実施できる環境の整備等のための障害者のスポーツ実施状況の把握やモデル事業の創

出等を行います。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/1371929.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室 

 

・国民のスポーツライフ全般 

  国民のスポーツ実施率を向上させ、日々の生活の中で一人一人がスポーツの価値を享受で

きる社会を構築します。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/1371876.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

・障害者スポーツ全般 

障害者のスポーツ実施率が成人一般よりも低くなっている状況を踏まえ、障害の有無等を問

わず、広く人々がスポーツに参画できる環境を整備するとともに、障害者スポーツの関心を高

め、障害者スポーツの裾野を広げていくための取組を行います。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/1371877.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室 

 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542_00001.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1399182.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/1371929.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/1371876.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/1371877.htm


・運動部活動改革  

中学校等の青少年にとってふさわしいスポーツ環境の実現を目指し、まずは休日部活動の運

営主体を学校から地域へ移行することを着実に実施します。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405720.htm 

【担当部署】スポーツ庁地域スポーツ課 

 

・体育・保健体育の授業の充実 

  現行の学習指導要領では、生涯にわたって運動に親しむ資質・能力を育てることや体力の向

上を図ることをねらいとして、小学校から高等学校までを見通して、指導内容の系統化や明確

化を図っています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1398875.htm（学習指導要領） 

【担当部署】スポーツ庁政策課企画調整室 

 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

  この調査は、国が全国的な子供の体力・運動能力や運動習慣・生活習慣等を把握・分析する

ことにより、子供の体力・運動能力や運動習慣等の向上に係る施策の成果と課題を検証し、そ

の改善を図ることを目的としています。教育委員会や学校においても、状況の把握とともに、

関連施策の充実・改善にお役立てください。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1368222.htm 

【担当部署】スポーツ庁政策課企画調整室 

 

・アクティブ・チャイルド・プログラム 

子どもたちが楽しみながら積極的にからだを動かせるようにするため、子どもが発達段階に

応じて身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラムを開発し、指導現場への

普及を図ります。 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/（（公財）日本スポーツ協会 HP） 

【担当部署】スポーツ庁地域スポーツ課 

 

・幼児期運動指針 

幼児期に獲得しておくことが望ましい基本的な動きや、生活習慣及び運動習慣を身に付ける

ための効果的な取組などに関してまとめた指針を策定し、現場への活用を促進します。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousisin/1319771.htm 

【担当部署】スポーツ庁地域スポーツ課 

 

・スポーツ少年団 

一人でも多くの青少年がスポーツを楽しみ、スポーツを通して青少年のこころとからだを育

成するとともに、スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献するスポーツ団体の充実を図り

ます。 

https://www.japan-sports.or.jp/club/tabid66.html（（公財）日本スポーツ協会 HP） 

【担当部署】スポーツ庁地域スポーツ課 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405720.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1398875.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1368222.htm
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousisin/1319771.htm
https://www.japan-sports.or.jp/club/tabid66.html


・総合型地域スポーツクラブ 

人々が多世代・多種目にわたり、身近な地域でそれぞれの志向・レベルに合わせてスポ－ツ

に親しむことができるとともに、地域スポーツの振興やスポーツを通じた地域づくりが図れる

よう、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブの運営体制の強化を図りま

す。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1371972.htm 

https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid67.html（（公財）日本スポーツ協会 HP） 

【担当部署】スポーツ庁地域スポーツ課 

 

・女性のスポーツ参加  

女性のスポーツ実施率が男性よりも低くなっていることを踏まえ、女性特有の健康課題も踏

まえつつ、女性のスポーツ参加促進に向けた取組を進めます。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/jsa_00040.html 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

・FUN+WALK PROJECT 

ビジネスパーソンのスポーツ参画人口拡大に向け、普段の生活から気軽に取り入れることの

できる「歩く」ことに「楽しい」を組み合わせることで、自然と「歩く」習慣が身につくよう

な取組を進めます。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

・感動する大学スポーツ総合支援事業 

  安全安心な大学スポーツ環境の確立促進等の「大学スポーツ自体の振興」と、大学スポーツ

の資源を活用した「大学スポーツによる地域振興」とを総合的に支援し、「感動する大学スポ

ーツ」の実現を目指します。 

 https://www.mext.go.jp/sports/content/000021306_20220317_3.pdf  

【担当部署】スポーツ庁地域スポーツ課 

 

・スポーツエールカンパニー 

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「スポ

ーツエールカンパニー」として認定し、社員がスポーツに親しめる環境づくりを進めることで、

「働き盛り世代」をはじめとした国民全体のスポーツ実施率の向上につなげます。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1371972.htm
https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid67.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/jsa_00040.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542.htm
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021306_20220317_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm


スポーツの国際交流・協力 

・ポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業 

東京 2020 大会の開催国として、スポーツを通じた国際協力及び交流等に官民協力で取り組

んできた「スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）」プログラムによるレガシー（裨益者数：204

か国・地域、約 1,300 万人）を発展させ、国際的に日本のスポーツの存在感を示すとともに、

国際的な課題である持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献するため、官民協力による取組

を先導し SFTの成果を国内還元するポスト SFT事業を推進します。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021330_20220317_5.pdf 

https://www.sport4tomorrow.jpnsport.go.jp/jp/（SPORT FOR TOMORROW） 

https://www.youtube.com/channel/UCJOYeNg3TDwuqoLgO8Rit2w/videos（SPORT FOR TOMORROW 

YouTubeチャンネル） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（国際担当） 

 

 

スポーツによる健康増進 

・Sport in Life プロジェクト（再掲） 

一人でも多くの人がスポーツを楽しみ、スポーツを通じた健康増進やいきいきとした生活の

実現に資するよう、生活の中にスポーツが取り込まれている「Sport in Life」の実現に向け

た取組を、地方公共団体、スポーツ団体、経済団体等と連携して進めます。  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542_00001.htm  

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課  

 

・運動・スポーツ習慣化促進事業（再掲） 

地方公共団体が地域の実情に応じて、住民が安心・安全かつ効果的な健康づくりのための楽

しい運動・スポーツを習慣的に実施するための、スポーツを通じた健康増進に資する取組を支

援します。  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1399182.htm 

（スポーツによる地域活性化推進事業） 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課  

 

・国民のスポーツライフ全般（再掲） 

国民のスポーツ実施率を向上させ、日々の生活の中で一人一人がスポーツの価値を享受でき

る社会を構築します。  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/1371876.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課  

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021330_20220317_5.pdf
https://www.sport4tomorrow.jpnsport.go.jp/jp/
https://www.youtube.com/channel/UCJOYeNg3TDwuqoLgO8Rit2w/videos
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542_00001.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1399182.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/1371876.htm


・女性のスポーツ参加（再掲） 

女性のスポーツ実施率が男性よりも低くなっていることを踏まえ、女性特有の健康課題も踏

まえつつ、女性のスポーツ参加促進に向けた取組を進めます。  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/jsa_00040.html  

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課  

 

・スポーツエールカンパニー（再掲） 

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「スポ

ーツエールカンパニー」として認定し、社員がスポーツに親しめる環境づくりを進めることで、

「働き盛り世代」をはじめとした国民全体のスポーツ実施率の向上につなげます。

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

 

スポーツによる地方創生、まちづくり 

・スポーツ・健康まちづくりの推進 

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に従い、東京大会等の「スポーツ・レガシー」

としてのスポーツによるまちづくりを促進させる。その取組の一つとして、今後取り組もうと

する自治体を応援するための「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰」を実施しています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1384512_00001.htm

（第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略「スポーツ・健康まちづくり」） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

 

・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 

「スポーツツーリズム」等を通じ交流人口の拡大により地方創生・まちづくりを推進するた

め、高付加価値コンテンツの創出に向けた取組をモデル的に支援するほか、プロモーションの

土台を総合的に強化します。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021333_20220316_2.pdf 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1387682.htm 

（スポーツツーリズムの推進） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

 

・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 

スポーツによる地方創生・まちづくりを推進していくため、「地域スポーツコミッション」

について、その「質の向上」に向け、新たな事業展開へのチャレンジ等をモデル的に支援する

とともに、その運営を担う基盤人材の育成をサポートします。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021333_20220316_3.pdf  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1372561.htm 

（地域スポーツコミッションへの支援） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/jsa_00040.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1384512_00001.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1384512_00001.htm
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021333_20220316_2.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1387682.htm
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021333_20220316_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1372561.htm


・大学スポーツによる地域振興 

大学が地域における重要な存在として役割を担うことができるよう、先進事例の情報提供等

により、大学スポーツが有する資源（施設、人材、知的資源等）を存分に活用した地方創生を

推進します。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/boshu/detail/jsa_00111.html 

（感動する大学スポーツ総合支援事業（うち「大学スポーツによる地域振興」部分）） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

 

・地域スポーツ課周辺地域の整備と調和のとれた国立スポーツ施設の民間事業化の推進 

（独）日本スポーツ振興センター（JSC）は、国立競技場の運営管理について、スタジアム

を核として、周辺地域の整備と調和のとれた民間事業への移行に向けた検討を行っています。

また、新秩父宮ラグビー場（仮称）の整備・運営については、民間のノウハウと創意工夫を最

大限活用できるよう施設整備及び運営に民間活力を活用した事業方式により実施します。 

https://www.jpnsport.go.jp/kokuritu/（国立競技場について）  

https://www.jpnsport.go.jp/corp/chotatu/tabid/1367/Default.aspx 

（新秩父宮ラグビー場（仮称）の整備・運営について） 

【担当部署】スポーツ庁政策課 

 

★スポーツによる地方創生、まちづくりは、国の第３期「スポーツ基本計画」の他のテーマにも

関係します。したがって、スポーツによる地方創生、まちづくりの関連施策は、以上にとどま

らず、様々なものがあります。 

 

 

スポーツの成長産業化 

・スタジアム・アリーナ改革の推進 

  これまでのコストセンターであったスタジアム・アリーナを、民間活力の導入により、街 

なか立地等の利便性向上や多機能複合型、収益力向上等を図ることで、施設を核としたまち 

の賑わいの創出や、周辺地域経済の活性化につながるプロフィットセンターへと転換してい 

くスタジアム・アリーナ改革を推進しています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1384234.htm 

【担当部署】スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当） 

  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/boshu/detail/jsa_00111.html
https://www.jpnsport.go.jp/kokuritu/
https://www.jpnsport.go.jp/corp/chotatu/tabid/1367/Default.aspx
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1384234.htm


スポーツを通じた共生社会の実現 

・障害者スポーツの推進に係る各種取組（再掲） 

障害者が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤を整備するため、身近な場所でスポ

ーツを実施できる環境の整備等のための障害者のスポーツ実施状況の把握やモデル事業の創

出等を行います。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/1371929.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室 

 

・国民のスポーツライフ全般（再掲） 

国民のスポーツ実施率を向上させ、日々の生活の中で一人一人がスポーツの価値を享受でき

る社会を構築します。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/1371876.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

・障害者スポーツ全般（再掲） 

障害者のスポーツ実施率が成人一般よりも低くなっている状況を踏まえ、障害の有無等を問

わず、広く人々がスポーツに参画できる環境を整備するとともに、障害者スポーツの関心を高

め、障害者スポーツの裾野を広げていくための取組を行います。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/1371877.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室 

 

・女性のスポーツ参加（再掲） 

女性のスポーツ実施率が男性よりも低くなっていることを踏まえ、女性特有の健康課題も踏

まえつつ、女性のスポーツ参加促進に向けた取組を進めます。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/jsa_00040.html  

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/1371929.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/1371876.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/1371877.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/jsa_00040.html


スポーツの推進に不可欠な「ハード」「ソフト」「人材」 

・誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業 

持続可能な地域におけるスポーツ環境を確保・充実していくため、公立スポーツ施設だけで

なく、学校体育施設・民間スポーツ施設など既存ストックのフル活用、スポーツ施設のユニバ

ーサルデザイン化の推進等を総合的に実施し、誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくりを推

進します。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021336_20220317_3.pdf  

【担当部署】スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

 

・ここスポ 

  人々がスポーツを実施する際に手軽にアクセスできるよう、全国で開催されるスポーツイ

ベントや施設情報等、スポーツ実施に係る情報を一元的に集約するポータルサイトを運営し

ています。 

https://cocospo.go.jp/  

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

 

 

スポーツを実施する者の安全・安心の確保 

・スポーツ事故・スポーツ障害に関する取組：スポーツの事故防止について 

国民一人一人が安心・安全に、楽しくスポーツを実施できるよう、スポーツ安全に係る情報

を発信し、定期的に普及啓発を行っています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1372002.htm 

【担当部署】スポーツ庁健康スポーツ課 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021336_20220317_3.pdf
https://cocospo.go.jp/
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1372002.htm



