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前　年　度 令和５年度 比　較　増
予　算　額 概算要求額 △　減　額

千円 千円 千円

35,480,014 46,317,313 10,837,299 

2,512,242 11,480,861 8,968,619

（１）地域スポーツクラブ活動体制整備事業等【拡充・新規】 8,177,182 ( )

（２）中学校における部活動指導員の配置支援事業【拡充】 2,016,000 ( )

（３）令和の日本型学校体育構築支援事業【拡充】 450,186 ( )

（４）感動する大学スポーツ総合支援事業【拡充】 251,453 ( )

14,794,109 15,712,526 918,417

（１） 競技力向上事業【拡充】 10,300,000 ( )

（２）競技団体の組織基盤強化支援事業【拡充】 615,210 ( )

（３）地域におけるスポーツ医・科学サポート体制構築事業
【新規】

86,044 ( )

（４）ドーピング防止活動推進事業【拡充】 330,097 ( )

（５）ポストスポーツ･フォー･トゥモロー推進事業【拡充】 250,000 ( )

2,113,855 2,371,862 258,007

（１）Sport in Life推進プロジェクト【拡充】 288,190 ( )

（２）運動・スポーツ習慣化促進事業【拡充】 303,056 ( )

（３）障害者スポーツ推進プロジェクト【拡充】 314,512 ( )

（４）日本パラスポーツ協会補助（競技力向上関係を除く）【拡
充】

263,694 ( )

（５）令和の日本型学校体育構築支援事業（障害の有無に
かかわらず共に学ぶ体育授業の充実）【拡充】（再掲）

30,000 ( )

4,371,971 5,237,000 865,029

（１）スポーツ産業の成長促進事業【拡充】 514,000 ( )

（２）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【拡充】

240,000 ( )

（３）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【拡充】

238,000 ( )

（４）地域において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【拡充】

72,000 ( )

（５）体育・スポーツ施設整備（学校施設環境改善交付金）
【拡充】

4,200,000 ( )

250,000

272,446

164,821

156,789

9,000

令和５年度概算要求主要事項

事　項 事　　　　　項

スポーツ立国の実現を目指
したスポーツの振興

305,097

【多様な主体によるスポーツ参画の促進と共生社会の実現】

【運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備等】

1,080,000

233,821

437,423

10,010,000

196,998

【持続可能な競技力向上体制の確立等】

308,190

178,230

-

【スポーツの成長産業化・スポーツによる地方創生】

※１　上記の他、日本スポーツ振興センター運営費交付金等を含む11,545,064千円を計上。
※２　事項は一部再掲のものがある且つ主要なもののみを計上しているため、合計と一致しない。
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ス ポー ツ立国の実現を目指したスポー ツ の振興

（前 年 度 予 算 額  35,480,014千円） 

令和5年度概算要求額   46,317,313千円   

[事業要旨] 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会のスポーツ・レガシーを継承するとと

もに、今後のスポーツ活動の推進に向けた３つの視点、①「つくる／はぐくむ」、②

「あつまり、ともに、つながる」、③「誰もがアクセスできる」を踏まえ、国民に誇

りと喜び、夢と感動を与えてくれるトップアスリートの育成・強化、部活動の地域移

行と地域スポーツ環境の整備、スポーツを通じた健康長寿社会・共生社会の実現、地

域や経済の活性化、国際貢献などを推進し、誰もがスポーツに親しみ、スポーツの力

で活力ある社会の構築を目指す。 

【運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備等】

[事業内容] 

 （   437,423千円） 

（１）地域スポーツクラブ活動体制整備事業等【拡充・新規】 8,177,182千円

令和5年度以降の休日の運動部活動の段階的な地域移行と地域スポーツ環境の

一体的な整備に向け、スポーツ団体等の整備充実、指導者の確保、参加費用負担

への支援等を総合的に推進する。 

【地方自治体、民間団体へ委託、補助】 

 （ 1,080,000千円） 

（２）中学校における部活動指導員の配置支援事業【拡充】  2,016,000千円 

各学校や拠点校に部活動指導員を配置し、教師に代わって部活動指導や大会引

率を担うことにより、生徒のニーズを踏まえた充実した活動とするとともに、教

師の負担軽減を図る。 

【地方自治体へ補助】 

 （  233,821千円） 

（３）令和の日本型学校体育構築支援事業【拡充】  450,186千円 

令和の日本型学校体育の構築に向けて、一人一台端末を活用した授業モデルの

研究、通常学級の体育授業において障害のある児童生徒が共に学べる学習プログ

ラムの開発、我が国の伝統文化である多様な武道種目の指導の充実、体育活動中

の事故防止のための調査研究、アスリートの学校派遣などを行うことで、全ての

子供たちに個別最適な学びと協働的な学びを実現する体育授業の改善を図る。

【地方自治体、民間団体へ委託】

  （  196,998千円） 

（４）感動する大学スポーツ総合支援事業【拡充】  251,453千円 

大学スポーツムーブメントを創出する新たな大会開催への支援や大学スポーツ

資源の活用による地方創生を促進するほか、一般社団法人大学スポーツ協会が実

施する大学スポーツ振興の活動の一部を補助する。 

【民間団体へ委託、補助】 
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【持続可能な競技力向上体制の確立等】 

[事業内容] 

 （10,010,000千円） 

（１）競技力向上事業【拡充】 10,300,000千円 

2024年パリ大会、2026年ミラノ・コルティナ大会をはじめとした国際競技大会

等における日本代表選手のメダル獲得に向けて、各競技団体が行う日常的・継続

的な強化活動及び2028年ロサンゼルス大会等に向けた中長期の戦略的な強化、感

染症対策の徹底等も含め、オリンピック競技とパラリンピック競技の一体的な支

援を実施する。 

   （   308,190千円） 

（２）競技団体の組織基盤強化支援事業【拡充】  615,210千円 

選手強化・育成、競技普及など多くの役割を持ち、スポーツの振興に欠かせな

い競技団体が、その役割を十分に果たせるよう、競技団体が行う組織基盤を確立

・強化するための取組の初期費用を支援し、各競技団体が中長期的な経営戦略

（ビジョン）を明確化すること、盤石なガバナンス・人的基盤、マーケティング

力・収益力を備えることを目指す。

（３）地域におけるスポーツ医・科学サポート体制構築事業【新規】      86,044千円

居住地域や競技環境に左右されることなく、全国のアスリートがスポーツ医・

科学、情報等によるサポートを受けられる環境を整備する等、国、地方公共団

体、競技団体、都道府県体育スポーツ・障がい者スポーツ協会、企業、地域のス

ポーツ医・科学センター、大学等が連携したトップアスリート育成の仕組みづく

りに取組む。 

【地方自治体、民間団体へ委託】 

   （   305,097千円） 

（４）ドーピング防止活動推進事業【拡充】  330,097千円 

スポーツにおける公平性・公正性を確保するため、アスリート等へのドーピン

グ防止に関する教育、ドーピング検査員等の人材育成、巧妙化・高度化するドー

ピングに対する研究開発を促進するとともに、新たに、大学生アスリートを対象

とした教育の普及等に取り組むことで、ドーピング防止活動推進体制の強化を図

る。 

【民間団体へ委託】 

 （   178,230千円） 

（５）ポストスポーツ･フォー･トゥモロー推進事業【拡充】    250,000千円 

世界の人々にスポーツの価値を伝え、オリパラムーブメントを広げた「スポー

ツ・フォー・トゥモロー（SFT）」によるレガシーをさらに発展させ、国際競技

大会への出場に困難を抱える選手等を支援する新たな取り組みを行うなど、官民

連携によるスポーツを通じた国際交流・協力を実施する。

【民間団体へ委託】
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 【多様な主体によるスポーツ参画の促進と共生社会の実現】 
 

 [事業内容] 

 

                                  （   250,000千円） 

   （１）Sport in Life推進プロジェクト【拡充】            288,190千円 

スポーツが生涯を通じて生活の一部となることで人生や社会が豊かになるとい

う「Sport in Life」の理念に賛同する民間企業、自治体、スポーツ団体等でコ

ンソーシアムを構成し、これを情報や資源のプラットフォームとして、障害の有

無等にかかわらず、働く世代をはじめとした成人のスポーツ実施を促進する。 

【民間団体へ委託】 

 

                                                       （   272,446千円） 

（２）運動・スポーツ習慣化促進事業【拡充】           303,056千円 

地域の実情に応じて地方公共団体が行う、多くの住民が安心して、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する。 

【地方自治体へ補助、民間団体へ委託】 

 

                                                       （   164,821千円） 

（３）障害者スポーツ推進プロジェクト【拡充】           314,512千円 

障害者が生涯にわたって多様な人々と「ともに」活動し、「つながり」を感じ

ながら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、スポーツ実施状

況・阻害要因等の把握、障害者スポーツの実施環境整備等に向けたモデル創出、

特別支援学校や社会福祉施設等における運動・スポーツ活動の促進等を行う。 

【地方自治体、民間団体へ委託】 

 

                             （   156,789千円） 

（４）日本パラスポーツ協会補助（競技力向上関係を除く）【拡充】   263,694千円 

障害者スポーツの統括団体として、障害者スポーツの振興について中心的な役

割を担っている（公財）日本パラスポーツ協会が行う、障害者スポーツに係る普

及・啓発、情報収集・提供、調査研究、障害者スポーツ指導者の養成・活用を実

施するとともに、新たに地域における障害者スポーツセンター構想会議を実施す

る等の総合的な振興事業に対して支援する。 

 

  （     9,000千円） 

（５）令和の日本型学校体育構築支援事業【拡充】（再掲）      30,000千円 

（障害の有無にかかわらず共に学ぶ体育授業の充実） 

障害は多種多様であることから、障害に応じた指導の工夫をするため、地域の

特別支援学校、教育委員会などが連携した研究体制に障害に関する専門家が加わ

り、通常学校の体育授業において、障害の有無にかかわらず児童生徒が共に学ぶ

ための指導内容や指導方法等の工夫について、実践研究を行う。 

【地方自治体へ委託】 
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【スポーツの成長産業化・スポーツによる地方創生】 
 

 [事業内容] 

 

                                                       （   340,000千円） 

（１）スポーツ産業の成長促進事業【拡充】                    514,000千円 

・スポーツホスピタリティ推進事業【新規】 

スポーツホスピタリティ向上の取組を実施することによる効果等を調査分析

するとともに、官民双方の視点から「みる」スポーツにおける在り方や課題等

について検討し、今後のスポーツホスピタリティの推進に向けた契機とする。 

    【民間団体へ委託】 

・スポーツ×テクノロジー活用推進事業【拡充】 

スポーツ産業における新たな収益源の確保に向けて、スポーツ×テクノロジ

ーにおける先進事例形成を支援するとともに、DXの推進に必要な人材などの仕

組みについて調査・検討等を行う。 

【民間団体へ委託】 

・スタジアム・アリーナ改革推進事業【拡充】 

まちづくりや地域活性化の核となるスタジアム・アリーナの整備を推進する

ため、モデルとなる対象施設の選定や構想・計画段階の支援等を行う。 

【民間団体へ委託】 

・スポーツオープンイノベーションプラットフォーム推進事業 

スポーツ界と他業界の共創により、新事業が持続的に創出される社会の実現

に向けて、新事業の創出支援、国内の優良事例の表彰、情報発信を行うととも

に、地域におけるスポーツを核としたオープンイノベーションプラットフォー

ム(SOIP)構築を支援する。 

    【民間団体へ委託】 

 

（   200,000千円） 

（２）スポーツによる地域活性化・まちづくりコンテンツ    240,000千円 

創出等総合推進事業【拡充】                  

「スポーツツーリズム」等を通じた交流人口の拡大による地域の活性化を推進

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。ま

た、ポストコロナを見据え、スポーツツ―リズム・ムーブメントを創出する。 

【民間団体へ委託】 

 

（   198,000千円） 

（３）スポーツによる地域活性化・まちづくり担い手育成    238,000千円 

総合支援事業【拡充】                  

スポーツツーリズムを中心に、スポーツによる地方創生・まちづくりを推進す

る「地域スポーツコミッション」（地域SC）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、基盤となる人材の育成・

確保の取組を推進する。 

【地方自治体へ補助、民間団体へ委託】 
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                                              （    60,000千円） 

（４）地域において誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり     72,000千円 

総合推進事業【拡充】  

地域のスポーツ施設の老朽化、財政の制約、人口減少・高齢化等の中で、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、学校体育施設、民間スポーツ施設等をフル活用するなど、より一層地域で活

用される、誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくりを総合的に実施・推進す

る。 

【地方自治体、民間団体へ委託】 

 

                                                       （ 3,603,971千円） 

（５）体育・スポーツ施設整備【拡充】           4,200,000千円 

（学校施設環境改善交付金） 

子供のスポーツ機会の場や地域住民がライフステージに応じたスポーツに親し

む場（スポーツ文化拠点）として地域経済に貢献し、災害時には避難所として活

用されるスポーツ施設について、脱炭素社会の実現に寄与する環境整備等を促進

する。 

【地方自治体へ補助】 
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