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令和４年４月２８日  

 

 各 関 係 団 体  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 

 

 

 このたび、文部科学省では、スポーツ基本計画を策定し、３月 25日付けで告示しまし

た。 

 スポーツ基本計画は、スポーツ基本法第９条の規定に基づき、文部科学大臣がスポー

ツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定めるものであり、同法の理念

を具体化し、スポーツ立国の実現を目指す上での重要な指針となるものです。 

 スポーツ立国の実現のためには、国民、スポーツ団体、民間事業者、地方公共団体、

国等が一体となって取組を進めていくことが必要です。 

各関係団体に特に関係するところについて、取り組んでいただきたい点は以下のとお

りです。各項目に関連して活用できる事業は別添資料をご参照ください。 

 

 

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。 

 

国際競技力の向上 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の好成績を一過性のものとせず、持

続的に国際競技力の向上を図るため、これまでの取組の成果を引き継ぎつつ、様々な

関係機関とも連携し、地域とも一体となって、スポーツ医・科学に基づき、戦略的に

アスリートの発掘・育成・強化に取り組んでいただくようお願いいたします。 

 

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、スポーツ市場規模を 2025年

までに 5.5兆円から 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

の実現が期待されます。 

 

担い手となるスポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化 

競技団体は、アスリートの発掘・育成・強化、競技普及など多くの役割を担ってお

り、競技力の向上、さらにはスポーツの振興を図る基盤です。その役割を十分に果た

すためにも、適正なガバナンスの確保、経営力の強化に取り組んでいただくようお願

いいたします。 

 

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。 

 

スポーツ・インテグリティの確保 

我が国のスポーツ・インテグリティを高め、クリーンでフェアなスポーツの推進に

一体的に取り組むことで、国民・社会がスポーツの価値を十分に享受できるような取

組を進めます。  

 

 各関係団体におかれましては、別添資料の事業等を活用いただき、スポーツの推進に

格別の御協力をお願いします。また、加盟団体等を有している各関係団体におかれては、

これらを御了知の上、加盟団体等に対してこの旨周知をお願いします。 

 

【スポーツ基本計画】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】 

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


（別添） 

活用できる制度・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 

 

・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 

 

 

スポーツ界における DXの推進 

・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://stg.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 

 

・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://stg.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/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542_00001.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://stg.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542_00001.htm
https://stg.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/1371876.htm


・スポーツ支援強靭化のための基盤整備事業 

感染症等の様々な制約を受ける状況であっても継続的な強化活動が行われる強靭なシステ

ムを構築するため、VR・AR 等の先端技術を活用したアスリートへの多様な支援手法の研究等

を実施しています。 

 https://www.mext.go.jp/sports/content/000021327_20220317_4.pdf  

 【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・スポーツ×テクノロジー活用推進事業 

スポーツの「する」「みる」「ささえる」場面におけるテクノロジーを活用した先進的な取

組を収集・支援するとともに、新しい収益源の確保に向けたスポーツデータの利活用における

仕組みづくり等の検討を行います。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021327_20220317_3.pdf  

【担当部署】スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当） 

 

 

国際競技力の向上 

・「持続可能な国際競技力向上プラン」について 

2021 年 12 月、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の結果も踏まえつつ、

これまでの競技力向上施策の成果と課題を検証し、新たに「持続可能な国際競技力向上プラン」

を策定しました。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/1377917.htm 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・①「中長期の強化戦略に基づく競技力向上を支援するシステムの確立」に関する取組： 

各中央競技団体（NF）による強化戦略プランの実効行化支援 

協働コンサルテーションの実施等、各 NF の強化戦略プランの実効行化に向けた多面的な支

援が行われています。 

https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/business/ourwork/tabid/1758/Default.aspx 

（（独）日本スポーツ振興センターHP） 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・①「中長期の強化戦略に基づく競技力向上を支援するシステムの確立」に関する取組： 

競技力向上事業 

オリンピック・パラリンピック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，様々な選手強化活動を包括的、戦略的に実施していくことが重要となり

ます。このため、各競技団体が行う日常的・継続的な選手強化活動(基盤的強化)及び次世代ア

スリートの発掘育成などの戦略的な強化を支援するため「競技力向上事業」を実施しています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372076.htm 

 (トップアスリートの強化活動を支援する(競技力向上事業、ハイパフォーマンス・サポート事業）) 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021327_20220317_4.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021327_20220317_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/1377917.htm
https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/business/ourwork/tabid/1758/Default.aspx
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372076.htm


・①「中長期の強化戦略に基づく競技力向上を支援するシステムの確立」に関する取組： 

女性アスリートの育成・支援プロジェクト 

女性アスリートが競技力向上を図りながら健康に競技を継続できるよう、ジュニアからトッ

プレベルまでを含めた環境を整備するとともに、競技引退後も活躍できる支援の充実を目的

に、女性アスリートの育成・支援のための事業を実施しています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/1411047.htm 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・②「アスリート育成パスウェイの構築」に関する取組：アスリート育成パスウェイの構築 

※アスリート育成パスウェイ：アスリートの競技開始からトップレベルに至るまでの道筋 

持続可能な競技力向上に向けて、アスリートの発掘・育成・強化を戦略的に進めるため、「日

本版 FTEM」等を活用しながら、NFにおける競技別パスウェイモデルの構築を支援しています。 

https://pathway.jpnsport.go.jp/ftem/index.html 

（日本版 FTEM（（独）日本スポーツ振興センターHP）） 

地方公共団体や競技団体が行う、アスリートの適性や競技特性を考慮した将来有望なアスリ

ートの発掘・育成を支援しています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372076.htm  

(トップアスリートの強化活動を支援する（競技力向上事業、ハイパフォーマンス・サポート事業）) 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・②「アスリート育成パスウェイの構築」に関する取組：国民体育大会 

広く国民の間にスポーツを普及し国民の体力向上を図るとともに，地域スポーツの振興と地

域文化の発展に寄与することを目的として，国民体育大会（国体）が毎年開催されています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/1372074.htm 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・③「スポーツ医・科学、情報等による多面的で高度な支援の充実」に関する取組： 

トップアスリートのための強化・研究活動等の拠点 

ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）は、東京都北区・西が丘にある国立スポーツ

科学センター（JISS）とナショナルトレーニングセンター（NTC）の機能を一体的に捉えた、

独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）が運営する我が国の国際競技力強化の中核拠

点です。また、HPSC では競技トレーニングが困難なオリンピック・パラリンピック競技等に

ついては、既存のスポーツ施設を NTC競技別強化拠点に指定し、スポーツ医・科学サポート等

を含むトレーニング環境を整備するための支援をしています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372078.htm  

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/1411047.htm
https://pathway.jpnsport.go.jp/ftem/index.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372076.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/1372074.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372078.htm


・③「スポーツ医・科学、情報等による多面的で高度な支援の充実」に関する取組： 

スポーツ医・科学、情報等の分野における研究及び支援 

感染症等の様々な制約を受ける状況であっても継続的な強化活動が行われる強靭なシステ

ムを構築するため、競技特性に対応した最適なコンディショニング手法、VR・AR 等の先端技

術を活用したアスリートへの多様な支援手法の研究等を実施しています。また、オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会においてメダル獲得の可能性が高い競技を対象に、トレーニング

や映像分析といったスポーツ医・科学、情報等による支援を実施しています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372076.htm 

（トップアスリートの強化活動を支援する（競技力向上事業、ハイパフォーマンス・サポート事業）） 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・④「地域における競技力向上を支える体制の構築」に関する取組： 

地域と一体となったアスリート育成サイクルの確立 

発掘・育成は各地域の取り組みによるところが大きく、居住地域や競技環境に左右されるこ

となく、また、トップアスリートのみならず育成段階においても、各地域でスポーツ医・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など、競技団体、地方公共団体、都道府県

体育スポーツ・障害者スポーツ協会、企業、地域のスポーツ医・科学センター、大学等が連携

したアスリート育成のための仕組みづくりを行います。 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

 

スポーツの国際交流・協力 

・スポーツ国際展開基盤形成事業 

2024パリ大会や 2026年アジア競技大会（愛知・名古屋）に向け、国際的な情報収集や

戦略的な情報発信を積極的に実施し、国際スポーツ界における意思決定に積極的に参画す

るため、国際的に活躍できる人材の育成や、ロビー活動及び職員派遣を支援します。また、

政府間会合への参画及び合意事項の実現等により、スポーツの国際展開のための強固な地

盤を形成します。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021330_20220317_3.pdf  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/1372059.htm 

（スポーツ国際人材への支援） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（国際担当） 

  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372076.htm
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021330_20220317_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/1372059.htm


・スポーツ産業の国際展開 

スポーツ産業の国際展開を促進するため、情報発信や国内外のネットワーキング支援を

目的とするプラットフォーム「JSPIN（Japan Sports Business Initiative）」を展開。日

本が有する魅力的なスポーツコンテンツやスポーツ産業を積極的に国際展開していくこ

とで、我が国のスポーツ市場の拡大を目指します。 

https://halftime-media.com/jspin/（※スポーツ庁「令和 3 年度スポーツ産業の国際展

開促進事業」：日本のスポーツ産業のさらなる国際展開を支援するプラットフォーム

「JSPIN」より。令和４年度にオンラインサイトを開設） 

https://www.youtube.com/watch?v=I_eZTeruOr0（第１回 JSPINネットワーキングカンファレンス） 

https://www.youtube.com/watch?v=J-bXjOavawY（第２回 JSPINネットワーキングカンファレンス） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（国際担当） 

 

・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） 

 

・国際競技大会の招致・開催支援 

今後我が国では、第 19回 FINA 世界水泳選手権 2022福岡大会や第 20回アジア競技大会

（2026/愛知・名古屋）、ワールドマスターズゲームズ関西等、様々な大規模国際競技大会

が開催される予定です。国際競技大会を開催することで、我が国の国際競技力向上、国際

交流・協力や経済・地域の活性化等に寄与します。 

https://www.fina-fukuoka2022.org/news/entry000265.html 

（第 19回 FINA 世界水泳選手権 2022福岡大会（大会 HP）） 

https://www.aichi-nagoya2026.org/ 

（第 20回愛知・名古屋アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）（大会 HP）） 

https://wmg2021.jp/games/index.html（ワールドマスターズゲームズ関西（大会 HP）） 

https://www.city.sapporo.jp/sports/olympic/taikaigaiyouann.html 

（2030北海道・札幌冬季オリンピック・パラリンピック競技大会招致（札幌市 HP）） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（国際担当） 

 

 

 

https://halftime-media.com/jspin/
https://www.youtube.com/watch?v=I_eZTeruOr0
https://www.youtube.com/watch?v=J-bXjOavawY
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.fina-fukuoka2022.org/news/entry000265.html
https://www.aichi-nagoya2026.org/
https://wmg2021.jp/games/index.html
https://www.city.sapporo.jp/sports/olympic/taikaigaiyouann.html


スポーツの成長産業化 

・スポーツオープンイノベーション推進事業 

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、全国の優良事例の顕彰、最新の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）構築を支援しま

す。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021332_20220317_3.pdf 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1415413.htm

（スポーツオープンイノベーションの推進） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当） 

 

 

スポーツを通じた共生社会の実現 

・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 

 

 

担い手となるスポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化 

・スポーツ団体ガバナンスコード 

スポーツ団体が適切な組織運営を行う上での原則・規範として、「スポーツ団体ガバナ

ンスコード」を策定・公表しています。ガバナンスコードにおいて、スポーツ団体に、役職

員、指導者等に対してコンプライアンス教育を実施すること等を求めています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1404865.htm 

（スポーツ・インテグリティ推進事業について） 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021332_20220317_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1415413.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1415413.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/mcatetop10/list/1404865.htm


・競技団体の組織基盤強化支援事業 

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、組織基盤を確立・強化するための取組を支援する

ことで、組織の持続的な成長・拡大に向けた競技団体の改革・自走を促します。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021335_20220317_3.pdf  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1415419.htm 

（スポーツ団体の経営力強化） 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

 

スポーツの推進に不可欠な「ハード」「ソフト」「人材」 

・③スポーツに関わる人材の育成と活躍の場の確保に関する取組： 

スポーツキャリアサポート支援事業 

アスリートが生涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすことができるよう、社

会の各分野で活躍するための知識及び技能の習得に対する支援並びに活躍できる環境整

備の促進を行います。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1419295_00003.html  

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021336_20220317_4.pdf  

（アスリートに対するキャリア形成支援の推進） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当） 

 

・③スポーツに関わる人材の育成と活躍の場の確保に関する取組：スポーツ指導者養成事業 

資質の高い指導者の養成のため、日本スポーツ協会とその加盟団体が連携し、地域スポ

ーツクラブやスポーツ教室等において、個々人の年齢や性別など、対象に合わせた指導を

実施できる競技別の指導員等の養成を行います。また、各資格とも公認スポーツ指導者と

しての資質の維持・向上に努めるために、登録更新のための研修を行います。 

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid63.html 

（スポーツ指導者（（公財）日本スポーツ協会 HP）） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当） 

公益財団法人日本スポーツ協会スポーツ指導者育成部 

 

・③スポーツに関わる人材の育成と活躍の場の確保に関する取組：暴力相談窓口一覧 

選手を始めとしたスポーツに関わる方々が、スポーツにおける暴力・ハラスメント等に

よって困っている場合に相談できるよう、各スポーツ団体等の相談窓口を一覧化した「暴

力・ハラスメント等相談窓口一覧」をスポーツ庁ホームページに公表しています。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1412106.htm  

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021335_20220317_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1415419.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1419295_00003.html
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021336_20220317_4.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid63.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1412106.htm


スポーツ・インテグリティの確保 

・①スポーツ団体のガバナンス強化・コンプライアンスの徹底に関する取組： 

スポーツ団体のガバナンス強化の推進 

スポーツ団体ガバナンスコード（中央競技団体向け及び一般スポーツ団体向け）、適合

性審査及び円卓会議その他スポーツ団体ガバナンス強化のための仕組みについて、スポー

ツ団体のガバナンスがより効果的に強化されるようにするため、ガバナンス強化の仕組み

の望ましいあり方等について調査を行います。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021339_20220317_3.pdf  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1404865.htm 

（スポーツ・インテグリティ推進事業について） 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・②紛争解決制度の整備に関する取組：スポーツ仲裁活動推進事業 

競技者や各スポーツ団体におけるスポーツ仲裁制度への理解の増進、海外仲裁機関とも

連携した仲裁人材の育成を図ります。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021339_20220317_3.pdf  

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1404865.htm 

（スポーツ・インテグリティ推進事業について） 

【担当部署】スポーツ庁競技スポーツ課 

 

・③ドーピング防止活動の推進に関する取組：ドーピング防止活動推進事業 

フェアプレーに徹するアスリートを守り、競技大会における公正性を確保するために、

ドーピング防止に関する教育・啓発、人材育成及び研究開発等に取り組み、世界アンチ・

ドーピング規程及び新たに発効した教育に関する国際基準等に基づいたドーピング防止

活動の実施を推進します。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021339_20220317_4.pdf 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1372215.htm 

（ドーピング防止活動の取組） 

【担当部署】スポーツ庁参事官（国際担当） 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000021339_20220317_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1404865.htm
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021339_20220317_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1404865.htm
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021339_20220317_4.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1372215.htm

