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大阪副首都構想とは？





西日本の首都
首都機能の

バックアップ

アジアの主要都市 民都

中枢性・拠点性 平時を含めた代替機能

東京都は異なる個性・新たな価値感 民の力を最大限に生かす



民が支えてきた大阪の歴史

天下の台所と呼ばれた近代やアジア初の万国博覧会が開催された近

年を通じて、大阪の歴史は民が支えてきた

民間の活力を最大限に発揮するためには

多くの人が「住みやすい・住みたい」と思える街づくりが必要

つまり、大阪の更なる発展には民の力が必要不可欠！！



世界で住みやすい都市ランキング

英エコノミスト紙の調査(2019)で

1位 ウィーン（オーストリア）

2位 メルボルン（オーストラリラ）

3位 シドニー（オーストラリア）

4位 大阪
安定性：100 医療：100 文化・環境：93.5

教育：100 インフラ：96.4



研究の目的

「住みやすい・住みたい」街づくり

住民が抱える課題の解決

・子どもの体力低下

・ひとり親家庭・共働き世帯数の増加による育児の多忙化



①子どもの体力低下

⚠親世代の昭和60年代と比較すると大きく低下している



体力低下の主な要因

空間

仲間時間

「三つの間」の減少



都市化による「空間」の減少



単位(%) 小5男子 小5女子 中2男子 中2女子

5時間以上 15.4 9.2 11.8 10.1

4~5時間 9.3 7.5 8.3 8.3

3~4時間 14.2 11.9 16.6 16.2

2~3時間 20.2 18.1 26.8 25.7

1~2時間 24.2 26.4 26.8 27.3

１時間未満 14.4 23.4 8.5 11.6

全く見ない 2.3 3.5 1.1 0.9

2019年度スポーツ庁調査より作成

小中学生のスクリーンタイムの状況



少子高齢化による「仲間」の減少



子どもの体力低下による影響

• 肥満や生活習慣病のリスク

健康面への影響

• 集中力や活力の低下

学びへの影響

• 将来を担う子どもの人材育成への悪影響

社会への影響



昭和63年 平成6年 平成12年 平成18年 平成24年

児童のいる世帯(a) 1,643万 1,359万 1,316万 1,250万 1,209万

母子のみ世帯（b） 55.4万 48.3万 58.7万 71.7万 82.1万

b/a 約3.4% 約3.6% 約4.5% 約5.7% 約6.8%

父子のみ世帯(c) 10万 8.4万 8万 10万 9.1万

c/a 約0.6% 約0.6% 約0.6% 約0.8% 約0.8%

②ひとり親家庭の割合

厚生労働省「ひとり親家庭の現状について」より



ひとり親家庭の悩み

仕事を頑張る→

子育てや家事の時間が少なくなる

子どもとの時間を多くとる→

収入が減る

仕事と家事・育児の両立が難しい



③共働き世帯の増加

厚生労働省「共働き世帯の年次推移」より

⚠共働き世帯は
どんどん増加している！



共働き世帯の現状

一週間の平均勤務時間

妻 夫



共働き世帯の現状

■妻 ■夫 ■曜日ごとに分担 ■一緒にする ■その他

家庭内の家事の分担
約7割を妻が負担



仕事

⚠両立が難しい家庭が

増えてきている！

子育て・家事



「子どもの体力低下」

「家事・育児の多忙化」

これらの課題を解決するには？



セレッソと過ごす長期休暇
「セレッソと学ぼう セレッソ教室」



企画案

「セレッソと学ぼう セレッソ教室」

• 内容：セレッソ大阪が行政と連携

• 開催場所：大阪市内の小学校

• 開催期間：春・夏の長期休暇



大阪市とセレッソ大阪の連携

児童いきいき放課後事業 セレッソ大阪



大阪市「児童いきいき放課後事業」

• 内容

大阪市の全ての市立小学校において平日の放課後・土曜日・長期休暇など

に放課後の活動場所を提供する

• 対象児童

小学1年生～6年生

大阪市内に居住するすべての小学生が参加登録可能

• 利用料

無料 ＊災害補償制度運営費として年額500円が必要



児童いきいき放課後事業の改善点

• セレッソ大阪が開催、学生ボランティアの指導

スポーツ教室の開催

• 学生ボランティアの指導

宿題を終わらせてほしい



その他の活動内容

•ウェアラブル端末を使用した健康管理

→ 地域住民の健康を徹底サポート

•英語コミュニケーション教室

→ グローバル人材の育成

•ディベート形式の討論

→ 話す力、聴く力の育成



大阪経済大学の体育学生51人へ質問

参加してみたい

41%

(21人)

参加したいとは思わない

59%

(30人)

セレッソ教室に指導員としてボランティアで参加してみたいか

参加してみたい 参加したいとは思わない



なぜJリーグなのか？

• Jリーグ社会連携活動「シャレン！！」



セレッソ大阪のホームタウン活動

活動事例①

「読書推進プロジェクト∼本を読んで、人生を豊かに∼」

内容：読書手帳の配布、コラボイベントなど

活動事例②

「SAKURA祭り セレッソ笑店街」

内容：セレッソ大阪の選手と吉本新喜劇のコラボステージ

スポンサーブースの特設など

セレッソ大阪の選手による読み
聞かせの様子



具体的な内容

• セレッソ大阪が児童いきいき放課後事業と連携する

• ②長期休暇中の小学生が宿題をしたり、運動を行ったりする（それぞれの指導を大学生が行う）

• ③その他の活動も行う

• ④出席カードを作成し一定数以上出席した学生を試合に招待



期待できる効果

•いきいき放課後事業（行政）
運動指導のノウハウの獲得、活動内容の充実

•セレッソ大阪

新規のファンを獲得できる、地域活性化を行うことができる

•地域住民

子どもの体力の向上、共働き・ひとり親家庭の手助け

グローバルな人材の育成



まとめ

セレッソ大阪

地域住民行政

「セレッソ教室」を開催することで住民の課題を解決することができ

「住みたい・住みやすい」街づくりを実現できる！
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