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第２節 スポーツ 
 

1 「生涯にわたる多彩なスポーティブライフ」の実現（スポーツ部） 

近年、社会を取り巻く環境の変化、それに伴う価値観の多様化により、わたしたちのライフスタ

イルは急激に変化しており、超高齢社会に伴う医療費の増加や生活様式の変化による子どもの体力

の低下、地域コミュニティのつながりの希薄化などが社会的な課題となっている。よって、スポー

ツを通じた健康増進や子どもの体力向上、地域活性化などに対する期待はますます高まっている。 

スポーツの果たす役割がより重要視され、年齢や性別、国籍、障害の有無にかかわらず、すべて

の人が生涯にわたりスポーツを身近なものとして親しむことができ、豊かで健やかな生活を過ごせ

る地域社会の実現をめざし、「堺市スポーツ推進プラン（計画期間：令和３年４月１日から令和８

年３月31日）」（以下「本プラン」という。）を策定した。 

本プランでは、「生涯にわたる多彩なスポーティブライブの実現」を基本理念とし、以下の２つ

の目標を設定し、２つの基本方針及び６つの施策に基づきスポーツの推進に取り組んでいる。 

(1) 目標  

目標１：スポーツ運動習慣者の割合（１回30分以上の運動を週２回以上行う者）→ 50.0% 

（平成29年度 23.7%） 

   目標２：市内体育館等スポーツ施設利用者数 →５年間累計 100万人増 

  

(2) 基本方針／施策 

基本方針１ スポーツ・運動習慣の充実 

     施策１ スポーツ・運動習慣定着による健康増進 

        （主な取組）・家族で参加できるスポーツイベントの開催 

             ・新しい生活様式におけるスポーツ・運動の推進 

     施策２ 気軽にできるスポーツの機会創出 

        （主な取組）・総合型地域スポーツクラブの創設 

              ・地域の大学や民間企業との連携強化 

     施策３ 多彩なスポーツ活動を通じた交流促進 

（主な取組）・ニュースポーツの普及促進 

           ・堺市民オリンピックによる地域交流  

基本方針２ 堺のスポーツ魅力の創出 

     施策１ 特色ある大規模スポーツ施設の活用 

         （主な取組）・夏の高校野球大阪大会の開催（くら寿司スタジアム堺） 

                 ・武道の全国大会等の開催 
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     施策２ 堺ゆかりのトップレベルチームとの連携強化 

             （主な取組）・堺ブレイザーズやセレッソ大阪堺レディースなどのホームゲームの

開催 

              ・地域の交通機関や商業施設との連携によるホームタウンの情報発信 

     施策３ 世界で活躍する次世代人材の育成 

             （主な取組）・JFAアカデミー堺と連携した人材育成 

              ・トップアスリートによる子ども向けスポーツ教室の開催 

 

 

2 スポーツ施設（スポーツ部） 

(1) 体育館 

  ① 実施事業 

   ア 市民の体育・スポーツ及びレクリエーション活動に対する貸館事業 

   イ 体育・スポーツ及びレクリエーション活動の推進及び指導 

   ウ 体育・スポーツに関する調査研究及び研修事業 

   エ その他設置目的達成のために必要な事業 

 

 

 

                                                                                                   

                  

 

大浜体育館         原池公園体育館         初芝体育館 

                          

 

    

 

 

      家原大池体育館        鴨谷体育館         金岡公園体育館 

                          

 

 

美原体育館 美原Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 
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 ② 施設の概要 

区  分 
所  在  地 

電 話 番 号 

敷地面積 

建築面積 

延床面積 

（㎡） 

構    造 開設年月日 
令和２年度利用者数 

〔付 属 施 設 等〕 

（人） 

大浜体育館 

堺区大浜北町 

5-7-1 

 

14,463 

5,273 

8,372 

鉄骨・鉄筋コンク

リート造 

地上2階地下1階建 

昭46.9.1 

（令3.3.31

閉館） 

79,146 

大浜公園テニスコート   22,522 

土居川公園テニスコート  5,810 

大浜公園野球場         18,418 

三宝公園野球場         15,662 

浅香山公園野球場       12,264 

大浜公園相撲場          2,123 

原 池 公 園 

体 育 館 

中区八田寺町320 

278-1004 

13,079 

6,392 

7,000 

鉄筋コンクリート

造一部鉄骨造  

地上2階建 

平19.4.1  106,965 

陶器野球場             4,483 

陶器テニスコート      22,099 

 スケートボードパーク  12,548 

 

初芝体育館 

東区野尻町 

221-4 

285-0006 

28,800 

3,517 

4,724 

鉄筋コンクリート

造一部鉄骨造 

地上2階建 

昭61.10.１ 91,300 

初芝野球場             4,620 

初芝テニスコート      35,971 

白鷺公園野球場         8,426 

白鷺公園運動広場      22,279 

家 原 大 池 

体 育 館 

西区家原寺町 

1-18-1 

271-1718 

10,000 

2,689 

6,454 

鉄骨・鉄筋コンク

リート造 

地上1階地下2階建 

平9.4.15  66,329 

みなと堺グリーンひろば        

運動ひろば野球場      50,294 

芝生ひろば運動場      16,992 

硬式野球場            32,587 

鴨谷体育館 

南区鴨谷台 

2-4-1 

296-1717 

6,904 

3,703 

4,731 

鉄筋コンクリート

造 

地上1階地下1階建 

昭60.6.1 104,567 

鴨谷野球場            16,921 

荒山テニスコート      35,980 

金 岡 公 園 

体 育 館 

北区長曽根町 

1179-18 

254-6601 

174,000 

6,580 

8,771 

鉄筋コンクリート

造一部鉄骨造 

地上3階建 

平元.10.10 89,390 

金岡公園陸上競技場    40,691 

金岡公園テニスコート  99,003 

金岡公園野球場        30,630 

美 原 

体 育 館 

美原区多治井

878-1 

361-4511 

 7,155 

3,436 

4,257 

鉄筋コンクリート

造一部鉄骨造 

地上2階建 

昭54.4.1 94,372 

多治井運動場          16,781 

多治井テニスコート     4,773 

さつき野野球場        14,177 

 さつき野テニスコート   9,041 

みの池野球場          19,578 

みの池テニスコート     9,298 

美原Ｂ＆Ｇ 

海洋 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

美原区阿弥 

377-1 

361-4511 

(美原体育館に同じ) 

23,925 

1,179 

1,102 

鉄筋コンクリート

造 

平屋建 

昭58.6.1 19,400 

第１プール             2,334 

第２プール              993 

艇庫                   203 
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 ③ 令和３年４月に新設した体育館 

 大浜体育館・大浜武道館 

ア 実施事業 

南大阪最大規模の最大約3,000席の観覧席を備えた     

   アリーナがある体育館は、子どもから高齢者までの幅 

広い世代の利用、V.LEAGUEやB.LEAGUEなどトップレベ 

ルのスポーツ観戦や選手との交流機会を提供する。ま 

た、約300席の観覧席を備えた武道館を併設し、堺の 

武道振興の拠点ともなる。 

 

イ 施設の概要 

所在地 堺市堺区大浜北町５丁７番１号 電話番号 225-4421 

施設内容 

・構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造） 

・階数：地上２階      

・建築面積：約9,191.48㎡  ・延床面積：約12,972.90㎡ 

【体育館】 

・面積：全体面積3,109㎡  

・観覧席数：最大約3,000席 

・その他：研修室、トレーニング室等 

【武道館】 

・面積：1,342㎡ 武道場と剣道場の四面一体利用も可能 

・観覧席数：約300席 

開設年月日 令和３年４月１日 

 

 (2) 美原総合スポーツセンター 

  ① 実施事業 

    子どもから高齢の方までのさまざまな人々が

利用できる施設として平成21年10月に開設。健

康の維持増進、体力づくり及びコミュニケーシ

ョンが図られる場を提供することにより市民生

活の向上を図っている。 

 

  ② 施設の概要 

所在地 美原区小平尾1141－１ 電話番号 369－0577 

屋内施設 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上１階地下１階建 

延床面積：2934.55㎡ 

温水プール25ｍ（７コース）、トレーニング室、スタジオ等 

屋外施設 多目的グラウンド（夜間照明付）、テニスコート４面（夜間照明付） 

開設年月日 平成21年10月５日 令和２年度利用者数 167,752人 

 

 

美原総合スポーツセンター 

大浜体育館・大浜武道館 
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※データ容量の都合上、写真デ

ータを削除しています。昨年度

の掲載写真を変更する場合は校

正時にデータを送付してくださ

い。 

(3) Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺（サッカー・ナショナルトレーニングセンター） 

  ① 実施事業 

    平成22年４月に開設した日本最大級の施設規

模を有するＪ－ＧＲＥＥＮ堺。サッカーをはじ

めとするスポーツ・レクリエーション活動の振

興を図り、市民の皆様の健康づくりや青少年の

健全育成を推進するほか、サッカー日本代表チ

ームの練習誘致や全国規模の大会開催などを通

じてスポーツ交流拠点の形成を図っている。 

 

  ② 施設の概要 

所在地 堺区築港八幡町145番地 電話番号 222－0123 

敷地面積 43.1ha 

施設内容 

○天然芝サッカーフィールド５面（うち１面は観客席付、照明設備付） 

○人工芝サッカーフィールド11面 

（うち３面は照明設備付、２面は観覧席各300席付、１面は400ｍトラ

ック付） 

○人工芝フットサルフィールド８面（うち３面は屋根付、全面照明設備

付） 

○その他 

スポーツ広場・センター広場・サイクリングコース・ 

ウォーキングコース・クラブハウス・ロッカーハウス・ 

駐車場（総台数1,152台）・臨時駐車場（約550台） 

開設年月日 平成22年４月１日 令和２年度利用者数 496,650人 

 

(4) 原池公園野球場 

  ① 実施事業       

    堺市初の本格的な野球場として、市民の皆様が

質の高い環境で野球に親しむとともに、全国高等

学校野球選手権大阪大会やプロ野球２軍戦など、

レベルの高い試合を観戦できる機会を提供する。 

 

  ② 施設の概要 

所在地 堺市中区平井411 電話番号 242-7059 

施設内容 

・鉄筋コンクリート構造 地上３階建 

・延床面積 6,228㎡   ・グラウンド面積 13,762㎡ 

・外野人工芝席 4,645㎡   

・収容人数 5,000人   ・両翼100m センター122m 

・内野黒土 外野天然芝 ・ＬＥＤスコアボード 

・ＬＥＤナイター照明 

開設年月日 令和２年４月１日 令和２年度利用者数 38,488人 

Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 

原池公園野球場 
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