
助成区分 アウトプット指標 アウトカム指標

新設
（数年に1回の配分で、配分のある年も原則1事業のみ
のため評価しない）

①スポーツ振興投票の対象となる試合での利用日数
②施設完成後の大会招致、イベント開催予定数

改修・改造 ①施設改修箇所数
①国民体育大会冬季大会時の利用日数
②国民体育大会冬季大会終了後の大会招致、イベント開催予定数

①施設新設数

①施設改修箇所数

天然芝生化新設

人工芝生化新設

天然芝生化改設

人工芝生化改設

①芝生維持用機材購入数
②芝刈回数

①設立準備委員会の開催回数
②クラブ会員獲得のためのスポーツイベントの開催回数
③定期的な活動場所の確保の有無
④クラブハウス等の確保の有無

①クラブ設立の有無
②スポーツイベント及びプログラム（教室等）の延べ参加者数の増加率

①クラブアドバイザーの総合型クラブへの指導日数
②クラブアドバイザーの総合型クラブ未設置市町村への
普及・啓発活動日数

①クラブアドバイザーのが指導を行った総合型クラブの満足度
②設立された総合型クラブ（創設準備団体数を含む）数
③統合又は解散された総合型クラブ数

スポーツ振興くじ助成金交付対象事業及び評価指標一覧

助成事業の内容

大規模スポーツ
施設整備助成

Jリーグホームスタジアム整備事業

国民体育大会冬季大会競技会場整備
事業

地域スポーツ
施設整備助成

クラブハウス整備事
業

新設 【新設及び改修】
　①施設整備を実施したことに対する施設利用者満足度
【新設】
　②年間利用（見込み）日数改造

グラウンド芝生化事
業

芝生化新設事業 ①新規施設整備面積 【新設及び改設】
　①施設整備を実施したことに対する施設利用者満足度
【新設】
　②年間利用（見込み）日数
　③年間利用（見込み）者数
【改設】
　②年間利用日数の増加率
　③年間利用者数の増加率
【維持活動】
　①事業完了（年度末）時点の利用可能な芝生面積の増減率

芝生化改設事業 ①施設改修面積

天然芝維持活動

スポーツ施設等整備
事業

スポーツ競技施設等の整備

【新設】
　①施設新設数
【改修】
　①施設改修箇所数

【新設及び改修】
　①施設整備を実施したことに対する施設利用者満足度
【新設】
　②年間利用（見込み）日数
　③年間利用（見込み）者数
【改修】
　②年間利用日数の増加率
　③年間利用者数の増加率

学校開放事業によるスポーツ活動
に供する施設等の整備

スポーツ競技施設の大規模改修等

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業

【全事業】
　①プログラム（教室等）の延べ参加者数
【クラマネ設置事業、支援事業】
　②クラブマネジャーの勤務・活動日数

①自己財源比率の増加率
②プログラム（教室等）の延べ参加者数の増加率
③参加者満足度の向上率総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業

クラブアドバイザー配置事業

総合型地域スポー
ツクラブ活動助成

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業
総合型地域スポーツクラブ創設事業
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助成区分 アウトプット指標 アウトカム指標

スポーツ振興くじ助成金交付対象事業及び評価指標一覧

助成事業の内容

①参加者数（出場者数）
②運営スタッフ（スポーツボランティアを含む）数

①参加者数（出場者数）の増加率
②運営スタッフ（スポーツボランティアを含む）数の増加率

【指導者養成】
　①講習会参加延べ人数
　②講習会実施回数
【指導者派遣】
　①指導者の派遣延べ人数
　②指導者の派遣実施回数

【指導者養成】
　①講習会参加延べ人数の増加率
　②講習会実施回数の増加率
【指導者派遣】
　①指導者の派遣延べ人数の増加率
　②指導者の派遣実施回数の増加率

①成果物の配布数
②HPアクセス件数

①成果物の配布数の増加率
②HPアクセス件数の増加率

①大型スポーツ用品の利用日数
①設置スポーツ施設利用者数の増加率
②当該スポーツ用品を活用したスポーツ大会やイベント等の開催数の増加率

（毎年度開催都道府県のみに限られるため評価しない）
①アスリートの発掘・育成を含む国際競技力の向上に一層資する大会づくり等（助成事業者によ
る自由記述）

①延べ参加者数
②活動日数
③各年代の代表選手輩出数

①延べ参加者数の増加率
②活動日数の増加率
③各年代の代表レベル選手輩出数（累計）の増加（参考値）

①延べ参加者数
②ＮＦ・ＰＦへのパスウェイ数

①延べ参加者数の増加率
②ＮＦ・ＰＦへのパスウェイ数の増加率

①参加者数（出場者数）
②運営スタッフ（スポーツボランティアを含む）数

①参加者数（出場者数）の増加率
②運営スタッフ（スポーツボランティアを含む）数の増加率

【指導者養成】
　①講習会参加延べ人数
　②講習会実施回数
【指導者派遣】
　①指導者の派遣延べ人数
　②指導者の派遣実施回数

【指導者養成】
　①講習会参加延べ人数の増加率
　②講習会実施回数の増加率
【指導者派遣】
　①指導者の派遣延べ人数の増加率
　②指導者の派遣実施回数の増加率

①成果物の配布数
②HPアクセス件数

①成果物の配布数の増加率
②HPアクセス件数の増加率

①利用日数（納車後3か月間） ①延べ活動参加者の増加率

スポーツ団体
スポーツ活動助成

地方公共団体
スポーツ活動助成

地域スポーツ
活動推進事業

スポーツ教室、スポーツ大会等の
開催

スポーツ指導者の養成・活用

スポーツ情報の提供

大型スポーツ用品の設置

国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業

将来性を有する
競技者の発掘及び
育成活動助成

タレント発掘・一貫指導育成事業

身体・運動能力特性に基づくタレント発掘事業

スポーツ活動
推進事業

スポーツ教室、スポーツ大会等の
開催

スポーツ指導者の養成・活用

スポーツ情報の提供

マイクロバスの設置
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助成区分 アウトプット指標 アウトカム指標

スポーツ振興くじ助成金交付対象事業及び評価指標一覧

助成事業の内容

【分析機器の整備】
　①利用日数（稼働日数）
【手法の実効性の確保に関する整備】
　①研究成果報告書の数

【分析機器の整備】
　①稼働日数の増加率（参考値）
【手法の実効性の確保に関する整備】
　①研究成果の実用化等（助成事業者による自由記述）

①検体数 ①検体数の増加率（参考値）

①参加延べ人数
②啓発活動の実施回数

①参加延べ人数の増加率
②啓発活動の実施回数の増加率

①成果物の配付数
②HPアクセス件数

①成果物の配布数の増加率
②HPアクセス件数の増加率

①相談件数
②仲裁・調停件数

①相談件数の増加率（参考値）
②仲裁・調停件数の増加率（参考値）

スポーツ指導者
海外研修事業

①参加人数 ①参加者の満足度

①参加者数
①参加者数（累計）の増加率
②参加者の満足度

①研修会開催数
②研修会参加者・指導受講者数

①組織統治に向けた自発的な取組（部署の設置・統廃合、決裁手続の緻密化、研修会開催等）件
数の増加率
②研修会開催数の増加率（参考値）
③研修会参加者・指導受講者数の増加率（参考値）

①参加国数
②延べ参加者数

（会議の成果に関するヒアリングによる評価とする）

①運営スタッフ数
②観戦者数

①運営スタッフの増加率
②観戦者数の増加率

①大会プロモーション活動件数
②広報物配布数
③メディア等露出数
④HPアクセス件数

①大会プロモーション活動件数の増加率（参考値）
②広報物配布数の増加率（参考値）
③メディア等露出数の増加率（参考値）
④HPアクセス件数の増加率（参考値）

東日本大震災復
旧・復興支援助成

①実施クラス数
②実施日数
③参加児童数

①子どもの満足度の向上

スポーツ団体
スポーツ活動助成

スポーツ仲裁等事業

若手スポーツ指導者長期在外研修

組織基盤強化事業

国際交流推進スタッフ育成事業

ドーピング検査
推進事業

ドーピング分析機器等整備事業

ドーピング検査事業

ドーピング防止啓発活動推進事業

ドーピング防止情報提供事業

スポーツ団体ガバナンス強化事業

国際スポーツ会議開催事業

国際競技大会開催助成

開催

開催準備

スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事
業

東京オリンピック・パラリンピック競技大会
等開催助成

東京オリンピック・パラリンピック競
技大会開催助成 ①大会プロモーション活動件数

②広報物配布数
③メディア等露出数

①大会プロモーション活動件数の増加率（参考値）
②広報物配布数の増加率（参考値）
③メディア等露出数の増加率（参考値）ラグビーワールドカップ2019開催助

成
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助成区分 助成活動名 アウトプット指標 アウトカム指標

スポーツ団体選手
強 化 活 動 助 成

強化拠点等における選手強化活動
　・国内合宿
　・海外合宿
　・チーム派遣
　・チーム招待

①選手強化活動参加延べ人数
②世界選手権又はそれに準ずる国際大会の日本人入賞者数に占める
選手強化活動参加者の割合

①世界選手権又はそれに準ずる国際大会の日本人入賞者数に占める
選手強化活動参加者の割合の増加率

国際的な規模のスポーツの競技会、研究
集会又は講習会の日本開催

全国的な規模のスポーツの競技会、研究
集会又は講習会の開催

ア ス リ ー ト 助 成
①オリンピック/パラリンピック、世界選手権又はそれに準ずる国際大
会（※）の日本人入賞者数に占める助成金受給者の割合
（※）助成枠の配分指針に定める評価対象大会

①オリンピック/パラリンピック、世界選手権又はそれに準ずる国際大
会（※）の日本人入賞者数に占める助成金受給者の割合の増加率
（※）助成枠の配分指針に定める評価対象大会

海外研さん活動

能力育成教育

競技強化支援事業
助 成 金

ス ポ ー ツ 団 体
トップリーグ運営助成

・トップリーグの活性化のためのマネジメン
ト機能強化
・各チームのマネジメント機能強化のため
の研修会等の開催
・トップリーグ開催
・その他トップリーグの活性化のために必
要な活動

①観戦者延べ人数
②事業収入額（広告協賛、クラブ加盟金等助成金以外の収入）
③メディア等露出数
④スポンサー数

【ＪＴＬのみ】
　⑤イベント、研修会の参加延べ人数

①運営費に占める事業収入額（広告協賛、クラブ加盟金等助成金以外
の収入）の割合の増加率
②観戦者数の増加率
③リーグ普及イベント等のジュニア層の参加者数の増加率

【JTLのみ】
　④イベント、研修会の参加延べ人数の増加率

スポーツ振興基金助成金・競技強化支援事業助成金交付対象事業及び評価指標一覧

スポーツ振興基金
助 成 金

スポーツ団体大会
開 催 助 成

【競技力向上分野・大会】
　①観戦者数
【競技力向上分野・講習会】
　①参加者数
【競技力向上分野・共通】
　②団体選定の強化指定選手又はそれに準ずるトップ選手・チームの
全参加者に占める割合

【普及分野・大会】
　①観戦者数
【普及分野・講習会】
　①参加者数
【普及分野・共通】
　②登録会員（競技人口）数

【競技力向上分野・大会】
　①観戦者数の増加率（参考値）
【競技力向上分野・講習会】
　①参加者数の増加率（参考値）
【競技力向上分野・共通】
　②団体選定の強化指定選手又はそれに準ずるトップ選手・チームの
全参加者に占める割合の増加率（参考値）

【普及分野・大会】
　①観戦者数の増加率（参考値）
【普及分野・講習会】
　①参加者数の増加率（参考値）
【普及分野・共通】
　②登録会員（競技人口）数の増加率（参考値）

選 手 ・ 指 導 者
研 さ ん 活 動 助 成

①受給者数
①受給者数の増加率
②受給者の満足度
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