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第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会 

第７回総務企画専門委員会 次第 

日時：令和元年５月２３日（木） 

 １０：３０～１１：３０ 

場所：ウェディングプラザアラスカ 

   ４階 ダイヤモンド 

１ 開会 

２ 委員の変更について 

３ 説明・報告事項 

（１）第８０回国民スポーツ大会準備経過 

（２）第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会決定事項 

４ 審議事項 

（１）第８０回国民スポーツ大会開催準備総合計画改正（案） 

（２）第８０回国民スポーツ大会会場地市町村第五次選定（案） 

５ その他 

６ 閉会 
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分　   野 機関・団体名及び役職名 氏　　　名

青森県市長会　事務局長 嶋口　幸造

青森県町村会　常務理事兼事務局長 原田　啓一

公益財団法人青森県スポーツ協会　専務理事 山本　馨

青森県スポーツ推進審議会　委員 山本　美紗子

特定非営利活動法人
青森県スポーツ・レクリエーション連盟　事務局長

西　のり子

青森県高等学校体育連盟　副会長 安達　健夫

青森県中学校体育連盟　副会長 髙橋　光夫

福祉・障害者関係
特定非営利活動法人
青森県障害者スポーツ協会　理事

中嶋　実樹

学識経験者 弘前大学教育学部長 戸塚　学

青森県商工会議所連合会　事務局長 道川　浩治

青森県商工会連合会　事務局長 苫米地　勝

青森県総務部市町村課　課長 米田　圭吾

青森県企画政策部企画調整課　課長 平松　健

青森県健康福祉部障害福祉課　課長 工藤　康成

青森県観光国際戦略局観光企画課　課長 沖沢　進

青森県教育庁スポーツ健康課　課長 谷地村　克久

県関係

総務企画専門委員会　委員名簿

（順不同：敬略称）

市町村関係

体育・スポーツ関係

学校関係

経済・産業関係
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分　   野 機関・団体名及び役職名 新任者 旧任者 変更年月日

市町村関係 青森県町村会　常務理事兼事務局長 原田　啓一 小笠原　靖介 平成31年4月1日

学校関係 青森県中学校体育連盟　副会長 髙橋　光夫 奥島　義光 令和元年5月7日

県関係 青森県企画政策部企画調整課　課長 平松　健 東　直樹 平成31年4月1日

県関係 青森県健康福祉部障害福祉課　課長 工藤　康成 村上　直弘 平成31年4月1日

県関係 青森県国際戦略局観光企画課　課長 沖沢　進 三上　洋輝 平成31年4月1日

県関係 青森県教育庁スポーツ健康課長 谷地村　克久 相坂　譲 平成31年4月1日

２０１９年５月２３日現在　（順不同：敬略称）

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会　総務企画専門委員会委員の変更
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年 月 日 内 容

平成２５年　６月２４日 　公益財団法人青森県体育協会（以下「県体育協会」とする。）が、
平成３７年に開催の第８０回国民体育大会本大会の招致に関する要望
書を県、県議会及び県教育委員会に提出

平成２６年　６月２８日
～平成２７年　７月２３日

　県教育委員会において、青森県国体検討懇話会を設置し、「青森県
らしい国体のあり方」等について検討（全６回開催）

８月２６日 　青森県国体検討懇話会の検討結果報告書について、同懇話会座長が
知事及び教育長に報告

９月１０日 　平成２７年度第２回青森県総合教育会議において、第８０回国民体
育大会本大会の招致について知事と教育委員会が協議

９月１８日 　平成２７年９月青森県議会第２８３回定例会冒頭の提出議案知事説
明において、知事が平成３７年に開催される第８０回国民体育大会本
大会の本県招致について表明

１０月　９日 　同上定例会において、県議会が「第８０回国民体育大会の招致に関
する決議」を全会一致で可決

１１月２０日 　知事、教育長、県体育協会会長が、文部科学省と公益財団法人日本
体育協会に開催要望書を提出

平成２８年　１月１３日 　公益財団法人日本体育協会理事会において、開催申請書提出順序の
了解（開催内々定）

４月　１日 　県教育庁スポーツ健康課内に国体準備室を設置（５名体制）

８月３１日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会設立総会・第１回総会及び
第１回常任委員会を開催

１０月２１日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回総務企画専門委員会
を開催

１０月２５日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回競技運営専門委員会
を開催

１１月１０日 　第８０回国民体育大会市町村担当者会議及び競技団体担当者会議を
開催

平成２９年　３月２８日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回総務企画専門委員会
を開催

第 ８ ０ 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 準 備 経 過

説明・報告事項１
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年 月 日 内 容

４月　１日 　国体準備室員を増員（７名体制）

４月１９日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回常任委員会を開催

５月２４日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回総会を開催

７月１３日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回競技運営専門委員会
を開催

７月２０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回広報・県民運動専門
委員会を開催

８月３０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回施設専門委員会を開
催

１０月２３日 　第８０回国民体育大会第１回会場地市町村・競技団体担当者会議を
開催

１０月２６日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回競技運営専門委員会
を開催

１１月　１日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回総務企画専門委員会
を開催

１２月１２日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第４回総務企画専門委員会
を開催

１２月１８日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回広報・県民運動専門
委員会を開催

平成３０年　１月１５日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回常任委員会を開催

１月２２日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会総務企画専門委員会第１回
開催基本構想策定検討部会を開催

１月２４日 　第８０回国民体育大会第１回公開競技・デモンストレーションス
ポーツ担当者会議及び第２回市町村担当者会議を開催

３月１４日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会総務企画専門委員会第２回
開催基本構想策定検討部会を開催
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年 月 日 内 容

４月　１日 　国体準備室員を増員（８名体制）

５月１４日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第５回総務企画専門委員会
を開催

５月１５日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回広報・県民運動専門
委員会を開催

６月　６日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第４回常任委員会を開催

７月１０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回総会を開催

８月３０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会を第８０回国民スポーツ大
会青森県準備委員会に改称

９月　５日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回施設専門委員会
を開催

１０月１８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回競技運営専門委
員会を開催

１１月　１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回広報・県民運動
専門委員会を開催

〃　　 　国体準備室を国民スポーツ大会準備室に改称

１１月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回総務企画専門委
員会を開催

１２月２１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回常任委員会を開
催

平成３１年　３月２８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回競技運営専門委
員会を開催

４月　１日 　県教育委員会から業務を移管し、県企画政策部に国民スポーツ大会
準備室を設置（１４名体制）
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第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会決定事項

 第６回総務企画専門委員会以降に開催した常任委員会での決定事項は、下記のとお

りである。

記

１ 第５回常任委員会決定事項【平成３０年１２月２１日開催】

  ・第８０回国民スポーツ大会開催基本構想

  ・第８０回国民スポーツ大会正式競技追加競技種目・種別等の変更

  ・第８０回国民スポーツ大会競技会場の変更

  ・第８０回国民スポーツ大会会場地市町村第四次選定

  ・第８０回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ会場地市町村第一次

選定

  ・第８０回国民スポーツ大会審判員・要資格運営員養成計画改正

  ・第８０回国民スポーツ大会県民運動基本方針

説明・報告事項２
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第８０回国民スポーツ大会開催準備総合計画改正（案）について 
（第１次から第２次への改正内容について）

１ 目的 

  第２回常任委員会（平成２９年４月１９日開催）で決定した第８０回国民スポーツ大会

開催準備総合計画について、これまでの進捗状況や情報収集等を反映し、今後の準備推進

に資するために次の内容のとおり改正を行う。

２ 改正内容 

項目 第１次 第２次 変更等の理由

年度 （例）平成31年度(2019) 2019年度以降の元号表記
を令和に改める。

R1.5.1改元のため。

準備組織等 （なし） 開催７年前へ「国民スポー

ツ大会準備室（H30.11）
【教育委員会】」を追加

H30.11.1 組織改正
のため

（なし） 開催６年前へ「国民スポー

ツ大会準備室【知事部局】」

を追加

H31.4.1組織改正の
ため

準備委員会

組織

開催９年前の「国スポ準備

委員会」

「国体準備委員会」へ修正

し、開催７年前へ「国民ス

ポーツ大会準備委員会へ

改称(H30.8)」を追加

国民スポーツ大会

へ改称した時期を

明確にするため

開催６年前の「宿泊・衛生

専門委員会」

「宿泊専門委員会」へ修正

し、開催５年前へ「医事・

衛生専門委員会」を追加

組織の効率化・適正

化の観点から宿泊

及び医事・衛生に特

化した専門委員会

とするため

開催５年前の「募金・協賛

推進委員会」

（削除） 組織の効率化・適正

化の観点から常任

委員会において審

議することとする

ため

（なし） 開催３年前へ「県外開催競

技会運営委員会」を追加

県外開催競技実施

のため

全体計画 開催６年前の「開催基本構

想策定」

開催７年前へ移動 実績を反映

開催５年前の「開催準備総

合計画（２次）」

開催６年前へ移動 組織改正や進捗状

況等に伴い計画変

更を要するため

総務企画（会

場地選定、経

費負担）

開催８～７年前の「正式競

技、特別競技、公開競技、

開・閉会式会場地市町村選

定(数次)」

開催６年前まで延長 未選定競技がある

ため

開催６～５年前の「デモン

ストレーションスポーツ

会場地市町村選定」

開催７～６年前へ移動 実績を反映

第７回総務企画専門委員会審議事項１ 説明資料

- 8 -



項目 第１次 第２次 変更等の理由

総務企画（会

場地選定、経

費負担）

開催６年前の「開催会場地

の決定」

開催５年前へ「開催会場地

の内定」を追加し、開催３

年前へ「開催会場地決定」

を移動

開催会場地の内定

及び決定は、それぞ

れ開催の内定及び

決定時となるため

競技運営（競

技運営）

開催８～７年前の「実施予

定競技選択基本方針」

開催８年前へ移動 実績を反映

開催７年前の「公開競技実

施基本方針」及び「デモン

ストレーションスポーツ

実施基本方針」

開催８～７年前へ移動 実績を反映

開催６～５年前の「デモン

ストレーションスポーツ

実施競技選定」

開催７～６年前へ移動 実績を反映

競技運営（競

技用具）

開催５年前の「競技用具整

備基本方針」

開催７年前へ移動 実績を反映

開催４年前の「競技用具整

備計画」

開催６～５年前へ移動 中央競技団体正規

視察により明らか

となる競技用具へ

の早期対応を図る

ため

施設（競技・

式典会場）

開催８年前の「競技施設基

準」

開催９年前へ移動 実績を反映

開催８年前の「競技施設整

備調査」

開催６年前へ移動 中央競技団体正規

視察後に必要な整

備が明らかとなる

ため

開催８～７年前の「競技施

設整備計画」

開催５～４年前へ移動

開催５～１年前の「県・市

町村の競技施設及び式典

会場整備の推進」

開催年まで延長 仮設等対応により

開催年の対応もあ

るため

広報・県民運

動（広報）

開催７～６年前の「愛称、

スローガン、マスコットキ

ャラクター、イメージソン

グ等」

開催８～５年前へ変更 実績及び今後の制

定計画を反映

宿泊・衛生 専門委員会の「宿泊・衛生」 「宿泊」及び「医事・衛生」

へ分割

宿泊及び医事・衛生

に特化した専門委

員会設置のため

宿泊 開催７～６年前の「宿泊基

礎調査」

開催７年前へ移動し、「宿

泊施設基礎調査」と修正

実績を反映

募金・協賛 開催６年前の「国スポ募
金・企業協賛推進基本方
針・要項」及び開催５年前
～開催年の「国スポ募金・
企業協賛活動の推進」

開催５年前へ「国スポ募
金・企業協賛推進基本方
針」を移動、開催４年前へ
「国スポ募金・企業協賛推
進要項」を移動、開催３年
前～開催年へ「国スポ募
金・企業協賛活動の推進」
を移動

先催県の情報収集
や日本スポーツ協
会との調整により、
推進期間を精査し、
開催３年前の開催
決定以降からの開
始とするため
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