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（順不同:敬称略）

区　分 機関・団体名 役　　職 氏　　名

　学識
　八戸工業高等専門学校
　（青森県都市計画審議会会⾧）

　准教授 　馬渡　龍

　青森県体育施設協会 　会⾧ 　和嶋　裕人

　青森県スポーツ協会 　総務課⾧ 　相坂　譲

　社会・福祉 　一般財団法人青森県身体障害者福祉協会 　事務局⾧ 　蝦名　良孝

　青森県高等学校⾧協会 　常任理事 　鈴木　雅博

　青森県私立中学高等学校⾧協会 　副会⾧ 　橋場　保人

　青森県市⾧会 　事務局⾧ 　嶋口　幸造

　青森県町村会業務共済課 　業務共済課⾧ 　吉本　知己

　総務部市町村課 　課⾧ 　宇野　武

　健康福祉部障害福祉課 　課⾧ 　工藤　康成

　県土整備部道路課 　課⾧ 　永澤　親兼

　県土整備部港湾空港課 　課⾧ 　苫米地　鋭

　県土整備部都市計画課 　課⾧ 　古川　幸博

　県土整備部建築住宅課 　課⾧ 　駒井　裕民

　教育庁学校施設課 　課⾧ 　高橋　彰

　教育庁スポーツ健康課 　課⾧ 　谷地村　克久
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施設専門委員会　委員名簿

　スポーツ

　学校

　市町村

　県



役職 分野 名称 職名 氏名 前任者（R元年度） 変更年月日

委員⾧ 学識
八戸工業高等専門学校
（青森県都市計画審議会会⾧）

准教授 馬渡 龍 変更なし

副委員⾧ 青森県体育施設協会（スポルト） 会⾧ 和嶋 裕人 変更なし

委員 公益財団法人青森県スポーツ協会 総務課⾧ 相坂 譲 変更なし

委員 社会・福祉 一般財団法人青森県身体障害者福祉協会 事務局⾧ 蝦名 良孝 変更なし 平成30年4月1日

委員 青森県高等学校⾧協会 常任理事 鈴木 雅博 変更なし 平成30年4月1日

委員 青森県私立中学高等学校⾧協会 副会⾧ 橋場 保人 花田 惇 令和2年4月16日

委員 青森県市⾧会 事務局⾧ 嶋口 幸造 変更なし

委員 青森県町村会 総務課⾧ 吉本 知己 変更なし

委員 総務部市町村課 課⾧ 宇野 武 米田 圭吾 令和2年4月1日

委員 健康福祉部障害福祉課 課⾧ 工藤 康成 変更なし 平成31年4月1日

委員 県土整備部道路課 課⾧ 永澤 親兼 岡前 憲秀 令和2年4月1日

委員 県土整備部港湾空港課 課⾧ 苫米地 鋭 對馬 禎悦 令和2年4月1日

委員 県土整備部都市計画課 課⾧ 古川 幸博 澤頭 潤 令和2年4月1日

委員 県土整備部建築住宅課 課⾧ 駒井 裕民 澤田 正明 令和2年4月1日

委員 教育庁学校施設課 課⾧ 高橋 彰 変更なし 平成30年4月1日

委員 教育庁スポーツ健康課 課⾧ 谷地村 克久 変更なし 平成31年4月1日

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会施設専門委員会　委員の変更

スポーツ

学校

市町村

県

令和２年４月２４日現在　（順不同:敬称略）
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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３
７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

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

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

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

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
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年 月 日 内 容

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）

４月２２日 　第８０回国民スポーツ大会第２回会場地市町村担当者会議を開催

令和元年　５月　９日
　　　　　５月１０日

　中央競技団体正規視察（ゴルフ）

　５月１６日 　中央競技団体正規視察（卓球）

　５月２２日 　中央競技団体正規視察（バドミントン）

　５月２３日 　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
会を開催

５月２４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回広報・県民運動専門
委員会を開催

　５月２８日
　５月２９日

　中央競技団体正規視察（高等学校野球）

６月１４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回常任委員会を開催

　６月２０日 　中央競技団体正規視察（カヌー）

　６月２０日 　中央競技団体正規視察（セーリング）
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年 月 日 内 容

　６月２６日 　中央競技団体正規視察（弓道）

　６月２７日 　中央競技団体正規視察（スポーツクライミング）

　７月　１日
　７月　２日
　７月　３日

　中央競技団体正規視察（ソフトボール）

　７月　３日 　中央競技団体正規視察（テニス）

　７月　４日
７月　５日

　中央競技団体正規視察（サッカー）

　７月１０日
７月１１日

　中央競技団体正規視察（ラグビーフットボール）

　７月１８日 　中央競技団体正規視察（ソフトテニス）

　７月２２日
７月２３日

　中央競技団体正規視察（自転車）

　７月２６日 　中央競技団体正規視察（クレー射撃）

７月２９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回総会を開催

　７月３０日 　中央競技団体正規視察（剣道）

　７月３０日 　中央競技団体正規視察（体操）

　８月　２日 　中央競技団体正規視察（ホッケー）

　８月　９日 　中央競技団体正規視察（フェンシング）

　８月１５日 　中央競技団体正規視察（相撲）

　８月１９日 　中央競技団体正規視察（陸上競技）

８月２３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回宿泊専門委員会を開
催

　８月２９日 　中央競技団体正規視察（空手道）
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年 月 日 内 容

　８月３０日 　中央競技団体正規視察（なぎなた）

９月　３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回輸送・交通専門委員
会を開催

９月１１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回式典専門委員会を開
催

　９月２６日 　中央競技団体正規視察（銃剣道）

１０月　８日 　中央競技団体正規視察（ボート）

１０月　９日
１０月１０日

　中央競技団体正規視察（バレーボール）

１０月１５日 　中央競技団体正規視察（ハンドボール）

１０月１７日 　中央競技団体正規視察（レスリング）

１０月２３日 　中央競技団体正規視察（柔道）

１０月２９日 　中央競技団体正規視察（ウエイトリフティング）

１０月３０日
１０月３１日

　中央競技団体正規視察（軟式野球）

１０月３１日 　公益財団法人日本スポーツ協会が、知事、公益財団法人青森県スポ
ーツ協会会⾧、教育⾧に第８０回国民スポーツ大会冬季大会の開催を依頼

１１月　１日 　中央競技団体正規視察（アーチェリー）

１１月　６日
１１月　７日

　中央競技団体正規視察（ライフル射撃）

１１月１３日 　中央競技団体正規視察（ボウリング）

１１月２０日 　中央競技団体正規視察（トライアスロン）

１１月２７日 　中央競技団体正規視察（馬術）

１１月２８日 　令和元年１１月青森県議会第３００回定例会の一般質問において知事が
第８０回国民スポーツ大会冬季大会を開催することについて表明

１２月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回広報・県民運動専門
委員会を開催
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年 月 日 内 容

令和２年　１月１４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回常任委員会を開催

１月１５日
１月１６日

　中央競技団体正規視察（バスケットボール）

２月１３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回競技運営専門委員
会を開催

２月２８日 　中央競技団体正規視察（水泳・飛込）

201op
テキスト ボックス
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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２回施設専門委員会以降に開催した総会及び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 

 

２ 第６回常任委員会決定事項【令和元年６月１４日開催】 

   ・第８０回国民スポーツ大会会場地市町村第五次選定 

・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二次選定 

・第８０回国民スポーツ大会愛称・スローガン最優秀作品及び優秀作品 

   ・第８０回国民スポーツ大会県民運動基本計画 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会専門委員会規程改正 

 

３ 第４回総会決定事項【令和元年７月２９日開催】 

   ・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会平成３０年度事業報告 

   ・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会平成３０年度収支決算 

・総会から常任委員会への委任事項改正 

   ・第８０回国民スポーツ大会開催準備総合計画改正 

    ・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和元年度事業計画 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和元年度収支予算 

 

 

説明・報告事項２ 



11 

４ 第７回常任委員会決定事項【令和２年１月１４日開催】 

  ・第８０回国民スポーツ大会宿泊基本方針 

  ・第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基本方針 

  ・第８０回国民スポーツ大会式典基本方針 

  ・第８０回国民スポーツ大会イメージソング歌詞最優秀作品及び優秀作品 



No 市町村名 種別 開催予定施設
全 種 別 カクヒログループアスレチックスタジアム

競泳 全 種 別
水球 少年男子・女子

ＡＳ 少年女子
ＯＷＳ 全 種 別 サンセットビーチあさむし特設会場

全 種 別 新青森県総合運動公園テニスコート
成年男子
少年男子

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 少年男女 サンセットビーチあさむし特設会場
成年男子
成年女子
全 種 別 新青森県総合運動公園テニスコート
全 種 別 マエダアリーナ

青森県営野球場
青森市営野球場

ライフル射撃 ＣＰ 成年男子 青森県警察学校射撃場
大進建設スポーツ広場ラグビー場
大進建設スポーツ広場多目的グラウンド

リード 全 種 別
ボルダリング 全 種 別

全 種 別 新青森県総合運動公園投てき・アーチェリー場

女　　子 青森カントリー倶楽部
少年男子 東奥カントリークラブ
全 種 別 青森市特設トライアスロン会場

競技 全 種 別
新体操 少年女子
トランポリン 全 種 別 青森県武道館

弘前市運動公園野球場
弘前市運動公園多目的運動広場

全 種 別 青森県武道館
50m 全 種 別
10m・ＡＰ 全 種 別
ＢＰ・ＢＲ 全 種 別 岩木青少年スポーツセンター体育館

全 種 別 青森県武道館
全 種 別 弘前クレー射撃場

硬式 ― 弘前市運動公園野球場
軟式 ― 岩木山総合公園野球場

プライフーズスタジアム
八戸市東運動公園陸上競技場
八戸市南郷陸上競技場

成年男子 八戸市東体育館
全 種 別 八戸市東体育館

自転車 トラックレース 全 種 別 八戸自転車競技場
八戸市⾧根公園野球場
八戸市東運動公園野球場

成年男子
成年女子

６人制 マエダアリーナ

ハンドボール 盛運輸アリーナ

ソフトテニス
卓球

第８０回国民スポーツ大会会場地市町村選定状況（正式競技、特別競技）
※網掛け部は第四次以降に選定又は名称変更

競技・種目名

1 青森市

陸上競技

水泳
（仮称）新青森県総合運動公園水泳場

テニス

バレーボール

2 弘前市

体操
青森県武道館

ソフトボール 成年女子

軟式野球 成年男子

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 15人制 少年男子

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

弓道

ライフル射撃
岩木青少年スポーツセンター特設ﾗｲﾌﾙ射撃場

空手道
クレー射撃
(特別)高等学
校野球

盛運輸アリーナ

アーチェリー

ゴルフ

トライアスロン

成年男子
女　　子

プライフーズスタジアム

ボウリング ゆりの木ボウル

3 八戸市

サッカー 少年男子

バスケットボール
レスリング

ソフトボール 成年男子

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ７人制

報告事項 ３
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第８０回国民スポーツ大会会場地市町村選定状況（正式競技、特別競技）
※網掛け部は第四次以降に選定又は名称変更

No 市町村名 種別 開催予定施設
4 黒石市 全 種 別 スポカルイン黒石
5 五所川原市 バレーボール ６人制 成年女子 五所川原市民体育館

十和田市高森山総合運動公園球技場
十和田市若葉球技場

少年男子 十和田市総合体育センター
全 種 別 十和田市相撲場
全 種 別 青森県立三沢高等学校グラウンド
少年女子 三沢市国際交流スポーツセンター
成年男子 三沢市民運動広場野球場
少年女子 三沢市南山屋外運動場
全 種 別 三沢市国際交流スポーツセンター
少年男子
少年女子
全 種 別 むつ市大湊特設ボート場
成年女子 （仮称）むつ市総合アリーナ
全 種 別 大平マリーナ
全 種 別 （仮称）むつ市総合アリーナ

バレーボール ６人制 少年女子 （仮称）つがる市総合体育館
全 種 別 （仮称）つがる市総合体育館

10 平川市 全 種 別 （仮称）平川市民体育館
11 平内町 成年男子 夏泊ゴルフリンクス

スプリント 全 種 別 津軽白神湖特設カヌー競技場
スラローム 全 種 別
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 全 種 別

13 藤崎町 全 種 別 スポーツプラザ藤崎
少年男子
少年女子

15 七戸町 全 種 別 （仮称）七戸町新体育館
16 六戸町 成年男子 六戸町総合運動公園野球場
17 東北町 少年男子 東北町南総合運動公園

全 種 別 六ヶ所村内子内農山村広場多目的広場
成年男子 六ヶ所村大石総合運動公園第三球場

19 おいらせ町 成年男子 おいらせ町下田公園野球場
五戸町ひばり野公園陸上競技場
五戸町ひばり野公園サッカー場

成年女子 五戸町ひばり野公園陸上競技場
21 南部町 少年女子 ふるさと運動公園陸上競技場
22 階上町 自転車 ロードレース 全 種 別 階上町特設ロードレースコース
23 宮城県利府町 水泳 飛込 全 種 別 セントラルスポーツ宮城G21プール

馬場馬術 全 種 別
障害馬術 全 種 別

6 十和田市
サッカー 成年女子

バスケットボール
相撲

競技・種目名
バドミントン

三沢ボウル

8 むつ市

ボート
バスケットボール
セーリング
フェンシング

7 三沢市

ホッケー
バスケットボール
軟式野球
ソフトボール
銃剣道

ボウリング

なぎなた

14 野辺地町 ハンドボール （仮称）野辺地町総合体育館

9 つがる市
柔道
ウエイトリフティング
ゴルフ

12 西目屋村 カヌー

24 山梨県北杜市 馬術 山梨県馬術競技場

軟式野球

20 五戸町 サッカー
少年女子

サッカー

剣道
軟式野球
ソフトボール

18 六ヶ所村
ホッケー
軟式野球

目屋渓谷岩木川カヌー競技場
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市町村名 開催 定施設 回報告 理

全  カクヒログループアスレチックス ジア
（ 称） 青森県総合運動公 陸上競技
場

ーミングライツに り名称

水泳 全  サンセットビーチあさ し 設会場 青森市 設 会場 名称

バレーボール ﾋ ﾁﾊ ﾚ ﾎ ﾙ年 サンセットビーチあさ し 設会場 規 第 定

大 設スポーツ広場ラグビー場 青森市スポーツ広場ラグビー場 ーミングライツに り名称

大 設スポーツ広場 グラウンド 青森市スポーツ広場 グラウンド ーミングライツに り名称

全  青森県総合運動公 てき・アーチェリー場
（ 称） 青森県総合運動公 陸上競
技場 競技場・ てき 場

通称に名称

体操 トランポリン 全  青森県 道 規 第 定

50 全  規 第 定

10 ・ 全  規 第 定

・ 全  青 年スポーツセン ー体育 規 第 定

年 プライフーズス ジア

7 市 全  青森県立 高等学校グラウンド 規 第 定

スラロー 全  

ｲﾙﾄ ｳ 全  

18 村 全  村内 内 村広場 広場 規 第 定

23 県 町 水泳 飛込 全  セントラルスポーツ 21プール 規 第 定

馬場馬術 全  

馬術 全  

第８０回国民スポーツ大会会場地市町村 定 （正式競技、 競技） 理 等

ライフル射撃
青 年スポーツセン ー 設ﾗｲﾌﾙ射撃場

アーチェリー

2 市

ﾗｸ ﾋ ﾌ ﾄﾎ ﾙ 15人制年

競技・ 名

1 青森市

陸上競技

成年
　　

プライフーズス ジア
3 市

サッカー

ﾗｸ ﾋ ﾌ ﾄﾎ ﾙ ７人制
ーミングライツに り名称

名称

規 第 定24 県 市 馬術 県馬術競技場

市 運動場

ホッケー

カヌー競技場 カヌー競技場12 村 カヌー

ホッケー

201op
テキスト ボックス
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f4 ｋ6 j7
青の煌めきあおもり国スポ正規視察結果概要（競技施設整備関係）
No 市町村 施設名 競技・種目・種別 設置主体 指摘事項（施設整備関係） 要望事項（施設整備関係）

1 青森市
カクヒログループアスレチックスタジ
アム　陸上競技場

陸上競技・全種別 県 － －

2 青森市
新青森県総合運動公園　テニ
スコート

テニス・全種別、ソフトテニス・全
種別

県

【テニス】
☆耐用年数の観点からリハーサル大会の半年前までにコート（24
面）の砂入り人工芝を張り替え。
☆審判台の高さが規定に満たないため、かさ上げする。

【テニス】
〇国スポ開催を機とした諸設備の更新等。
〇照度について、地上1mで500ルクスあることを確認。
〇テニスコートは全面張り替えとし、防水処理等の下地工事を検討
すること。防水処理が必要な個所については県テニス協会に確認す
ること。
〇テニスコートは24面使用。
〇冬場も利用ができる室内コートを是非作ってほしい。
〇練習会場のコートについても部分補修ではなく全面張り替えとす
る。
【ソフトテニス】
〇施設がソフトテニスハンドブックの規定に即しているか確認。
〇テニスコートの張り替え。
〇コートを24面使用。
〇今後のスポーツ振興につながるような整備（放送設備等）

3 青森市
新青森県総合運動公園　投て
き・アーチェリー場

アーチェリー・全種別 県 －

【アーチェリー】
〇競技によっていらないラインもあるため、対応。
◎［危険防止］今後の試合で、的の上に矢が当たり、はねた矢が
フェンスを越えるようなことがあった場合には、安全対策を考えていただ
きたい。

4 青森市 マエダアリーナ　メインアリーナ
バレーボール・成年男子、少年
男子、卓球・全種別

県 －

【卓球】
〇卓球専用のフロアマット
〇フロアマットを敷かない場合は体育館の床にワックスをかけるなど管
理。

5 青森市
(仮称)新青森県総合運動公
園水泳場

水泳・競泳（全種別）、水球
（少年男子、女子）、AS（少
年女子）

県 － －

6 青森市
サンセットビーチあさむし特設会
場

水泳・OWS・男女 県 － －

7 青森市
サンセットビーチあさむし特設会
場

バレーボール・ビーチバレーボー
ル・少年男子、少年女子

県 －

【ビーチバレー】
〇トイレを基準にして、女子トイレに近い方を女子コート、男子トイレ
に近い方を男子コートとする方法について検討。
◎［危険防止］安全に競技が行えるよう、砂に混じっている貝殻の
除去、河口にある砂（浚渫土）を活用した補充などを行う。

8 青森市 盛運輸アリーナ
ハンドボール・成年男子、成年
女子、（スポーツクライミング
（常設部分））

県
【ハンドボール】
☆照明をLED化し、照度800ルクス以上とする。

【ハンドボール】
◎［強い要望］スポーツコートの更新

201op
テキスト ボックス
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f4 ｋ6 j7
青の煌めきあおもり国スポ正規視察結果概要（競技施設整備関係）
No 市町村 施設名 競技・種目・種別 設置主体 指摘事項（施設整備関係） 要望事項（施設整備関係）

9 青森市
盛運輸アリーナ（スポクラ特
設）

スポーツクライミング・リード（全
種別）、ボルダリング（全種
別）

県 － －

10 青森市 青森県営野球場 軟式野球・成年男子 県 －

【軟式野球】
◎［危険防止］内野（土）と外野（芝）の段差が大きい。
〇ファールポールフェンスが短いことから、外野フェンスくらいに伸ばす。
〇トイレの数が足りない。
◎［危険防止］ベンチ入口及びベンチ内床のコンクリート部分への
ラバー敷設。

11 青森市 青森市営野球場 軟式野球・成年男子 市 －

【軟式野球】
◎［危険防止］ベンチ前のラバーは老朽、損傷していて危険なた
め、改善
◎［危険防止］内外野の境及びファールゾーンにおける芝とクレー
舗装の部分に段差

12 青森市 青森県警察学校　射撃場 ライフル射撃・CP・成年男子 県
【ライフル射撃】
☆副的の設置

【ライフル射撃】
〇標的の回転速度0.3秒に調整
〇リハ大会の前までに公安委員会の指定及び日本ライフル射撃協
会の公認

13 青森市
大進建設スポーツ広場　ラグビー
場、多目的グラウンド

ラグビーフットボール・15人制・少
年男子

市 － －

14 青森市 東奥カントリークラブ ゴルフ・少年男子 民間 － －

15 青森市 青森カントリー倶楽部 ゴルフ・女子 民間 － －

16 青森市
青森市特設トライアスロン会場
（アスパム周辺）

トライアスロン・全種別 県 －

【トライアスロン】
〇スタート台のポンツーンの設置場所を、トランジションの近くにするこ
とを検討
◎［強い要望］トランジションエリア（青い海公園インターロッキング
部分）をフラットにする
〇フィニッシュエリアをクルーズターミナルの敷地内とする。
〇ランコースの周回ポイントを、フィニッシュゲートに近い方へ。
〇アスリートラウンジが、スイムスタートから距離があるため、スタートエ
リアの方にも、選手が休憩できるスペースがあるといい。
〇競技が日曜日の場合、前週の月曜日から設備の準備が入る。終
了後の撤収に関しては、月曜日と火曜日の2日間となるので、トータ
ルで約10日間。
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No 市町村 施設名 競技・種目・種別 設置主体 指摘事項（施設整備関係） 要望事項（施設整備関係）

17 弘前市
青森県武道館(弓道・近的会
場)

弓道・近的・全種別 県 － －

18 弘前市 青森県武道館　遠的弓道場 弓道・遠的・全種別 県 － －

19 弘前市 青森県武道館　主競技場
体操・全種目・全種別、空手・
全種目・全種別

県 － －

20 弘前市
弘前市運動公園多目的運動
広場

ソフトボール・成年女子 市 －
【ソフトボール】
〇ファールフェンス、マウンドの位置をPFと検討

21 弘前市 弘前市運動公園野球場
ソフトボール・成年女子、高等
学校野球・硬式

市
【ソフトボール】
☆マウンドカット

【高校野球】
〇各設備の経年劣化が想定されるので、日々のメンテナンス

22 弘前市 岩木山総合公園野球場 高等学校野球・軟式 市
【高校野球】
☆スコアボードについて、BSO表示への変更

【高校野球】
〇スコアボードに選手名、チーム名表示
〇来賓室・競技本部・放送室・記録本部の諸室改修
◎［危険防止］外野フェンス際のコンクリート部分について、ゴム
シートを敷くなど選手が怪我しないような対策
◎［危険防止］ベンチ回り、外野ラバーフェンスなどについて補修

23 弘前市
岩木山青少年スポーツセンター
特設ライフル射撃場

ライフル射撃・50m、10m、
AP・全種別

県スポ協 －

【ライフル射撃】
〇銃器保管所、銃器手入れ室及び用具検査室等、必要とする施
設の配置とスペースの確保については、選手の動線を考慮
〇５０ｍ、１０ｍについては、電子標的の設置

24 弘前市
岩木山青少年スポーツセンター
体育館

ライフル射撃・BP、BR・全種別 県スポ協 － －

25 弘前市 弘前クレー射撃場 クレー射撃・トラップ、スキート 民間

【クレー射撃】
【共通】☆スコアボード設置。☆トラップ・スキートの予備の放出機１
台ずつを準備
【トラップ:①～⑥】①射場前面（６５ｍ以上）の高低差が３．
５ｍあるので、フラットにする。②放出機（１５台）更新。③現行
ルールに基づき、射場からの角度を左右４５度確保できるよう樹木
伐採等を行うこと。④ピットは、崩壊の危険性があるので早急に改修
すること。⑤射場屋根が低く、熱中症の恐れがあるので嵩上げするこ
と。⑥プーラーハウスが老朽化による雨漏りで、雨天時に水没し、競
技に支障をきたすため、改修すること。
【スキート:⑦～⑨】⑦正面の法面が崩落する危険性があるため、
改修すること。⑧現行ルールで競技を行うために、６１ｍ計測（片
側のみ）できるようにすること。⑨放出機（２台）更新。

【クレー射撃】
【共通】〇選手控テント（㉒）設置の際に設置場所の広さが十分
でないので、斜面掘削
【トラップ:①②】①全面グリーン化。②施設、設備の老朽化に伴
い、錆等が発生しているため腐食防止のための塗装をしてほしい。
【スキート:③】③標的が見やすくなり、散弾回収もしやすくなるの
で、法面へグリーンシートを貼付けてほしい。
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26 八戸市 プライフーズスタジアム
サッカー・少年男子、ラグビー・7
人制・成年男子・女子

市 － －

27 八戸市
八戸市東運動公園陸上競技
場

サッカー（少年男子） 市 － －

28 八戸市 八戸市南郷陸上競技場 サッカー（少年男子） 市 － －

29 八戸市 八戸市東体育館
レスリング（全種別）・バスケッ
トボール（成年男子）

市

【バスケットボール】
☆床の研磨もしくは張替
☆ゴールを床にアンカーを打つか400kgのウェイトで固定。床の強度
計算が必要。
☆TO（テーブルオフィシャルズ）機材を更新

【バスケットボール】
〇照明をLED化し、1000ルクスに近づける。
〇メインコート一面にした場合はカラーコートにする。
〇ＴＯ席・サブスコア席は20～30cm嵩上げ

30 八戸市 八戸自転車競技場 自転車（トラック）全種別 県スポ協
【自転車】
☆バンクに傷みがみられ、選手の安全が確保できないためバンクを改
修

【自転車】
◎［危険防止］中地とバンクの階段をスロープなど安全に移動でき
るように改修。
〇観客席の増設

31 八戸市 八戸市⾧根公園野球場 ソフトボール・成年男子 市
【ソフトボール】
☆マウンドカット

－

32 八戸市 八戸市東運動公園野球場 ソフトボール・成年男子 市
【ソフトボール】
☆マウンドカット

－

33 八戸市 ゆりの木ボウル ボウリング・全種別 民間 －
【ボウリング】
〇メンテナンスマシン、ピンセッター等、大会期間中の記録等に支障
が出ないよう保守

34 黒石市 スポカルイン黒石 バドミントン・全種別 市
【バドミントン】
☆照度１２００ルクスを確保

【バドミントン】
〇10面分のコートマットを準備

35
五所川
原市

五所川原市民体育館 バレーボール・成年女子 市 －
【バレーボール】
〇床面に隙間。カラーコートなどで対応。
〇支柱の基礎を点検

36
十和田
市

十和田市高森山総合運動公
園　球技場

サッカー・成年女子 市 － －

37
十和田
市

十和田市若葉球技場 サッカー・成年女子 市
【サッカー】
☆既存の設備の位置により仮設物の設置が難しい。
☆人工芝の張り替え

【サッカー】
〇高森山の人工芝を張替えてJFA公認を取り、高森山に会場を移
す。(提案)

38
十和田
市

十和田市総合体育センター バスケットボール・少年男子 市
【バスケットボール】
☆床を張り替え。部分張り替えの場合、研磨も行う。

【バスケットボール】
〇照明をLED化し、1000ルクスに近づける。

39
十和田
市

（仮称）十和田市屋内グラウ
ンド

相撲・全種別 市 － －
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40 三沢市
青森県立三沢高等学校グラウ
ンド

ホッケー・全種別 県 － －

41 三沢市
三沢市国際交流スポーツセン
ター

銃剣道・全種別、バスケットボー
ル・少年女子

市 －

【バスケットボール】
〇別競技のラインをマスキング。
〇ＴＯ席は20～30cm嵩上げ。
〇メインコート一面にした場合はカラーコートにする。

42 三沢市 三沢市民運動広場野球場 軟式野球・成年男子 市
【軟式野球】
☆ホームランが分かりやすいように外野フェンスの上端を黄色にペイン
ト（テープでも可）

【軟式野球】
◎［危険防止］競技場内の外周に設置してある排水側溝上にラ
バーマットを敷設

43 三沢市 三沢市南山屋外運動場 ソフトボール・少年女子 市 －

【ソフトボール】
〇南山屋外運動場（２会場）の内１会場は照明施設の対応を
レンタルも含めて対応、検討
〇南山屋外運動場（２会場）はグラウンド（ホームベース等）の
位置を検討

44 むつ市 むつ市大湊特設ボート会場 ボート・全種別 国

【ボート】
☆０、５００、１０００ｍの各地点の見通しを設置すること。
☆ゴール後１００ｍ以上のフィニッシュエリアをしっかりと確保するこ
と。
＜１案＞西側に５０ｍ程度水平移動。
＜２案＞コースの角度を少し振って、進行方向を桟橋の斜め部分と
並行にする。
＜３案＞コースを沖合に移動する。

【ボート】
〇救護所、救護桟橋は、本部近辺に配置。エアコンを配備するこ
と。

45 むつ市 むつ市総合アリーナ
フェンシング・全種別、バスケット
ボール・成年女子

市 －
【バスケットボール】
〇照明やフロアに不具合が出た場合は改善する。
〇メインコート一面にした場合はカラーコートにする。

46 むつ市 大平マリーナ セーリング・全種別 県

【セーリング】
☆マリーナの外は波が高く、仮設したスロープが使えない恐れがあるた
め、波の影響を受けにくい大平マリーナを活用する計画に変更するこ
と。

【セーリング】
〇競技運営棟をマリーナの横に配置。

47 つがる市 (仮称)つがる市総合体育館
バレーボール・少年女子、柔道・
全種別

市 －

【バレーボール】
〇コート間を11ｍ～12ｍ開けてほしい。
〇メインアリーナの照度について、国体規格は1500ルクス。グレード
の高い大会は2000ルクスの要求もあるため、検討してほしい。
〇パラ競技の利用を考えると廊下が狭く、出入口を引き戸にする必
要がある。
〇アリーナに日差しがある場合は遮光カーテンとする。
〇トイレの数が十分か確認。
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48 平川市 ひらかわドリームアリーナ ウエイトリフティング 市 －

【ウェイトリフティング】
〇アップ場は8面以上。天候に左右されず、競技会場と環境が大きく
異ならないよう。
〇練習会場、競技会場の床の強度について専門家と検討

49 平内町 夏泊ゴルフリンクス ゴルフ 民間 － －

50
西目屋
村

津軽白神湖特設カヌー競技場 カヌー・スプリント・全種別 国

【カヌー】
☆競技本部、検証審判台、カメラは陸上
☆配艇、検定は競技本部横に設置
☆入り江から桟橋が出るように設置
☆スラローム・ワイルドウォーター、スプリントの同期開催や競技施設の
配置等について、関係機関と協議

【カヌー】
〇国体まで、水位を観察していき、各施設の配置を検討

51
西目屋
村

目屋渓谷岩木川カヌー競技場
カヌー・スラローム・ワイルドウォー
ター・全種別

村

【カヌー】
☆競技本部と集計本部は同一建物内に集約
☆ワイルドウォーター競技1500mのスタート・ゴール位置の検討
☆スラローム・ワイルドウォーター、そしてスプリントの同期開催や
1500m種目のスタート、ゴール位置等について、連盟等と協議が必
要。

【カヌー】
〇ドリンク保管所をSL、WWともにスタート地点に設置
〇大会終了後のレガシーとして、カヌー艇庫やシャワールームの設置
〇大きな岩がほしい
〇川の深さは１ｍは必要

52 藤崎町 スポーツプラザ藤崎 なぎなた・全種別 町
【なぎなた】
☆競技会場内の床面のへこみの修理

－

53
野辺地
町

(仮称)野辺地町総合体育館 ハンドボール・少年男女 町
【ハンドボール】
☆照明をLED化し、照度800ルクス以上とする。（旧体育館利用
の場合）

【ハンドボール】
◎［危険防止］防球ネットを整備する。
◎［危険防止］床を研磨しラインをハンドボールのみとする。（旧体
育館利用の場合）

54 七戸町 (仮称)七戸町新体育館 剣道・全種目・全種別 町 －
【剣道】
〇カーテンを全閉した際の照度を確認

55 六戸町 六戸町総合運動公園野球場 軟式野球 町 －
【軟式野球】
◎［危険防止］一塁側・三塁側のグランドからベンチへ入る部分の
ラバーを設置

56 東北町
東北町南総合運動公園　野球
場

ソフトボール・少年男子 町
【ソフトボール】
☆マウンドカット

－

57 東北町
東北町南総合運動公園　ソフ
トボール場

ソフトボール・少年男子 町 － －
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58
六ヶ所
村

六ヶ所村農山村広場多目的広
場

ホッケー・全種別 村 －

【ホッケー】
〇グラウンドの人口芝が波打っている。
〇ラインは水性ペイント。
〇バックストップは４ｍの高さのネットをゴールより広い幅で設置。現
状の高さ（２ｍ程度）のネットをアップ場と試合会場を仕切るように
設置し、テニス用の目隠しネットを設置。

59
六ヶ所
村

六ヶ所村大石総合運動公園第
三球場

軟式野球 村

【軟式野球】
☆ＢＳＯ表示への変更
☆ファールポール（現行:白）及び外野フェンスのラバー（現行:
緑）の色をオレンジ
☆ライト側のフェンスが倒れてきている。

【軟式野球】
◎［危険防止］ダッグアウトの安全柵が前に出すぎている。
◎［危険防止］芝生と土の高低差が大きい。
〇ライト側のフェンスのラインと擁壁のホームランラインの高さに差異が
あるので高さを揃える。
〇マウンド全体が痩せている。
〇擁壁と、そこから立ち上がっているフェンスとの差に隙間が有り、ボー
ルが挟まる可能性

60
おいらせ
町

おいらせ町下田公園野球場 軟式野球 町

【軟式野球】
☆ホームランゾーンが分かりやすくなるようバックフェンスの最上部はオレ
ンジ色にする
☆ファールポールの色は、白だとボールと同色で見づらいのでオレンジ
色にする。

【軟式野球】
◎［危険防止］ベンチ前のコンクリート部分に安全対策のためにラ
バーをはる
〇外野フェンスのセンター１２０のマークを、センターからずらす
◎［危険防止］外野の側溝の蓋の部分にラバーをはる

61 五戸町
五戸町ひばり野公園陸上競技
場

サッカー・女子 町 －

【サッカー】
〇陸上競技場のピッチを実測（105m×68ｍ）
〇大会以降もにらんだ施設整備の検討
〇天然芝の管理レベルを現状以上とする。

62 五戸町 五戸町ひばり野公園サッカー場 サッカー・女子 町
【サッカー】
☆人工芝張替

【サッカー】
〇大会以降もにらんだ施設整備の検討

63 南部町 ふるさと運動公園陸上競技場 サッカー・少年女子 町 －

【サッカー】
〇陸上競技場のピッチを実測（105m×68ｍ）
〇大会以降もにらんだ施設整備の検討
〇天然芝の管理レベルを現状以上とする。

64 階上町 階上町特設ロ－ドレ－スコ－ス 自転車（ロード・レース） 県道・町道
【自転車】
☆小松倉T字路の舗装（路側帯）を1m程拡幅及び小松倉橋の
橋部分の道路拡幅の改修（町道）

－
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65
宮城県
利府町

宮城県総合運動公園グランディ
21総合プール

水泳・飛込・全種別 県 － －

66
山梨県
北杜市

山梨県馬術競技場 馬術・全種目・全種別 県
【馬術】
☆ダービーコースの設置。
☆観覧席と競技場を隔てる柵。

【馬術】
〇練習馬場は、荒天時に大きな水溜りが複数できるため改修。
〇障害練習馬場のレイアウトについては、変更を提案する。
〇厩舎は、新築厩舎に150頭分の馬房、インドア内に80馬房の仮
設で必要数を確保する。
〇仮設を含む厩舎地区の電力供給が十分か確認。

☆・・・指摘事項
◎・・・強い要望、危険防止に関する要望
〇・・・その他要望

201op
テキスト ボックス
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今後の業務スケジュール（施設整備関係）
令和元年度（2019） 令和2年度（2020） 令和3年度（2021） 令和4年度（2022） 令和5年度（2023） 令和6年度（2024） 令和7年度（2025）

茨城県 鹿児島県 三重県 栃木県 佐賀県 滋賀県 青森県
６年前 ５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前 開催年

第3回【審議事項】
競技施設整備計画（第1次）
【報告事項】
先催県国体視察結果

第4回【報告事項】
競技施設整備計画（第2次）
先催県国体視察結果

【報告事項】
競技施設整備計画（第３
次）
先催県国体視察結果

【審議事項】
総合開閉会式会場等整備基
本計画
情報通信基本計画
【報告事項】
競技施設整備計画（第４
次）
先催県国体視察結果

【報告事項】
競技施設整備計画（第５
次）
総合開・閉会式会場整備基本
設計
先催県国スポ視察結果

【報告事項】
競技施設整備計画（第６
次）
総合開・閉会式会場整備実施
設計
情報通信設備整備実施設計
先催県国スポ視察結果

専門委員会開催
・第3回委員会開催
・第4回委員会開催

専門委員会開催
・第5回委員会開催

専門委員会開催
・第6回委員会開催

専門委員会開催
・第7回委員会開催

専門委員会開催
・第８回委員会開催

競技施設整備調査
・正規視察結果等を踏まえ、整
備が必要な施設について調査

競技施設整備計画（第1次）
策定
・調査結果を基に策定
競技施設整備計画（第2次）
策定
・関係機関の進捗を踏まえ、整
備計画を改定

競技施設整備計画（第3次）
策定
・関係機関の進捗を踏まえ、整
備計画を改定

競技施設整備計画（第4次）
策定
・関係機関の進捗を踏まえ、整
備計画を改定

競技施設整備計画（第5次）
策定
・関係機関の進捗を踏まえ、整
備計画を改定

競技施設整備計画（第6次）
策定
・関係機関の進捗を踏まえ、整
備計画を改定

競技施設補助金

補助制度実施準備
・次年度補助対象事業調査

補助制度実施
・補助要綱策定
・申請受付・交付
・次年度補助対象事業調査

補助制度実施
・補助要綱策定
・申請受付・交付
・次年度補助対象事業調査

補助制度実施
・補助要綱策定
・申請受付・交付
・次年度補助対象事業調査

補助制度実施
・補助要綱策定
・申請受付・交付
・次年度補助対象事業調査

補助制度実施
・補助要綱策定
・申請受付・交付
・次年度補助対象事業調査

補助制度実施
・補助要綱策定
・申請受付・交付

総合開・閉会式会場整備基本
計画策定
【業務委託】
・総合開・閉会式会場地周辺の
整備のための基本的な考え方や
ゾーニングなど
・情報収集

総合開・閉会式会場整備基本
設計
【業務委託】
・基本計画に沿った設計

総合開・閉会式会場整備実施
設計
【業務委託】
・ゾーニング計画、動線計画の作
成
・スケジュールに合わせた整備及
び備品配置の計画
・仮設施設等の撤去の計画

総合開・閉会式会場整備
【業務委託】
・会場の整備
・備品の配置及びスケジュールに
合わせた配置換え
・仮設施設等の撤去

県・青森市との調整

総合開・閉会式会場の整備推
進
・庁内関係課等との連絡・調整
・青森市との連絡・調整

総合開・閉会式会場の整備推
進
・庁内関係課等との連絡・調整
・青森市との連絡・調整

総合開・閉会式会場の整備推
進
・庁内関係課等との連絡・調整
・青森市との連絡・調整

総合開・閉会式会場の整備推
進
・庁内関係課等との連絡・調整
・青森市との連絡・調整

総合開・閉会式会場の整備推
進
・庁内関係課等との連絡・調整
・青森市との連絡・調整

情報通信基本計画
・情報通信機器の整備の範囲・
種別などを明確化

必要台数調査
・一次調査（予算要求のため）
・二次調査（担当ヒアリング）

必要台数調査
・三次調査（大会台数決定）

設計及び実施

実施設計（総合開・閉会式会
場整備実施設計【業務委託】に
含む）
・必要台数
・電波伝搬調査
・配布計画

整備・保守管理（本大会）
【業務委託】
・電波伝搬調査（二次）
・無線局免許申請
・通信機器配布・設置
・撤収

24

情報通信設備整備

総合開・閉会式会場整備

開催年

開催県

逆年

専門委員会審議・報告事項

競技施設整備

専門委員会（開催予定年度）
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第８０回国民スポーツ大会市町村競技施設仮設等対応費補助金について 

 

１ 目的 

第８０回国民スポーツ大会の青森県開催に向けた準備を円滑に進めるため、会場地市

町村が実施する競技会（本大会及びリハーサル大会）の会場となる施設に対して、市町

村が行う改修及び仮設対応（以下「仮設等対応」という。）の事業に要する経費について、

県が支援を行う。 

 

２ 国民スポーツ大会競技会関連施設について 

  別添「国民スポーツ大会競技会関連施設等概念図」のとおり 

 

３ 実施予定年度 

  開催５年前（令和２(2020)年度）から開催年（令和７(2025)年度）まで 

 

４ 補助対象事業 

  会場地市町村が実施する以下のいずれかに該当する事業 

（１）公益財団法人日本スポーツ協会制定の国民体育大会施設基準並びに第８０回国民ス

ポーツ大会青森県準備委員会制定の同大会競技施設基準（以下「競技施設基準」と

いう。）を満たすために行う必要最小限の仮設等対応事業 

（２）中央競技団体正規視察時の指摘事項に基づき、円滑な競技運営を図るために行う必

要最小限の仮設等対応事業 

（３）国民スポーツ大会開催時における参加者の危険防止のために行う必要不可欠な仮設

等対応事業 

（４）ユニバーサルデザインに対応するための最小限の改修事業 

 

５ 事業区分 

事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 

一般競技施設 

（常設施設が該当） 

特殊競技施設以外

の競技施設におけ

る仮設等対応事業 

①設計費 

②工事費 

③その他、知事

が必要と認める

経費 

１／２ 

以内 

１施設当たり

１億円（仮設等

対応が複数年

度にわたる場

合は、その通算

とする） 

特殊競技施設 

（仮設施設が該当） 

県内に競技施設基

準を満たす施設が

ないため、リハーサ

ル大会及び本大会

時の競技会開催に

合わせて仮設対応

を要する競技施設

における仮設等対

応事業 

①設計費 

②工事費（仮設

等対応に必要な

設営、リース、 

解体撤去に要す

る経費を含む） 

③その他、知事

が必要と認める

経費 

１０／１０ 

以内 

知事が必要と

認める額 
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６ 特殊競技施設対象競技及び補助対象事業 

競技名 想定される補助対象事業 

ボート コース設置、桟橋、斜路 

ホッケー バックネットの仮設 

バレーボール ビーチバレーボール コート整備（砂、ポール固定具） 

セーリング コース設置、船置場、斜路、競技運営棟 

自転車 ロードレース コース案内表示、安全対策、防護施設 

弓道 近的 射場、的場、矢取道、安全対策 

ライフル射撃 50ｍ、10ｍ・ＡＰ 射場、標的面、安全施設、防弾ネット 

スポーツクライミング アイソレーションゾーン 

カヌー ＳＰ コース設置、桟橋、斜路 

ＳＬ・ＷＷ 

トライアスロン 防護施設、コース表示板 

 

７ 補助対象外の経費 

（１）土地取得及び造成（特殊競技施設整備に伴い必要な地盤整地を除く。）にかかる費用 

（２）備品購入費 

（３）事務費 

（４）補償費 

（５）外構、進入路、植栽、駐車場その他これらに類するものの整備費 

（６）練習会場の整備費 

（７）老朽化等により施設の維持管理上、通常必要となる維持補修費 

（８）県の他の補助金等の交付を受けて行う整備費 

（９）競技会運営上必要となる仮設施設（競技会運営仮設物）の整備費 

（10）既に補助金の交付を受けた事業と同一内容の事業を再度行う場合における当該事業

に係る仮設等対応費（特殊競技施設に係るものを除く。） 

（11）仮設等対応終了年度までの補助対象経費が通算して５００万円未満（ただし、補助

対象経費がユニバーサルデザインに対応するための最小限の仮設等対応事業に係る

ものに限るときは、通算して１００万円未満とする。）の一般競技施設の仮設等対応

費 

 

８ 補助金額の算定等 

  県補助額 ＝（補助対象経費－特定財源）×補助率 

※国庫補助金、民間団体の助成金、その他補助金等の活用可能な特定財源について、

確保に努めることとし、その特定財源については補助金の額の算定から控除する。 

 

なお、特殊競技施設対象競技において、会場全体の基本設計を実施する場合は、施設

基準に関係する部分のみを対象とする（面積按分することとなる）。 

 

９ 今後のスケジュール 

令和２(2020)年 ４月～ 制度開始 

７月～ 令和３(2021)年度対象事業調査 
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競技施設（定義：競技施設基準を満たす施設）

①常設施設 ②仮設施設

例）体育館、陸上競技場、野球

場、サッカー場など

恒常的に使用できるように

整備されている施設

競技施設基準を満たす常設

以外の施設で仮設の対応が

必要な施設

競技例）ボート、セーリング、

スポーツクライミング、カヌー、

トライアスロンなど

③競技運営仮設物
（定義：競技施設基準以外で、競技運営上、臨時的に必要な仮設物）

例）仮設スタンド、仮設ステージ、仮設プレハブ、仮設テント、

仮設トイレ、仮設電気設備、仮設給排水設備、仮設競技練習場、

仮設駐車場など

国民スポーツ大会競技会関連施設等概念図

サッカー場

（常設）

救護所 防災本部

仮設スタンド

実施

本部 輸送本部 受付案内所

常設スタンド

仮設トイレ

↑仮設プレハブ
↑仮設テント

例１ 競技施設基準：サッカー場１面

例２ 競技施設基準：艇庫及び競技運営棟（仮設でもよい）

艇庫

（仮設）

仮設スタンド

実施

本部

↑仮設プレハブ

競技

運営棟

↑仮設プレハブ

↑仮設テント

仮設トイレ

既存

選定時点で現

存する施設

新設

選定時点では

現存せず開催ま

でに建設される

施設

・競技施設基準を満たすサッカー場は①常設施設、それ以外は③競技運営仮設物となる。

・競技施設基準を満たす艇庫及び競技運営棟は②仮設施設、それ以外は③競技運営仮設物となる。

同じ仮設プレハブでも競技運営棟は②仮設施設、実施本部は③競技運営仮設物となる。

救護所 防災本部

輸送本部 受付案内所

→仮設等対応費補助金では対象外だが、

今後、競技会運営費への対応の中で検討する。

→一般競技施設とし

て改修が対象 →対象外 →特殊競技施設として対象


