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第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会 

第２回宿泊専門委員会 次第 

 

日時：令和２年１２月２２日（火） 

 １３：３０～１４：３０ 

場所：青森県庁東棟５階中会議室 

 

１ 開会 

 

２ 第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会 宿泊専門委員会委員等の変更 

 

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 

（３）「いきいき茨城ゆめ国体」の宿泊関係業務の概要 

 

４ 審議事項 

第８０回国民スポーツ大会宿泊基本計画（案） 

 

５ その他 

（１）今後の国民スポーツ大会開催準備スケジュール 

（２）宿泊施設実態調査等の実施について 

（３）第８０回国民スポーツ大会イメージソング等について 

 

６ 閉会 
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宿泊専門委員会 委員名簿 

                                                                      

◎委員長、○副委員長 
（順不同、敬称略） 

   

分  野 機関・団体名及び役職名 氏   名 

宿泊・観光 

関係 

青森県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 ◎ 福 士  圭 介 

公益社団法人青森県観光連盟 専務理事 高 坂   幹 

一般社団法人日本旅行業協会東北支部 

青森地区委員会 委員長 
小 松 田  敦 

一般社団法人青森県旅行業協会 会長 片 野   治 

食品・衛生 

関係 

公益社団法人青森県栄養士会 会長 ○ 齋 藤  長 徳 

一般社団法人青森県食品衛生協会 専務理事 畑 中  和 紀 

一般社団法人青森県調理師会 会長 浪 内   通 

体育・スポーツ 

関係 

公益財団法人青森県スポーツ協会 

スポーツ振興課長 
鈴 木   学 

県関係 

健康福祉部保健衛生課 課長 磯 嶋   隆 

農林水産部総合販売戦略課 課長 齋 藤  直 樹 

観光国際戦略局観光企画課 課長 宮 古   暁 



分　   野 機関・団体名及び役職名 新任者 旧任者 変更年月日 備　考

宿泊・観光関係
青森県旅館ホテル生活衛生同業組
合　理事長

福士　圭介 中山　大輔 令和2年6月23日 委員長

体育・スポーツ
関係

公益財団法人青森県スポーツ協会
スポーツ振興課長（事務局次長）

鈴木　　学 矢野　政弦 令和2年4月1日

県関係 健康福祉部保健衛生課　課長 磯嶋　隆 原田　邦宏 令和2年4月1日

県関係 観光国際戦略局観光企画課　課長 宮古　暁 沖沢　進 令和2年4月1日

（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宿泊専門委員会委員等の変更

　第１回宿泊専門委員会（令和元年８月２３日）以降における委員等の変更については、下記のとおりで
ある。
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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

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

8



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）

４月　１日 　国民スポーツ大会準備室員を増員（１９名体制）

４月２４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回施設専門委員会
を開催（書面決議）

５月１１日 　第８０回国民スポーツ大会第３回会場地市町村担当者会議を開催
（書面開催）

５月１５日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回総務企画専門委
員会を開催（書面決議）

５月２８日  第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回広報・県民運動専
門委員会を開催（書面決議）

６月　１日 　知事、教育長、県スポーツ協会会長が、文部科学省と公益財団法人
日本スポーツ協会に開催申請書を提出

６月　１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回常任委員会を開
催（書面決議）

６月２６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回競技運営専門委
員会を開催（書面決議）

７月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回総会を開催（書
面決議）

９月２５日 　公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、鹿児島県、及び公益
財団法人日本障がい者スポーツ協会の４者が第７５回鹿児島国体を令
和５年に開催することを決定し、これにより第８０回国民スポーツ大
会（冬季大会及び本大会）を令和８年に一年延期することが決定

１０月８日 　公益財団法人日本スポーツ協会臨時理事会において、第８０回国民
スポーツ大会（冬季大会及び本大会）の開催地として内定

１０月２７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回警備・消防専門
委員会を開催

１０月２８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回医事・衛生専門
委員会を開催

9



年 月 日 内 容

１２月１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回馬術競技運営専
門委員会を開催（書面決議）

　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回水泳（飛込）競
技運営専門委員会を開催（書面決議）

１２月２１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回馬術競技運営専
門委員会馬事衛生部会を開催（書面決議）

10
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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１回宿泊専門委員会（令和元年８月２３日開催）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 

 

２ 第８回常任委員会決定事項【令和２年６月１日開催】 

 ・第８０回国民スポーツ大会正式競技種別変更及び競技会場の変更 

・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三次選定 

・第８０回国民スポーツ大会競技施設整備計画（第１次） 

 ・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５回総会決定事項【令和２年７月２２日開催】 

・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報告 

・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決算 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和２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２年度収支予算 

 

 

 

説明・報告事項（2） 
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「いきいき茨城ゆめ国体」の宿泊関係業務の概要 

 

１ 開催状況 

（１）会期  

令和元年９月２８日（土）～１０月８日（火） 

  会期前日程（水泳・ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・体操）：９月７日（土）～９月１６日（月） 

 

（２）総合開閉会式会場 

 笠松運動公園陸上競技場（ひたちなか市） 

      
    総合開閉会式会場        受付・入場口         総合開会式 

 

（３）参加者数 

区分 選手・監督 大会関係者 観覧者 合計 

総合開会式 9/28（土） 4,240 11,372 10,546 26,158 

総合閉会式 10/8（火） 1,531 6,042 5,729 13,302 

競

技

会 

正式競技 72,003 100,704 479,637 652,344 

特別競技 786 2,238 28,287 31,311 

公開競技 1,548 1,228 5,021 7,797 

デモンストレーションスポーツ  14,303 3,796 22,177 40,276 

合計 94,411 125,380 551,397 771,188 

 

 

２ 配宿関係業務 

（１）宿泊施設等実態調査 

旅館業法に基づく営業許可施設、公共施設等の状況調査を実施 

（２）宿泊意向調査 

各都道府県体育（スポーツ）協会に対し、行程・宿泊人数等の調査を実施 

（３）仮配宿 

   参加者をどの宿泊施設に何人配宿するかの計画を作成 

（４）宿泊施設の充足対策 

   仮配宿の結果、会場地市町村内において宿泊施設の確保が難しい場合は、宿泊施設

に対する客室提供依頼、近隣市町村の宿泊施設等の活用（広域配宿）、民家の利用（民

泊）等を検討 

（５）最終仮配宿 

   最終的な会場地別、競技別及び参加区分別の配宿計画を作成 

説明・報告事項(3) 
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＜合同配宿方式について＞ 

膨大な数の宿泊申込等の受付、複雑な客室の割り振りなど、多様な配宿業務を的確

かつ効率的に処理するため、県と会場地市町村が合同で設置した合同配宿本部にお

いて、宿泊施設情報を一元管理し、一括して配宿を行う合同配宿方式で業務を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）宿泊施設の確保 

   県内 378 施設（営業許可施設 367、転用施設等 11）、県外 19 施設の計 397 施設を客

室提供施設として確保。転用施設等として、市少年自然の家、大学総合体育施設、ふ

るさと体験交流施設、県教育研修センターなどを利用。 

 

客室提供率推移（県内平均） 

 開催前年度当初

（Ｈ30.4） 

開催前年度中間 

（Ｈ30.11） 

開催前年度最終 

（Ｈ31.3） 

開催年度最終 

（Ｒ1.7） 

客室提供率 42.2％ 59.5％ 64.1％ 68.9％ 

 

（７）宿泊要項の決定 

 ①宿泊料金別施設数（500 円刻み・1 泊 2 食・税別、単位：円） 

宿泊料金区分 3,000～7,500 8,000～10,000 10,500～12,500 13,000～15,000 合 計 

施設数 7 169 80 122 378 

割 合 1.8％ 44.7％ 21.2％ 32.3％ 100％ 

 

 ②宿泊取消料 

ア 通常の取消料 

取消申出日 
宿泊日の 

9 日前まで 

8 日前から 

4 日前まで 

3 日前から 

前日まで 

当日 

～18 時 

当日 

18 時～ 

取消料 不要 20% 50% 70% 全額 

イ 選手・監督に対する特例措置の取消料 

取消申出日 
宿泊日の 

9 日前まで 

8 日前から 

4 日前まで 

3 日前から 

前日まで 
当日 翌日以降 

取消料 不要 不要 不要 50% 不要 

※競技敗退後（負け帰り）、荒天等による競技会会期短縮の決定後の取消の場合は、特例措置を適用 

 
合同配宿本部 

県実行委員会 

宿泊センター（受託事業者） 

市町村実行委員会 

①宿泊申込書発 送  

大
会
参
加
者

②宿泊申込  宿
泊
施
設

③配宿調整・決 定  

④決定通知書送 付  連絡・調整  

連絡・調整  
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（８）本配宿 

   令和元年６月の事前登録から８月の本申込を経て、８月末から９月初旬に決定通知

を送付。８月初旬から宿泊日までは宿泊変更・取消を受け付けし、配宿を実施。 

 

配宿対象者 

県実行委員会 

（主に開・閉会式に係る参加区分） 

会場地市町村実行委員会 

（主に競技実施に係る参加区分） 

・大会役員       ・特別招待者 

・都道府県本部役員   ・宮内庁関係者 

・正規視察員 ・報道員 ・その他の視察員 

・選手・監督  ・競技会役員 

・競技役員   ・報道員 

・その他の視察員 

 

配宿実績 

  会期前競技 本大会競技 
合計 

  選手・監督 競技役員 その他 小計 選手・監督 競技役員 その他 小計 

配宿決 

定時① 
15,090 1,563 1,536 18,189 123,052 12,334 11,294 146,680 164,869 

実績② 13,762 1,410 1,224 16,396 99,115 10,421 10,431 119,967 136,363 

②-①  

△1,328 △153 △312 △1,793 △23,937 △1,913 △863 △26,713 △28,506 

(△17.29%) 

 ※最大配宿人数は、大会１日目 9/28(土)の総合開会式で①15,412 人、②14,578 人 

 

 

３ 食事提供関係業務 

（１）レシピ集の作成 

   全国から参加する選手・監督が、最良の状態で活躍できるよう、スポーツ栄養学に

基づき栄養面や衛生面に配慮、「食の王国いばらき」を堪能してもらうことを目的に朝

夕各７日間分の献立レシピ集を作成し、宿泊施設、学校等に配布。 

   

献立レシピ集 

 

（２）弁当の提供 

   式典では、全国から参加する選手・監督、大会役員、招待者、式典出演者等に茨城

県の特産品や郷土料理を取り入れた「式典弁当」を提供。式典会場のスタッフに対し

ては「一般弁当」を提供。 

 
  朝食メニュー例 

  
   夕食メニュー例 
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   弁当発注数                       （単位：個） 

区分 
式典弁当 

＠900 円（税別） 

一般弁当 

＠600 円（税別） 
合 計 

式典総合リハーサル 9/21（土） － 6,220 6,220 

総合開会式 9/28（土） 4,636 8,216 12,852 

総合閉会式 10/8（火） － 3,895 3,895 

合  計 4,636 18,331 22,967 

   ※競技会場における弁当の発注は、会場地市町村が担当 

 

   

総合開会式 式典弁当 
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第８０回国民スポーツ大会宿泊基本計画（案） 

 
第８０回国民スポーツ大会宿泊基本方針に基づき、県、会場地市町村及び関

係機関・団体等は、相互に緊密な連携を図り、次の準備業務を推進する。 

 

１ 配宿業務の実施 

（１）配宿計画の作成 

選手･監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者（以下｢大会参加者｣

という。）の円滑な配宿を実施するため、以下の調査結果等に基づき、配宿

計画を作成する。 

① 宿舎に関する調査の実施 

旅館（旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所

をいう。以下同じ。）等の県内宿舎の客室形態や設備状況、客室提供可能

数、食事の提供方法等を把握する。 

② 宿泊意向調査の実施 

    各都道府県や競技団体等の宿泊予定者数を把握する。 

 

（２）宿舎の充足対策 

配宿計画において、大会参加者の収容が困難である場合は、会場地市町村

内の旅館の客室提供の促進、公共施設等の利用、民家等の利用及び近隣市町

村の旅館利用など必要な充足対策を行う。 

なお、充足対策が円滑に遂行できるよう、必要に応じ、県及び会場地市町

村等による連絡会議を設置する。 

 

（３）配宿の実施 

 配宿計画及び充足対策の状況を踏まえ、配宿を実施する。 

 

２ 宿泊本部の設置 

  各都道府県及び会場地市町村との連絡を密にし、宿泊申込み及び変更、取

消に関する一連の業務を迅速かつ正確に処理するため、宿泊本部を設置する。 

 

３ 宿泊料金の決定 

  宿泊料金については、先催県の事例や旅館等の関係団体との協議結果を踏

まえ、公益財団法人日本スポーツ協会と協議し、公益財団法人日本スポーツ

協会において決定する。 

 

審議事項  
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４ 食事の提供 

大会参加者に提供する食事は、青森県の魅力を堪能できるよう、県内の特

産品や郷土料理を積極的に取り入れたものとする。 

また、選手・監督が十分に活躍できるよう、安全・安心で栄養バランスの

良い食事の提供に努める。 

 

５ 弁当の提供 

県及び会場地市町村が提供する弁当は、業務遂行能力及び衛生管理能力等

のある弁当調製事業者を選定の上、適正に発注・搬入等を行う。 

 

６ その他 

上記のほか、宿泊業務の実施に関して必要な事項については、要項等を定

め推進する。 
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今後の国民スポーツ大会開催準備スケジュール 

 
 令和２年度から令和３年度にかけての国民スポーツ大会開催準備（宿泊専門委員会関

係分）については、下記のとおり会議開催等を予定しています。 

 

年度 年月 内 容 

令和２年 

（６年前） 

令和３年２月 

 

 

３月 

○第９回常任委員会 

 宿泊基本計画の審議、決定 

 

□宿泊施設実態調査の実施 

 県内宿泊施設の客室形態、客室提供可能数等の

把握 

 

令和３年 

（５年前） 

７月以降 

 

 

  ８月以降 

 

 

 

 

 

１月以降 

 

○第６回総会（予定） 

 宿泊基本計画の報告 

 

○市町村担当者会議（予定） 

 宿泊施設実態調査の結果、仮配宿の実施 

 

□仮配宿の実施（予定） 

 宿泊施設実態調査の結果に基づき実施 

 

○第３回宿泊専門委員会（予定） 

 宿泊施設実態調査、仮配宿の状況報告 

 

○：会議等の開催  □：開催準備活動 

※開催時期や内容は予定であり、準備の進捗等により変更になる場合があります。 

その他（1） 



宿泊業務 年次スケジュール
平成30年度（2018） 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） 令和8年度(2026）

福井県 茨城県 三重県 栃⽊県 ⿅児島県 佐賀県 滋賀県 ⻘森県
8年前 7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 1年前 開催年

○「宿舎」「配宿」「宿泊料⾦」
「食事」に関する基本的考え方。
○上記区分に基づく業務に関する実
施主体及び準備に係る基本的な考え
方。

配宿業務及び食事に係る業務内容を
細分化し、各実施主体、業務範囲及
び基本的な方向性を明記

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回

配宿

選手・監督等⼤会参加者の宿舎と
して使用可能な営業宿泊施設の所
在地、施設区分、客室形態、サー
ビス状況等及び国スポ開催予定期
間での客室提供意向を調査し、実
態の把握と基礎資料とするための
調査

合同配宿実施方針案（合同配宿の体
制、業務委託、経費負担、負担額の
精算、業務分担等に関する基本的考
え方）の検討 宿泊要項に基づき、報道員及びその

他⼤会関係者の宿泊に関しての必要
な事項（宿泊料⾦、宿泊の申込み、
昼食等）を定める。

充足対策

宿泊料⾦

食事提供
選手・監督に対する開催県の食材や
食文化を取り入れたメニューの提供
に関する基本的な考え方

弁当提供  

※先催県を参考に作成したものであり、今後、業務内容やスケジュールの変更もありうる。 ︓宿泊専⾨医委員会における審議事項 19

宿泊専⾨委員会

開催年
開催県
逆年

日本スポーツ
協会

常任委員会
審議事項

宿泊料金・弁当料金

決定
宿泊要項決定

宿泊基本方針 宿泊基本計画

宿泊施設基礎調査

宿泊施設実態調査

宿泊施設掘り起し

仮配宿（1次）
先催県参加者ベース

宿泊施設ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等作

成業務（宿泊料金調

査）【委託】

既存特産品レシピ・郷土料理レシピの活用・普及

弁当調製施設調査

弁当需要⾒込数調査①

宿泊料金案

配宿実施方針

食事提供方針

宿泊要項案

仮配宿（2次）
会期決定ベース

宿泊業務実施要領

本配宿

弁当調製業者選定

申込受付・配布

報道員及びその他大

会関係者宿泊規程

弁当献立決定

宿泊料金は、日本スポー
ツ協会において決定

宿泊業務（宿泊申込み手続き、宿
泊責任者、宿泊料金の精算、国ス
ポ弁当の調達等）の実施に関する
ことを定める。

営業宿泊施設の料金等の調査。
国スポ宿泊料金（案）を検討
する際の基礎資料とする。

配宿センター設置（R7.10～R8.12）

宿泊施設との協定締結

弁当料金案

開催決定・会期決定

配宿業務委託検討 配宿業務【委託】

仮配宿（１次）に向けて、営業宿
泊施設へ客室提供の促進を行う。

宿泊施設台帳を基に会場地市町

村が配宿し、県が取りまとめる。

宿泊施設の充足状況を把握する。

大会参加者の宿舎が会場地市町
村内に確保困難な場合における
充足対策及びその実施に関する
基本的な事項を定める。

広域配宿調整

転用施設、民泊検討

宿泊施設掘り起し

宿泊施設充足対策要項

宿泊専門委員会
【付託事項】
１ 宿泊の基本的な事項に関すること
２ その他宿泊に係る重要な事項に関すること

【委任事項】
１ 宿泊業務に関すること
２ 食事等の提供に関すること

⽇本スポーツ協会と協議し承認

を得る。宿泊に関しての必要な

事項（宿舎の選定及び確保、配

宿、宿泊料⾦、宿泊申込み、食

事等）を定める。

弁当需要⾒込数調査②③

仮配宿（3次）
指定下車駅・集合地決定ベース

宿泊施設の詳細な実態調査及び

転用可能施設等の現状把握。仮

配宿（1次）の基礎資料。

宿泊ガイド

仮配宿（最終）

弁当調達業務【委託】

弁当選定基準

弁当需要⾒込数調査最終

宿泊基本方針 宿泊基本計画

弁当調達要項

配宿方式意向調査

先催県の合同配宿方式の説明と

ともに、本県の方向性（合同配

宿、合同配宿に伴う市町村負担、

宿泊料⾦、食事提供等）を説明

市町村宿泊担当者会議を事前開催し、
配宿方式を説明。

開催内定
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宿泊施設実態調査等の実施について 

 

１ 目的 

（１）国民スポーツ大会の宿舎確保に向けて、県内の営業宿泊施設等の実態を把握

し、令和３年度（開催５年前）に予定している仮配宿（１次）の資料とする。 

（２）会場地市町村内の宿泊施設を補完する転用施設の状況、民泊に対する会場地

市町村の意向を把握する。 

（３）県内宿泊施設に対し国民スポーツ大会開催を周知し、客室提供を促進する。 

 

２ 調査種別と調査内容 

（１）宿泊施設実態調査 

・調査対象 

県内の営業宿泊施設（旅館業法の許可を受けて営業する施設） 

（例）ホテル、旅館、民宿、ペンション、公共宿泊施設等 

・調査項目 

施設名、所在地、連絡先、総客室数、収容可能な総定員、国スポ参加者への客

室提供意向（提供可能人数）、施設基本情報、バリアフリー設備等 

・調査方法 

県準備委員会事務局から調査対象施設へ調査票を直接送付し、調査対象施設

は市町村に回答を提出する。市町村で調査票を集計の上、県準備委員会事務

局へ報告する。 

 

（２）転用施設調査 

・調査対象 

 会場地市町村 

  ・調査項目 

転用施設（※）の施設名、所在地、連絡先、総客室数、収容可能な総定員、

国スポ参加者への客室提供意向（提供可能な人数）、施設基本情報、バリアフ

リー設備等 

※転用施設：通常宿泊を目的としていないが、選手等の宿泊施設として転用

可能な施設（例）公民館等の公共施設、寮・保養所等 

     

（３）民泊意向調査 

・調査対象  会場地市町村 

・調査項目  民泊実施に係る会場地市町村の意向 

 

３ 調査時期 

  令和３年３月以降 

その他（２） 



【参考】都道府県別宿泊施設状況
都道府 簡易宿所営業 下宿営業 国体等
県名 施設数 客室数 施設数 施設数 全体 旅館 リゾート

ホテル
ビジネス
ホテル

シティホ
テル

簡易宿所
会社・団体
の宿泊所 開催年

⻑ 崎 597 21,474 1,358 1 55.2 38.2 57.6 74.3 83.9 13.0 40.1 H26
和歌山 698 16,974 639 - 45.3 35.5 46.6 71.7 66.5 20.2 32.9 H27
岩 手 817 21,661 293 23 57.3 44.5 53.6 73.6 74.2 11.0 57.0 H28
愛 媛 455 15,801 450 5 59.9 58.8 69.3 67.1 74.9 15.3 24.5 H29
福 井 973 16,193 411 5 50.3 37.2 50.9 75.0 62.8 11.4 2.6 H30
茨 城 953 27,395 159 26 60.4 31.6 40.4 73.6 61.6 40.7 22.8 R1
鹿児島 933 26,711 1,101 7 58.8 37.1 48.0 78.6 73.6 26.8 42.6 R2→R5
三 重 1,372 31,345 214 10 55.3 37.6 49.7 75.8 74.7 6.6 8.1 R3
栃 木 1,412 35,695 421 - 53.2 44.7 59.6 70.1 68.6 12.4 17.3 R4
佐 賀 353 9,819 141 1 56.6 45.7 71.5 79.1 64.7 20.2 5.3 R6
滋 賀 502 14,884 363 5 52.2 34.4 59.6 66.2 75.9 12.4 9.2 R7
⻘ 森 680 20,575 569 12 67.8 46.0 63.9 80.1 73.7 45.0 10.7 R8
北海道 2,868 111,049 2,178 120 66.0 53.1 51.9 77.1 77.3 33.5 31.3
宮 城 763 34,389 266 29 60.4 42.9 54.8 68.7 69.7 23.6 29.3
秋 田 547 15,734 270 18 61.0 49.2 55.2 77.6 75.5 11.3 24.0
山 形 816 20,135 228 - 56.0 43.3 39.3 76.2 73.2 11.2 11.3
福 島 1,543 41,888 707 142 56.1 45.1 58.0 70.8 75.3 41.2 41.4
群 馬 1,184 30,168 713 1 52.3 45.8 45.4 73.6 60.9 4.2 31.7
埼 玉 688 23,178 120 - 69.3 45.8 44.5 74.9 74.1 35.3 8.0
千 葉 1,307 57,626 839 3 69.7 32.2 81.5 78.4 82.8 16.7 20.4
東 京 2,435 175,273 1,333 12 80.1 38.1 57.3 84.4 86.2 51.9 50.0
神奈川 1,341 51,525 718 4 70.2 43.9 56.7 85.6 84.4 51.6 18.8
新 潟 2,112 44,371 191 12 45.6 25.7 29.9 71.9 69.6 11.4 23.6
富 山 426 15,303 191 1 58.2 34.7 42.7 69.8 68.6 39.9 45.1
石 川 753 26,933 526 - 61.4 47.3 55.9 73.5 71.0 28.1 53.2
山 梨 1,328 25,460 1,381 6 42.7 34.2 52.0 73.6 54.1 16.3 11.9
⻑ 野 2,669 63,579 3,725 7 37.8 27.2 37.2 76.0 78.2 9.6 14.0
岐 阜 1,110 25,204 531 11 58.3 45.0 50.9 79.0 73.5 29.2 65.1
静 岡 2,928 70,591 1,173 22 54.7 41.1 44.7 71.5 74.1 21.4 19.3
愛 知 1,191 65,445 130 4 66.1 22.6 51.3 73.5 75.7 31.6 53.7
京 都 969 40,777 3,498 79 70.3 45.5 63.1 84.2 82.9 48.7 61.8
大 阪 1,339 99,983 783 5 77.9 32.7 94.2 78.2 85.6 62.0 57.7
兵 庫 1,507 45,885 617 29 54.2 33.3 51.1 75.9 73.8 14.8 26.9
奈 良 417 9,426 347 - 40.6 31.4 79.0 54.8 76.0 14.8 42.1
鳥 取 424 10,166 385 - 55.2 47.6 61.4 74.3 75.0 14.0 4.2
島 根 402 10,290 334 7 60.6 51.9 44.8 78.4 80.6 19.7 38.4
岡 山 684 20,647 266 9 65.9 35.5 40.5 89.2 72.3 18.9 40.6
広 島 696 28,893 530 1 73.8 45.3 68.7 84.1 90.5 37.7 21.0
山 口 708 18,406 137 6 55.9 36.5 47.9 68.9 68.8 8.8 16.0
徳 島 511 9,544 225 1 56.2 33.0 58.4 69.4 64.0 23.5 23.7
香 川 372 12,802 411 1 68.7 47.8 70.1 77.4 72.3 56.6 5.6
高 知 390 10,790 415 1 54.4 41.7 49.8 71.8 76.6 16.4 -
福 岡 1,102 55,188 497 1 72.2 30.8 44.3 80.2 80.4 30.8 39.6
熊 本 1,200 26,923 587 5 62.1 46.2 54.8 78.2 82.0 25.3 15.3
大 分 1,165 25,806 798 22 57.0 45.1 60.1 71.1 73.9 30.1 15.0
宮 崎 455 15,479 424 1 57.5 35.6 43.9 70.8 76.7 12.8 4.3
沖 縄 1,407 48,682 3,859 8 64.0 30.6 70.6 70.4 73.3 44.0 24.8

○施設数、客室数：厚生労働省「平成３０年度衛生行政報告例」(年度末現在) ※簡易宿所、下宿は客室数の集計なし
○客室稼働率：観光庁「宿泊旅行統計調査」（R1.10現在）

客室稼働率旅館・ホテル営業
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第８０回国民スポーツ大会イメージソング等について 
 

 

イメージ 

ソング 

『 翔 け ろ 未 来 へ 』 
  編曲は、嵐や AKB など多数のトップアーティストの作詞・作曲を手がけている音楽プ

ロデューサーの多田慎也さん（青森県弘前市在住）が担当。アップテンポなメロディと、

青森県ご当地アイドル「RINGOMUSUME」の爽やかな歌声が融合して、あおもり国スポ

にふさわしく明るく元気なイメージソングに仕上がっています。 

※PR 動画は、「下記 URL②」又は「参考資料(3)」の QR コード②で御覧になれます。 

SNS URL 

①ホームページ : http://aomorikokuspo.pref.aomori.lg.jp 

②Youｔube : https://www.youtube.com/channel/UCSTmDEWLtgjb_DDtRiEdl5Q 

③Facebook : https://www.facebook.com/aomorikokuspo 

④Insagram : https://www.instagram.com/aomorikokuspo 

 

あおもり国スポ関連ＱＲコード 

 

①ホームページ                ②Ｙｏｕｔｕｂｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ③Ｆａｃｅｂｏｏｋ            ④Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＱＲコードは，株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

その他 (３) 

http://aomorikokuspo.pref.aomori.lg.jp
https://www.youtube.com/channel/UCSTmDEWLtgjb_DDtRiEdl5Q
https://www.facebook.com/aomorikokuspo
https://www.instagram.com/aomorikokuspo


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に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその

他の関係者（以下「大会参加者」という。）の宿泊及び食事については、大会参加者が

それぞれの分野で十分な活躍ができるよう、次の方針に基づき提供する。 

１ 宿 舎 

（１） 大会参加者の宿舎は、原則として、会場地市町村内の旅館（旅館業法の許可

を受けて営業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。）を利用す

る。 

（２） 会場地市町村内の旅館で大会参加者の収容が困難な場合は、その実情に応じ、

関係機関、団体等と協議のうえ、公共施設、民家等及び近隣市町村の旅館等を

利用する。 

（３） 風紀上、衛生上及び安全対策上等の理由により支障があると認められる宿舎

は利用しない。 

２ 配 宿 

（１）  選手・監督及び競技会に関わる役員（以下「選手・監督等」という。）の配宿

は、競技会場及び練習会場までの交通状況を考慮し、会場地市町村が行う。 

ただし、近隣市町村の旅館等に配宿する場合及び選手・監督等を除く大会参

加者の配宿は、県と会場地市町村が協議して行う。 

（２） 選手・監督の宿舎は、都道府県別、競技別、競技種別及び男女別を考慮して

配宿する。 

（３） 役員、視察員、報道員等の宿舎は、原則として、選手・監督の宿舎とは別に

する。 

３ 宿泊料金 

  大会参加者の宿泊料金は、県と旅館等の関係団体と協議のうえ、公益財団法人日

本スポーツ協会において決定する。 

４ 食 事 

   大会参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスが良く、肥沃な大地と

豊かな海で育まれた青森県の新鮮で高品質な農林水産物を利用した郷土色豊かな

ものを提供する。 

令 和 ２年１月 １４ 日 

第７回常任委員会 決定 



陸上競技 水泳 ( 競泳 ) 水泳 ( 水球 ) 水泳 (ＡＳ) 水泳 (OWS)総合開・閉会式 テニス バレーボール (６人制 )

ビーチバレーボール ハンドボール ソフトテニス 卓球 軟式野球 ライフル射撃 (ＣＰ) ラグビーフットボール（１５人制） スポーツクライミング

アーチェリー ゴルフ トライアスロン アクアスロン ウォークビンゴ カーリング ソフトバレーボール ターゲット・バードゴルフ

ドッジボール 年齢別ソフトテニス 年齢別テニス ふれあいボウリング ユニバーサルホッケー ラージボール卓球 ダンススポーツ

バレーボール (６人制 ) バレーボール (６人制 ) 柔道 マスターズスイミング ノルディックウォーキング

ふれあいゲートボール ウオーキング マラソン＆ウォーキング ビーチサッカー

体操 ( 競技 ) 体操 ( 新体操 ) 体操 ( トランポリン ) ソフトボール 弓道

バドミントンライフル射撃 (ＣＰ以外 ) 空手道 クレー射撃 高等学校野球 マスターズ陸上競技 ウエイトリフティング グラウンド・ゴルフ エアロビック インディアカ

なぎなた パワーリフティング パラグライディング オリエンテーリング カヌー (ＳＰ) カヌー (ＳＬ、ＷＷ) ユニカール 水泳 ( 飛込 ) 馬術

ゴルフ 綱引 年齢別バドミントン

３Ｂ体操 ペタンク

ボート バスケットボール セーリング フェンシング フライングディスク ウオーキング ソフトバレーボール ノルディックウォーキング ふれあいソフトボール

サッカー バスケットボール 相撲 ゲートボール バウンドテニス パークゴルフ Let’s　Enjoy　バウンドテニス

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 武術太極拳 いきいき太極拳

ハンドボール 剣道 軟式野球 マラソン ソフトボール 女子ソフトボール

ホッケー 軟式野球軟式野球 スポーツチャンバラ ファイン・ボール 空道

サッカー バスケットボール レスリング 自転車 ( トラック ) ソフトボール ラグビーフットボール（７人制） ボウリング

パークゴルフ サッカー マラソン サッカー

自転車 ( ロードレース ) フロアボール ウオーキング

第8 0 回国民スポーツ大会 会場地市町村選定状況（ 市町村図）

青森市 平内町 今別町

蓬田村 外ヶ浜町

五所川原市 つがる市 鰺ヶ沢町

板柳町 鶴田町 中泊町

弘前市

黒石市 平川市

藤崎町 大鰐町 西目屋村 田舎館村 宮城県利府町 山梨県北杜市 階上町 新郷村

三戸町 五戸町 田子町 南部町

八戸市

六ヶ所村 おいらせ町

野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町

三沢市

十和田市

むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村

深浦町

あおもりし ひらないまち いまべつまち

よもぎたむら そとがはままち

ごしょがわらし つがるし あじがさわまち ふかうらまち

いたやなぎまち つるたまち なかどまりまち

ひろさきし

くろいしし ひらかわし

ふじさきまち おおわにまち にしめやむら いなかだてむら みやぎけんりふちょう やまなしけんほくとし はしかみちょう しんごうむら

さんのへまち ごのへまち たっこまち なんぶちょう

はちのへし

ろっかしょむら おいらせちょう

のへじまち しちのへまち ろくのへまち よこはままち とうほくまち

みさわし

とわだし

むつし おおままち ひがしどおりむら かざまうらむら さいむら

東青地域

西北地域

中南地域

県外

三八地域

上北地域

下北地域

㉖（正⑭、デ⑫） ②（正①､公①） ①

① ①

① ② ① ①

② ① ①

⑧（正⑥、特①、デ①）

① ④（正①、公②、デ①）

③（正①､公①､デ①） ② ① ① ① ① ①②（正①､デ①）

① ① ① ①

⑦

② ④（正①、デ③）

① ① ① ① ②（正①､デ①）

⑦（正⑤、公①、デ①）

⑦（正③、公②、デ②）

⑤（正④、デ①） ① ① ① ①

正式競技 特別競技 公開競技 デモンストレーションスポーツ
※市町村名横の丸数字は実施競技数

平内町

蓬田村

今別町

外ヶ浜町

外ヶ浜町外ヶ浜町

中泊町中泊町

中泊町

五所川原市五所川原市

五所川原市

深浦町

西目屋村

田子町

三戸町

新郷村
南部町

五戸町 八戸市

階上町

十和田市

六戸町おいらせ町おいらせ町

七戸町

東北町

三沢市三沢市

野辺地町

六ヶ所村六ヶ所村

横浜町

むつ市 東通村

風間浦村風間浦村
大間町大間町

佐井村佐井村

40 市町村 ( 県外２) 37 1 7 38

スポーツウエルネス吹矢スポーツウエルネス吹矢

鶴田町

板柳町
藤崎町

青森市

つがる市

鰺ヶ沢町

弘前市
田舎館村

黒石市

平川市
大鰐町


