
第８０回国民体育大会青森県準備委員会 

平成２９年度事業報告

１ 開催準備業務

主な業務 内容

（１）各種基本方針等の策定 ・実施予定競技選択基本方針の策定

・県及び会場地市町村の業務分担・経費負担細

目の策定

・競技役員等編成基本方針の策定

・競技役員等養成基本方針の策定

・競技役員等養成基本計画の策定

・競技運営基本方針の策定

・競技用具整備基本方針の策定

・審判員・要資格運営員養成計画の策定

・公開競技実施基本方針の策定

・デモンストレーションスポーツ実施基本方針

の策定

・広報基本方針の策定

・広報基本計画の策定

（２）開催準備総合計画の策定 ・開催準備総合計画の策定

（３）開催基本構想の策定 ・総務企画専門委員会開催基本構想策定検討部

会で開催基本構想（素案）を審議

（４）会場地市町村の選定 ・常任委員会で会場地市町村第一次・第二次選

定を審議・承認し、２０市町村３３競技が内

定

（５）専門委員会の設置 ・施設専門委員会及び広報・県民運動専門委員

会を設置

・総務企画、競技運営、施設、広報・県民運動

専門委員会を運営

（６）その他開催準備業務の推進 ・マスコットキャラクター決定

・国体開催ＰＲポスター作成、配布

平成３０年７月１０日 

第３回総会  決 定 



２ 会議の開催

（１）総会

会議名 開催年月日 開催場所 議案

第２回総会 平成 29 年５月 24 日 ホテル青森 ・平成２８年度事業報告

・平成２８年度収支決算

・平成２９年度事業計画

・平成２９年度収支予算

（２）常任委員会

会議名 開催年月日 開催場所 議案

第２回常任

委員会

平成 29 年４月 19 日 ホテル青森 ・実施予定競技選択基本方針

・開催準備総合計画

・県及び会場地市町村の業務分担・経

費負担細目

・会場地市町村第一次選定

・競技役員等編成基本方針

・競技役員等養成基本方針

・競技役員等養成基本計画

・専門委員会規程改正

第３回常任

委員会

平成 30 年１月 15 日 ホテル青森 ・第７８回～第８１回国民体育大会に

おける隔年実施競技の実施順序決定

に伴う第８０回国民体育大会会場地

市町村第一次選定の一部内定取消 

・会場地市町村第二次選定 

・競技運営基本方針 

・競技用具整備基本方針 

・審判員・要資格運営員養成計画 

・公開競技実施基本方針 

・デモンストレーションスポーツ実施

基本方針 

・広報基本方針 

・広報基本計画 

・マスコットキャラクター



（３）専門委員会

  ア 総務企画専門委員会

会議名 開催年月日 開催場所 議案

第３回総務

企画専門委

員会

平成 29 年 11 月１日 ウエディン

グプラザア

ラスカ

・開催基本構想の策定について

・第７８回～第８１回国民体育大会に

おける隔年実施競技の実施順序決定

に伴う第８０回国民体育大会会場地

市町村第一次選定の一部内定取消

・会場地市町村第二次選定

第４回総務

企画専門委

員会

平成 29 年 12 月 12 日 ウエディン

グプラザア

ラスカ

・会場地市町村第二次選定追加

総務企画専門

委員会第１回

開催基本構想

策定検討部会

平成 30 年１月 22 日 県庁舎北棟

２階Ａ会議

室

・開催基本構想（素案）の検討

総務企画専門

委員会第２回

開催基本構想

策定検討部会

平成 30 年３月 14 日 県庁舎北棟

２階Ａ会議

室

・開催基本構想（素案）

イ 競技運営専門委員会

会議名 開催年月日 開催場所 議案

第２回競技

運営専門委

員会

平成 29 年７月 13 日 ウエディン

グプラザア

ラスカ

・競技運営基本方針

・競技用具整備基本方針

・審判員・要資格運営員養成計画

第３回競技

運営専門委

員会

平成 29 年 10 月 26 日 ウエディン

グプラザア

ラスカ

・公開競技実施基本方針

・デモンストレーションスポーツ実施

基本方針

・審判員・要資格運営員養成計画の修

正

ウ 施設専門委員会

会議名 開催年月日 開催場所 説明・報告

第１回施設

専門委員会

平成 29 年８月３0 日 ウエディン

グプラザア

ラスカ

・会場地市町村第一次選定競技施設概

要

・競技関連施設等概念図



エ 広報･県民運動専門委員会

会議名 開催年月日 開催場所 議案

第１回広報･

県民運動専

門委員会

平成 29 年７月 20 日 ウエディン

グプラザア

ラスカ

・広報基本方針

・広報基本計画

第２回広報･

県民運動専

門委員会

平成 29 年 12 月 18 日 ウエディン

グプラザア

ラスカ

・マスコットキャラクター

・国体開催ＰＲポスターのデザイン

（４）市町村・競技団体担当者会議

会議名 開催年月日 開催場所 説明事項

第１回会場

地市町村・

競技団体担

当者会議

平成 29 年 10 月 23 日 県総合学校

教育センタ

ー

・中央競技団体正規視察準備事務の手

引き

・会場地市町村準備委員会設置の手引

き

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

平成 30 年１月 24 日 県総合社会

教育センタ

ー

・国民体育大会の概要について

・準備委員会について

・公開競技について

・デモンストレーションスポーツにつ

いて

３ 各種調査の実施

主な調査 内容

市町村・競技団体ヒアリング ・会場地市町村選定に向けたヒアリング

先催県の情報収集 ・第７２回国民体育大会（愛
え

顔
がお

つなぐえひ

め国体）の運営状況等の視察

・平成２９年度開催県検討会議（三重県、

栃木県）で意見交換及び施設調査

・第７２回国民体育大会開催地連絡協議

会（愛媛県）で開催県から業務運営等に

関する情報提供

・先催県の準備状況の調査（三重県）



４ 協議・連絡調整の実施

主な調整先 内容

公益財団法人日本体育協会

（現公益財団法人日本スポーツ協会）

・平成２９年度国民体育大会委員会への

出席


