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分野 所属 役職 氏名 備考

公益社団法人青森県医師会 常任理事 佐藤 衛 委員長

一般社団法人青森県歯科医師会 副会長 工藤 眞裕

一般社団法人青森県薬剤師会 副会長 齋藤 武

公益社団法人青森県看護協会 常務理事 前田 隆子

日本赤十字社青森県支部 事務局長 神 登喜彦

一般社団法人青森県食品衛生協会 専務理事 畑中 和紀 副委員長

青森県保健所長会 会長 齋藤 和子

青森県健康福祉部がん・生活習慣病
対策課

課長 工藤 光

青森県健康福祉部医療薬務課 課長 泉谷 和彦

青森県健康福祉部保健衛生課 課長 磯嶋  隆

青森県環境生活部環境政策課 課長 細谷 健司

第８０回国民スポーツ大会 医事・衛生専門委員会 名簿

医療

食品
・
衛生

県
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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

医療関係 公益社団法人青森県医師会 佐藤　衛 令和4年6月27日

県関係 健康福祉部医療薬務課　課長 泉谷　和彦 若松　伸一 令和4年4月1日

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会医事・衛生専門委員会
委員の変更

　第２回医事・衛生専門委員会（令和３年１１月２２日）以降における委員の変更につ
いては、下記のとおりである。

（順不同、敬略称）

※齋藤　武委員、青森県薬剤師協会の役員改選により役職が副会長に変更。
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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

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
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年 月 日 内 容

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

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（書面開催）

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
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年 月 日 内 容

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

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回水泳（飛込）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回馬術競技運営専
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（書面開催）

１２月２２日 　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
を開催

令和３年　１月１３日 　令和２年度第２回国体開催県検討会議を開催（オンライン開催）

１月２０日 　第８０回国民スポーツ大会第３回市町村担当者会議・第３回競技団
体担当者会議を開催

１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回総務企画専門委
員会を開催

２月１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回常任委員会を開
催

４月１９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回広報・県民運動
専門委員会を開催

４月２７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回施設専門委員会
を開催

５月２８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回競技運営専門委
員会を開催

６月９日 　令和３年度第１回国体開催県検討会議を開催（オンライン開催）

７月９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回総会を開催（書
面決議）

７月３０日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回輸送・交通専門
委員会を開催（書面決議）

９月９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回式典専門委員会
を開催（書面決議）

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回馬事衛生部会を
開催（書面決議）

９月３０日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回水泳（飛込）競
技運営専門委員会を開催（書面決議）
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年 月 日 内 容

１０月２６日 　中央競技団体正規視察（水泳（競泳・水球・AS・OWS））

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回馬術競技運営専
門委員会を開催（書面決議）

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会第４回市町村担当者会議を開催（オンラ
イン開催）

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会第４回会場地市町村担当者会議・第４回
競技団体担当者会議を開催（オンライン開催）

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会第１回会場地市町村宿泊・輸送担当者会
議を開催（オンライン開催）

１１月１７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回競技運営専門委
員会を開催（書面決議）

１１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回医事・衛生専門
委員会を開催（書面開催）

１１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回宿泊専門委員会
を開催（書面開催）

１１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回警備・消防専門
委員会を開催（書面決議）

１１月２６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回広報・県民運動
専門委員会を開催（書面決議）

１１月２６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１０回総務企画専門
委員会を開催（書面決議）

１２月　１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回式典専門委員会
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１０回常任委員会を
開催

令和４年　２月１４日 　第８０回国民スポーツ大会第５回会場地市町村担当者会議を開催
（オンライン開催）

４月　１日 　国民スポーツ大会準備室員を増員（２５名体制）

５月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１０回競技運営専門
委員会を開催（書面開催）

６月３０日 　第８０回国民スポーツ大会第２回会場地市町村宿泊・輸送担当者会
議を開催（オンライン開催）

７月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回総会を開催
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年 月 日 内 容

７月２６日 令和４年度第１回国体開催県検討会議を開催

８月９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回警備・消防専門
委員会を開催

８月３１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回輸送・交通専門
委員会を開催（書面開催）

９月２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回宿泊専門委員会
を開催

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回施設専門委員会
を開催

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会第５回市町村担当者会議を開催（オンラ
イン開催）

１０月７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１０回広報・県民運
動専門委員会を開催（書面開催）
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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回医事・衛生専門委員会（令和３年１１月２２日）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１０回常任委員会決定事項【令和３年１２月２１日開催】 

・第８０回国民スポーツ大会会期 

 ・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デモンストレーションスポーツ開催競技及び競技会場 

の変更 

 ・第８０回国民スポーツ大会記録業務基本計画 

・第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基本計画 

・第８０回国民スポーツ大会式典基本計画 

・第８０回国民スポーツ大会警備・消防防災基本計画 

 

２ 第７回総会決定事項【令和４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３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３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４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４年度収支予算 

説明・報告事項（２） 
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第８０回国民スポーツ大会食事等の提供に関すること 

 
○ 食事等の提供に関すること 

・専門委員会規程により、食事等の提供に関することは、宿泊専門委員会の委任事項となっ

ていることから、宿泊業務年次スケジュールに食事提供及び弁当提供の項目を掲載している。 

・弁当調達要項等については、食品衛生関係法令に基づき規定することから、医事・衛生専

門委員会の委任事項である「食品衛生及び環境衛生に関すること」に該当するため、医事・

衛生専門委員会で審議し、宿泊専門委員会にその結果を報告する。 

 

委員会名 令和 5 年度 令和 6 年度 

宿泊専門委員会 ・食事の提供方針 

（青森県らしさや安全安心な

どの項目を設定するもの。） 

・弁当料金案検討 

（宿泊要項（R6作成）にて、

宿泊料金・弁当料金を定め

るもの。） 

・弁当調達要項、弁当調製施設選

定基準 

（弁当調製施設の選定基準、弁当

の申込み方法、運搬・保管・精算方

法等を定めるもの。） 

医事・衛生専門委員会   

 

 

【参考】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（一部抜粋） 

委員会名 付託事項 委任事項 

宿泊専門委員会 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 

１ 宿泊業務に関すること 

２ 食事等の提供に関するこ

と 

３ その他宿泊に関すること 

医事・衛生専門委員会 １ 医事・衛生の基本的な事項

に関すること 

２ その他医事・衛生に係る重

要な事項に関すること 

１ 医療救護及び防疫に関す

ること 

２ 食品衛生及び環境衛生に

関すること 

３ その他医事・衛生に関する

こと 

 

報
告 

説明報告事項（３） 
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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 青森県

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

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
３ その他宿泊に関すること

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】

弁当調製施設選定基準

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

配宿方式説明

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

配宿方式意向調査

合同配宿への賛同意向の確認

説明報告事項（３） 参考資料

医事・衛生専門委員会
【付託事項】
１ 医事・衛生の基本的な事項に関すること
２ その他医事・衛生に係る重要な事項に関
すること

【委任事項】
１ 医療救護及び防疫に関すること
２ 食品衛生及び環境衛生に関すること
３ その他医事・衛生に関すること
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第８０回国民スポーツ大会 医療救護要項（案） 

 
１ 趣旨 

  この要項は、第８０回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）医事・衛生基本

方針に基づき、大会における医療救護に万全を期するため、必要な事項を定めるも

のとする。 

 
２ 実施方法 

  県実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員会（以下「会

場地委員会」という。）は、相互に連絡調整を図り、医療機関、関係団体等とともに、

医療救護を実施する。 

 
３ 実施区分 

  県委員会及び会場地委員会は、次の区分における医療救護を実施する。 

（１）県委員会 

  ア 総合開・閉会式会場及びその周辺 

  イ 県委員会主催の大会関連イベント会場等 

（２）会場地委員会 

   ア 競技会場及び練習会場 

  イ 会場地委員会主催の大会関連イベント会場等 

  ウ 宿舎（転用施設を含む。） 

 
４ 実施業務 

  医療救護業務は、次の事項を実施する。 

（１）医療救護体制の整備 

  ア 救護本部の設置 

    会場等における医療救護業務の総括、関係各所との連絡調整等を担うため、

救護本部を設置する。 

  イ 救護所の設置等 

（ア）会場等における傷病者の応急処置及び関係医療機関との連絡調整等を担う

ため、救護所を設置する。 

（イ）救護所には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）、その他必要物品等を配備する。なお、ドーピング禁止物質を含有する医

薬品は配備しない。 

（ウ）救護所には、救護班及び必要に応じて移動救護班を配置する。 

（エ）救護班は、医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー及

び事務職員等により、必要に応じた編成とする。 

  ウ 応急処置の実施 

救護班及び移動救護班は、傷病者の応急処置、医療機関その他関係機関との連

絡調整等、必要な措置を行う。 

  エ 救急自動車等の配備 

審議事項（１） 
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    救急自動車等の配備については、別途関係機関と協議して定める。 

  オ 医療機関の確保等 

    傷病者が発生した場合に備え、医療機関その他関係機関の確保や緊急時の連

絡体制を整備する。 

（２）医療救護体制の周知 

   傷病発生時の患者への対応が適正に図られるよう、大会参加者等や宿舎、医療・

消防機関等に対して、各種通知や案内、ホームページ等の活用により、医療救護体

制について周知を図る。 

 

５ その他 

（１）県委員会及び会場地委員会は、それぞれの区分における医療救護の実施に要す

る経費を負担する。 

（２）救護所及び救急自動車等において要した経費を除き、医療費は全て受診者が負

担する。 

（３）この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、県委員

会および会場地委員会が、別に定める。 

（４）県実行委員会及び会場地市町村実行委員会を組織していない場合は、「県実行委

員会」を「県準備委員会」に、「会場地市町村実行委員会」を「会場地市町村準備

委員会」または「会場地市町村」に読み替える。 
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第８０回国民スポーツ大会 防疫対策要項（案） 

 
１ 趣旨 

  この要項は、第８０回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）医事・衛生基本

方針に基づき、大会における防疫対策に万全を期するため、必要な事項を定めるも

のとする。 

 
２ 実施方法 

  県実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員会（以下「会

場地委員会」という。）は、相互に連絡調整を図り、県、会場地市町村、関係機関・

団体等とともに防疫対策を実施する。 

 
３ 実施項目 

  防疫対策は、次の事項を実施するものとする。 

（１）防疫に関する知識の普及及び意識の啓発 

   保健所等は、大会に参加する選手・監督・役員、視察員、報道員及びその他関係

者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の感染症予防のため、県委

員会、会場地委員会、関係機関・団体等の協力を得て、広報活動等の実施により、

防疫に関する正しい知識の普及及び意識の啓発を図る。 

（２）健康管理指導 

保健所等は、大会参加者等の感染症予防のため、県委員会、会場地委員会、関係

機関・団体等の協力を得て、大会参加者等が利用する宿舎及び食品提供施設等に対

し、業務従事者への検便検査の実施を含む健康管理に努めるよう指導する。 

（３）感染症患者の発生時の措置 

   大会参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）が発生

した場合には、保健所は感染症法等に基づく必要な措置を講じ、県、関係市町村、

県委員会及び会場地委員会は、関係機関・団体等の協力を得て、連携して感染症

のまん延防止に努める。 

（４）緊急連絡体制の整備 

   県委員会及び会場地委員会は、大会参加者等に感染症患者が発生した場合に備

え、関係機関が迅速に対応できるよう、緊急時の連絡体制を整備する。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、感染症対策の実施に関して必要な事項は、県委

員会および会場地委員会が、それぞれ別に定める。 

（２）新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等への対策については、県及

び市町村が別に定める行動計画及びマニュアル等による。 

（３）県実行委員会及び会場地市町村実行委員会を組織していない場合は、「県実行委

員会」を「県準備委員会」に、「会場地市町村実行委員会」を「会場地市町村準備

委員会」または「会場地市町村」に読み替える。 

審議事項（２） 
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第８０回国民スポーツ大会 食品衛生対策要項（案） 

 
１ 趣旨 

  この要項は、第８０回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）医事・衛生基本

方針に基づき、大会における食品衛生対策の実施に万全を期するため、必要な事項

を定めるものとする。 

 
２ 実施方法 

  県実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員会（以下「会

場地委員会」という。）は、相互に連絡調整を図り、県、会場地市町村、関係機関・

団体等とともに食品衛生対策を実施する。 

 
３ 実施項目 

  食品衛生対策は、次の事項を実施するものとする。 

（１）食品衛生に関する知識の普及及び意識の啓発 

保健所等は、食品に起因する衛生上の危害を防止するため、県委員会・会場地委

員会、関係機関・団体等の協力を得て、大会に参加する選手・監督・役員、視察員、

報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）が利

用する宿舎及び食品提供施設等に対し、より一層の食品衛生に関する正しい知識

の普及及び意識の啓発を図るとともに、自主的な衛生管理の向上を促す。 

（２）監視・指導の実施 

   保健所等は、大会参加者等が利用する宿舎及び食品提供施設等に対する監視・

指導及び検査を強化し、施設の衛生確保及び食品の衛生的取扱いの向上を図ると

ともに、必要に応じて食品の収去検査等を実施する。 

（３）自主的な衛生管理活動の促進 

   保健所等は、大会参加者等が利用する宿舎及び食品提供施設等に対し、自主的

な衛生管理活動の促進を図る。 

（４）食中毒発生時の措置 

   保健所等は、大会参加者等に食中毒が発生した場合には、食品衛生法等に基づ

く必要な措置を講じ、県、関係市町、県委員会、会場地委員会は、連携して事故の

拡大防止に努める。 

（５）緊急連絡体制の整備 

県委員会、会場地委員会は、大会参加者等に食中毒が発生した場合に備え、関係

機関が迅速に対応できるよう、緊急時の連絡体制を整備する。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、食品衛生対策の実施に関して必要な事項は、県

委員会および会場地委員会が、それぞれ別に定める。 

（２）県実行委員会及び会場地市町村実行委員会を組織していない場合は、「県実行委

員会」を「県準備委員会」に、「会場地市町村実行委員会」を「会場地市町村準備

委員会」または「会場地市町村」に読み替える。 

審議事項（３） 
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第８０回国民スポーツ大会 環境衛生対策要項（案） 

 
１ 趣旨 

  この要項は、第８０回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）医事・衛生基本

方針に基づき、大会における環境衛生対策に万全を期するため、必要な事項を定め

るものとする。 

 
２ 実施方法 

  県実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員会（以下「会

場地委員会」という。）は、相互に連絡調整を図り、県、会場地市町村、関係機関・

団体等とともに環境衛生対策を実施する。 

 
３ 実施項目 

  環境衛生対策は、次の事項を実施するものとする。 

（１）会場及びその周辺環境の美化 

   県委員会及び会場地委員会は、県、会場地市町村、関係機関・団体等の協力を得

て、次の事項を実施する。 

  ア 開・閉会式会場、競技・練習会場（以下「会場」という。）、河川・道路等公共

の場所、観光地等の清掃を実施する。 

  イ ごみの持ち帰りの呼びかけや、空き缶、ペットボトル、たばこの吸い殻等ご

みのポイ捨て防止の徹底およびマナーの向上を図る。 

（２）廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進 

   県委員会及び会場地委員会等は、会場等におけるリユース可能な資機材の活用

など、廃棄物の発生抑制に努める。また、会場地の処理体制に応じた分別収集を徹

底し、廃棄物の適正な処理とリサイクルを推進する。 

（３）宿舎の衛生対策 

   保健所等は、県委員会、会場地委員会、関係機関・団体等の協力を得て、宿舎に

対し、宿泊者が快適な条件のもとに過ごせるよう宿舎の衛生に関する知識の普及

や監視・指導を行う。 

（４）飲料水の衛生対策 

   保健所等は、水道事業者等に対し、飲料水の衛生保持のための監視・指導を実

施する。 

（５）衛生害虫等の駆除 

   市町村は、保健所等の協力を得て、必要に応じて、ねずみ・衛生害虫等の駆除を

行い、発生源対策に努める。 

（６）動物の適正管理 

   動物愛護センター等は、市町村の協力を得て、飼い犬の適正管理指導と野犬等

の捕獲に努め、犬による危害発生の防止を図る。また、市町村は、関係団体の協力

を得て、犬の登録及び狂犬病予防注射の実施を徹底する。 

 

 

審議事項（４） 
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（７）受動喫煙防止対策 

  ア 県委員会及び会場地委員会は、健康増進法に基づき、会場内の受動喫煙防止

対策に努める。 

イ 保健所等は、市町村の協力を得て、受動喫煙による健康への悪影響等について

普及啓発を行い、受動喫煙防止に関する意識の啓発を図る。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、環境衛生対策の実施に関して必要な事項は、別

に定める。 

（２）県実行委員会及び会場地実行委員会を組織していない場合は、「県実行委員会」

を「県準備委員会」に、「会場地市町村実行委員会」を「会場地市町村準備委員会」

または「会場地市町村」に読み替える。 
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医事・衛生業務年次スケジュール

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）

三重県 栃木県 鹿児島県 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

■医事・衛生基本方針（案） ■医療救護要項（案）

■防疫対策要項（案）

■食品衛生対策要項（案）

■環境衛生対策要項（案）

 

 

■医療救護実施要領（案）

■会場地市町村医療救護業務推進指針

（案）

■感染症対策実施要領（案）

■食品衛生対策実施要領（案）

■弁当調達要項（案）

■弁当調製施設選定基準（案）

■飲料水衛生対策実施要領（案）

■宿舎衛生対策実施要領（案）

■医療救護実施計画（案）

第1回 第2回（書面） 第3回 第4回 第5回 第6回

 

 

 各業務（医療救護、防疫、食品衛生、環境衛生）の

趣旨、大枠、体制確立について定めるもの。

 基本方針に基づき医療救護に必要な事項を定め

るもの。

   

  基本方針に基づき防疫対策に必要な事項を定め

るもの。

 

  基本方針に基づき食品衛生対策に必要な事項を

定めるもの。

 

 

 基本方針に基づき環境衛生対策に必要な事項を

定めるもの。

 

※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。

医療救護

防疫対策

食品衛生

環境衛生

会場地市町村

全体

開催年

開催県

逆年

専門委員会審議事項

専門委員会開催

弁当調達要項に基づき、弁当調製施設選定基準
に関する必要な事項を定めるもの。

食品衛生関係法令に基づき、弁当調達に関する必
要な事項を定めるもの。

食品衛生対策実施要領

防疫対策実施要領

飲料水衛生対策実施要領

宿舎衛生対策実施要領

食品衛生講習会

防疫対策要項

医事・衛生基本方針

食品衛生対策要項

環境衛生対策要項

救護所設置

宿泊衛生・食品衛生のしおり

医療救護要項に基づき、医療救護に関
して具体的な事項を定めるもの。

医療救護要項に基づき、会場地市町村実行委員会が実
施する医療救護の基本的事項を定めるもの。

医療救護要項（案） 医療救護要項決定

会場地市町村医療救護業務推進指針

救護所設置市町村医師等数調査（1次）

日ス協へ協議

医療救護実施計画

医師・看護師等確保、調整

救護本部・救護所設置

医療救護のしおり

救護所設置市町村医師等数調査（2次）

謝金等協定締結

会場地医療救護業務マニュアル

医療救護実施要領

救護本部、救護所設置計画

医療救護業務マニュアル

開催決定

→実行委員

会設立

防疫対策要項に基づき、予防・防疫対策に関して
必要な事項を定める。

食品衛生対策要項に基づき、食品衛生対策に関し
て必要な事項を定めるもの。

環境衛生対策要項に基づき、飲料水衛生対策に関
して必要な事項を定めるもの。

環境衛生対策要項に基づき、宿泊施設の衛生に関
して必要な事項を定めるもの。

宿舎衛生講習会

その他 資料

弁当調達要項

弁当調製施設選定基準

弁当調製施設調査
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第８０回国民スポーツ大会医事・衛生基本方針       

 
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

他関係者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の医事・衛生について

は、大会参加者等が清潔で快適な環境のもとで十分な活躍や観覧等ができるよう、次

の基本方針に基づき実施する。 

 
１ 医療救護 

大会参加者等の傷病の発生に速やかに対処するため、関係機関・団体等の協力を

得て、応急処置及び医療機関への移送等の実施に必要な医療救護体制を整える。 

 

２ 防疫 

大会参加者等の感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、関係機

関・団体等の協力を得て、防疫体制を整えるとともに、防疫に関する知識の普及及

び意識の一層の啓発を図る。 

 

３ 食品衛生 

  大会参加者等の食の安全・安心を確保するため、関係機関・団体等の協力を得て、

食品関係施設等の衛生管理体制を整えるとともに、食品衛生に関する知識の普及及

び意識の一層の啓発を図る。 

 

４ 環境衛生 

大会参加者等に清潔で快適な環境を提供するため、関係機関・団体等はもとより、

広く県民の協力を得て、宿舎の衛生対策、各会場及びその周辺環境の美化、廃棄物

の適正処理、リサイクルの推進等に努めるとともに、環境衛生に関する知識の普及

及び意識の一層の啓発を図る。 

 

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 

第９回常任委員会 決定 

参考資料（１） 
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R2

R4 R4 R4 R4

R6 R6 R6 R6 R6 R6

R7

環境衛生対策要項

宿舎衛生対策
実施要領

飲料水衛生対策
実施要領

医事・衛生基本方針

医療救護要項
（R5年度JSPO承認予定）

医療救護実施要領
会場地市町村医療
救護業務推進指針

医療救護実施計画
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「いちご一会とちぎ国体」における医事・衛生関係業務の概要 

 

１ 開催状況 

（１）会期  

令和４年１０月１日（土）～１０月１１日（火） 

  会期前日程（水泳・ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・体操等）：９月１０日（土）～９月１９日（月） 

 

（２）総合開・閉会式会場 

 カンセキスタジアム栃木（宇都宮市） 

     

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

 

２ 医療救護対策 

（１）医療救護体制の整備 

① 「救護業務マニュアル」の作成、救護ボランティア研修会の開催 

② 救護本部及び救護所の設置、移動救護班の配置、医療機器・救護用品等の配備（ド

ーピング禁止物質を含有する医薬品の確認）、救急車の配備等を実施 

     

     救護所本部          移動救護班           待機救急車 

 

「いちご一会とちぎ国体」における医療救護体制（延べ人数） 

    救護所 医師 看護師 保健師 ＡＴ その他 

県 総合開会式リハ 3 3 2 4     

  総合開会式 8 8 7 10     

  総合閉会式 7 7 6 10     

  合計 18 18 15 24     

会場地市町村 競技会 94 211 303 342 8 71 

大会合計 112 229 318 366 8 71 

説明・報告事項（４） 
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（２）医療救護体制の周知  
「宿泊・医療救護のしおり」の作成及び HP への掲載等による広報活動の実施 

 

 

３ 防疫対策 

（１）防疫体制の整備 

①感染症患者発生に備えた緊急連絡体制の整備 

  ②宿泊施設（営業宿泊施設、転用施設等）に対する監視指導の実施 

 

（２）防疫に関する啓発 

 ①宿泊営業施設等を対象とした宿舎衛生講習会の実施（YouTube による動画視聴） 

  ②「衛生対策の手引き」の作成、HP への掲載等による広報活動の実施 

 

 

４ 食品衛生対策 

（１）食品衛生管理体制の整備 

  ①食品提供施設（宿泊施設、弁当調製施設）に対する監視指導の実施 

②食品衛生監視員による臨時食品営業施設等への巡回指導の実施 

 

（２）食品衛生に関する啓発 

  ①食品関係営業施設等を対象とした食品衛生講習会の実施（YouTube による動画視聴） 

②「衛生対策の手引き」の作成、配布等による広報活動の実施 

 

      

     総合開会式弁当        弁当引換所          食品衛生の手引き 
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５ 環境衛生対策 

（１）廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進 

  ①「環境に配慮したいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」を常任委員会で宣言 

②分別回収の徹底、廃棄物のリサイクル実施 

  ③食品ロス削減の推進 

     

総合プログラムの電子化    ペットボトルを再利用した       食品ロス削減 

選手団ユニフォーム 

 

（２）会場及び周辺の衛生美化 

①衛生美化活動（トイレ・喫煙所の巡回、ごみ拾い、ごみ回収等）の実施 

   ②ゴミ拾いはスポーツだ！スポ GOMI 大会 in 栃木の開催 




