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あすなろ国体時の施設整備及び県有体育施設の整備 

（第３２回国民体育大会報告書及び青森県スポーツ振興基盤整備計画より） 

１ あすなろ国体時の施設整備について 

（１）概要 

   あすなろ国体開催へ向けた競技施設整備は、既存の施設を有効に活用することを前提と

し、施設を新設する場合には、国体終了後、社会・学校体育施設として広く活用できるよう

配慮し、整備が進められた。 

   施設整備の県及び市町の経費負担区分については、開・閉会式に要する経費、県営競技施

設の整備に要する経費（仮設物を除く。）並びに特殊競技施設の整備に要する経費等は原則

として県が負担した。

   会場地市町運営競技施設については、市町の負担とし、起債、市町村振興基金の貸し付け

等の斡旋に努めた。

（２）青森県総合運動場（現青森県総合運動公園）の整備 

年度 整備内容 

昭和３９～４２年度 陸上競技場、補助競技場、水泳場（屋外５０ｍ競泳プール）、

野球場の整備 

昭和４７～５１年度 体育館、テニスコート、サッカーラグビー場、２５ｍ屋内プ

ールの整備（４施設については、現存しない又は閉鎖中）

陸上競技場走路の改修並びにメインスタンドの拡張、陸上補

助競技場走路の部分改修、水泳場の改修

（３）県が負担した特殊競技施設 

カヌー競技場、弓道遠的場、漕艇競技場、山岳競技場、自転車ロードレースコース（道路

以外の整備）、ライフル競技場、ヨット競技場及び馬術競技施設の８競技の施設である。 

２ 県有施設（陸上競技場、水泳場、野球場）の整備状況 

（１）青森県総合運動公園陸上競技場 （昭和４１年竣工、築４８年） 

   ［国体施設基準］ 

日本陸上競技連盟公認の１種競技場１（補助競技場（１周４００ｍのサブトラック１、

投てき練習場１） ３種競技場） 

［適合状況］ 

 補助競技場の公認無し 

（２）青森県総合運動公園水泳場   （昭和４１年竣工、築４８年） 

   ［国体施設基準］ 

日本水泳連盟公認のプール 

①競泳用５０ｍプール１（隣接して２５ｍ補助プール１） 

②飛込､シンクロナイズドスイミング用プール１（飛込用として１０ｍの固定台と３ｍ 

の飛板を備えていること。） 

③水球用プール１ 

 上記①～③は、至近距離にある異なった会場であることが望ましい。 

［適合状況］ 

 施設基準満たさず（県内で他に基準を満たす施設無し） 
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（３）青森県総合運動公園野球場   （昭和４２年竣工、築４７年） 

   ［国体施設基準］ 

    軟式野球…規定の野球場５面 

    硬式野球…規定の野球場３面 

   ［適合状況］ 

    軟式野球は適合、硬式野球は不適合（ただし、県内で基準を満たす施設有り）

３ 新県有体育施設（陸上競技場、水泳場、野球場）の整備について 

  陸上競技場の整備を優先し、水泳場、野球場については国体の本県開催時期を踏まえ順次整

備することとしており、いずれの施設についても国体の開催が可能な競技場として整備する

こととしている。 

なお、陸上競技場（補助陸上競技場、投てき場兼アーチェリー場併設）については、現在、

新青森県総合運動公園内への整備を進めている（平成２９年度完成予定）。 
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青森県内実施可能施設無し競技の 

あすなろ国体時の会場及び先催県の開催状況 

 県内実施可能施設無し競技のあすなろ国体時の会場は下表のとおりであり、新設が４施設、改

修が３施設、既存が３施設、特設が２施設となっている。 

 また、先催県の状況では、クレー射撃以外の競技がほとんどの先催県において、県内で開催し

ている。 

※第３２回国民体育大会報告書、公益財団法人日本体育協会ＨＰ、先催県国体ＨＰより 

県内
開催

県外
開催

備考

青森県総合運動場陸上競技場 改 12 0
県有施設（１０会場）、
市有施設（２会場）

競泳 12 0

飛込 8 4

シンクロ 11 1

水球 県立青森南高等学校プール 新 12 0

大湊漕艇場
(海上自衛隊大湊地方総監部構内)

特 10 2
漕艇場、ボート場の他、
河川、湾内への特設会場
有

三沢市民の森運動公園ホッケー場
三沢市民の森運動公園特設ホッケー場

新
特 12 0

ホッケー場の他、陸上競
技場や多目的広場等を使
用

野辺地町立体育館
県立野辺地高等学校グラウンド
県立野辺地高等学校体育館

新
改
既

12 0
県内社会体育施設の他、
中学・高校・大学等の施
設を使用

障害馬術

馬場馬術

ライフル射撃ピストル 青森県警察学校射撃場 既 12 0 警察学校射撃場等で開催

トラップ

スキート

水泳

青森県総合運動場水泳場 改 県内開催施設中、県有施
設（９会場）、市有施設
（５会場）、県立学校
（１会場）、特設（１会
場）

競技
あすなろ国体時の会場

及び新設、改修、既存、特設の別

先催県（第６１回～第７２回）の状況
（全１２県）

陸上競技

１２会場中、県有施設は
４施設のみ

ボート（漕艇）

ホッケー

ハンドボール

馬術 北里大学畜産学部馬術競技場 新 10 2
県内開催１０施設中７施
設が特設会場

クレー射撃 弘前クレー射撃場 既 6 6
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先催県における県外開催競技 

 先催県における県外開催競技については下表のとおりであり、多い県で４競技となっている。

競技別では、クレー射撃が６県、水泳（飛込）が４県、ボート、馬術、ライフル射撃及びカヌー

がそれぞれ２県、水泳（シンクロ）及びセーリングがそれぞれ１県で県外開催となっている。 

※公益財団法人日本体育協会ＨＰ、先催県国体ＨＰより 

年度
(回)

開催県名 会場地 競技会場名 計

H18
(61)

兵庫県 岡山県岡山市 岡山県クレー射撃場 1

H19
(62)

秋田県 0

熊本県菊池市 菊池市斑蛇口湖ボート場

熊本県上益城郡益城町 熊本県総合射撃場

H21
(64)

新潟県 0

H22
(65)

千葉県 0

水泳 飛込 広島県広島市 広島市総合屋内プール

ライフル射撃 CP以外 広島県安芸太田町 つつがライフル射撃場

H24
(67)

岐阜県 愛知県蒲郡市 海陽ヨットハーバー 1

50m・10m・AP 埼玉県長瀞射撃場

BR・BP 長瀞町中央公民館体育室特設会場

千葉県印西市 成田射撃場

水泳 飛込 福岡県福岡市 福岡県立総合プール

ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ

ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

熊本県益城町 熊本県総合射撃場

飛込

ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ

滋賀県大津市 滋賀県立琵琶湖漕艇場

兵庫県三木市 三木ホースランドパーク

神奈川県伊勢原市 神奈川県立伊勢原射撃場

H28
(71)

岩手県 0

水泳 飛込 高知県高知市 高知県立春野総合運動公園水泳場

カヌー ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 高知県長岡郡本山町 寺家カヌー競技場

高知県安芸郡芸西村 ミロク高知射撃場

兵庫県三木市 三木ホースランドパーク

H29
(72)

愛媛県 4
クレー射撃

馬術

和歌山県

水泳 大阪府門真市
大阪府立門真スポーツセンター
（なみはやドーム）

県外開催無し

H25
(68)

東京都
ライフル射撃 埼玉県長瀞町

4ボート

馬術

クレー射撃

H26
(69)

長崎県 3カヌー 熊本県人吉市 球磨川特設カヌー競技場

クレー射撃

H27
(70)

2

クレー射撃

2
クレー射撃

県外開催無し

県外開催無し

セーリング

H23
(66)

山口県 2

競技名

クレー射撃

県外開催無し

H20
(63)

大分県
ボート
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スポーツ振興くじ（toto）助成金 

（独立行政法人日本スポーツ振興センター toto、スポーツ振興基金と助成事業ＨＰより）

１ 概要 

  スポーツ振興くじ toto は、スポーツ環境の整備・充実など、スポーツ振興施策を実施する

ための財源確保を目的として導入されており、平成１４年度から、toto の販売により得られ

る収益により、誰もが身近にスポーツに親しめる環境づくりから、世界の第一線で活躍する選

手の育成まで、地方公共団体及びスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に対

して助成を行っている。 

２ 助成対象 

  地方公共団体、スポーツ団体 

３ 施設整備等に使用可能な交付対象事業の概要 

（１）地域スポーツ施設整備助成 

  ①概要 

   総合型地域スポーツクラブの活動拠点となるクラブハウスの整備をはじめ、グラウンド

の芝生化等の事業に対して助成することにより、地域における身近なスポーツ施設の整備

の促進を図ることを目的としている。事業の審査の視点として、「今後３年以内に国民体育

大会や各競技の国際的・全国的な競技会等の開催が予定されているか」という項目がある。 

②助成対象事業（抜粋） 

  ③国体会場施設の主な助成事業例 

   ・総合グラウンド人工芝整備事業 

・運動公園野球場天然芝化改設事業 

・ホッケー場夜間照明施設整備事業など 

  ④平成２６年度配分額 

   ・グラウンド芝生化事業  １４１事業 約３７億５，５００万円の申請に対し、 

１２２事業 約２７億４，２００万円の配当(約７３％) 

   ・スポーツ施設等整備事業 １４８事業 約４４億４，８００万円の申請に対し、 

１２０事業 約２８億１，７００万円の配当(約６３％) 

（２）地方公共団体スポーツ活動助成 

①概要 

地方公共団体が地域住民等を対象に、スポーツへの参加とその継続を推進するために

行う事業に対して助成することにより、地域スポーツ活動の活性化を図ることを目的と

している。この助成についても、事業の審査の視点として、「今後３年以内に国民体育大会

や各競技の国際的・全国的な競技会等の開催が予定されているか」という項目がある。 

助成対象者 助成対象経費の限度額 助成率 助成金の限度額

天然芝生化新設

人工芝生化新設

天然芝生化改設

人工芝生化改設

下限　10,000千円
上限　30,000千円

20,000千円

１ 都道府県
２ 市町村

下限　30,000,001円
上限　150,000千円

100,000千円

48,000千円

芝生化改設 40,000千円 ３／４ 30,000千円

スポーツ施設等
整備事業

スポーツ競技施設の整備
２／３

スポーツ競技施設の大規模改
修等

助成対象事業（抜粋）

グラウンド
芝生化事業

芝生化新設

１ 都道府県
２ 市町村
※以下省略

60,000千円 ４／５
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  ②助成対象事業（抜粋） 

  ③国体会場施設の主な助成事業例 

   ・陸上競技場陸上競技用ハードル設置事業 

   ・市民体育館柔道畳設置事業 

   ・総合体育館バスケット台設置事業など 

  ④平成２６年度配分額 

   ・地域スポーツ活動推進事業 ２９０事業 約９億８，７００万円の申請に対し、 

                 ２６６事業 約７億８，６００万円の配分(７９％) 

助成対象者
助成対象経費

の限度額
助成率 助成金の限度額

エ　大型スポーツ用品の設置
１ 都道府県
２ 市町村

上限　7,500千円 ４／５ 6,000千円

地域スポーツ活動推進事業

助成対象事業（抜粋）
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