
第 76回国民体育大会 

三重県準備委員会 
 

第 11回 総務企画専門委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年６月 27日（水） 

三重県合同ビル Ｇ401会議室 

とこまる 



 
 

第 76回国民体育大会三重県準備委員会 

第 11回 総務企画専門委員会 次第 
 

期日：平成 30年 6月 27日（水） 

時間：10：00～11：00      

場所：三重県合同ビル４階    

Ｇ４０１会議室          

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 報告事項  

（１）第 76回国民体育大会三重県準備委員会 総務企画専門委員会委員の変更 ・・Ｐ２ 

（２）第 76回国民体育大会三重県準備委員会 開催準備経過 ・・Ｐ３ 

（３）総合視察の実施結果について ・・Ｐ４ 

（４）国民体育大会の名称変更について ・・Ｐ５ 

 

４ 審議事項 

 

（１）第 76回国民体育大会 開催準備総合計画の改正について（案） ・・Ｐ６ 

（２）第 76回国民体育大会 競技別会期（案） ・・別冊 

 

５ その他 

 

（１）今後の国体開催準備スケジュールについて ・・Ｐ10 

 

６ 閉会 

 

  

【参考資料】 

・第 76回国民体育大会三重県準備委員会 総務企画専門委員会 委員名簿 

 

・・Ｐ11 

 

1





 
 

第76回国民体育大会三重県準備委員会 開催準備経過 
（第10回総務企画専門委員会以降） 

 

 

年度 月 日 開催準備 主 な 内 容 

平成 

29 

年度 

２ 15 第10回総務企画専門委

員会の開催 

「会場地市町第七次選定候補」（案）、「デモンストレーシ

ョンスポーツ実施競技選択及び会場地市町第三次選定候

補」（案）、「会場地市町における開催予定施設の変更につい

て」（案）、「競技別リハーサル大会開催基準要項」（案）に

ついて審議しました。 

２ 16 第２回宿泊専門委員会

の開催 

「宿泊施設充足対策要項」について審議し、決定しまし

た。 

２ 27 第１回式典専門委員会

の開催 

「式典基本方針」（案）について審議しました。 

２ 27 第３回輸送・交通専門委

員会の開催 

輸送・交通業務における課題について意見交換しました。 

３ ２ 第２回施設専門委員会

の開催 

「競技施設基準の改定」について審議し、決定しました。 

３ 19 第11回常任委員会の開

催 

「会場地市町第七次選定」、「デモンストレーションスポ

ーツ実施競技選択及び会場地市町第三次選定」、「会場地

市町における開催予定施設の変更について」、「式典基本

方針」、「警備・消防防災基本計画」等について審議し、

決定しました。 

平成 

30 

年度 

５ ９ 第11回市町連絡調整会

議及び第９回競技団体

連絡調整会議の開催 

「広報・県民運動の取組」、「競技別リハーサル大会開催

意向調査」、「大会旗・炬火イベント意向調査」、「大会競

技会場バリアフリー調査」、「配宿方式意向調査」、「競技

会場地輸送調査（第一次）」等について説明しました。 

５ 21 

22 

日本スポーツ協会等に

よる総合視察の実施 

会場地及び競技施設の準備状況等について、日本スポー

ツ協会、スポーツ庁、日本アンチ・ドーピング機構によ

る総合視察が実施されました。 

６ 25 第１回馬事衛生専門委

員会の開催 

「馬事衛生基本方針」（案）について審議しました。 

報告事項（２） 
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総合視察の実施結果について 
 

１ 経緯 

  三重とこわか国体の開催決定に先立ち、会場地及び競技施設の準備状況等を調査する

ため、（公財）日本スポーツ協会、スポーツ庁、（公財）日本アンチ・ドーピング機構に

よる総合視察が、平成 30 年５月 21 日（月）から５月 22 日（火）までの２日間にわた

り実施されました。 

 

２ 視察者 

  ○（公財）日本スポーツ協会      大野敬三 国民体育大会委員会 委員長 

  ○スポーツ庁             関 伸夫 競技スポーツ課 課長補佐 

  ○（公財）日本アンチ・ドーピング機構 田所一史 検査部 部長     ほか 

 

３ 視察先 

○５月 21日（月） 三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢（陸上競技場、体育館）、 

三重県営サンアリーナ、伊勢フットボールヴィレッジ 

○５月 22日（火） 津市産業・スポーツセンター（サオリーナ、メッセウイング・みえ）、 

三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 

 

４ 講評 

  視察終了後、日本スポーツ協会及びスポーツ庁から次のとおり講評等が行われました。 

① 競技施設については、順調に整備が進められている。 

② 競技役員、審判員等の養成について改めて確認し、当日の競技運営に万全を期し

ていただきたい。 

③ 総合開・閉会式は、三重県らしい特色のある式典となるよう工夫をお願いしたい。 

④ 競技団体と十分に調整し、正確で効率的な宿泊計画を検討するとともに、選手フ

ァーストの輸送計画を検討していただきたい。 

⑤ 三重とこわか国体が、東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを未来につ

なげる国体となることを期待している。 

 

５ 開催地及び会期の決定見込 

  総合視察の結果を踏まえ、（公財）日本スポーツ協会では、６月 14日に開催した国民

体育大会委員会で、第 76 回国民体育大会の開催地を三重県にすること、また、会期に

ついては、平成 33年（2021年）９月 25日からの 11日間とすることを、理事会に提案

することが決定されました。 

これにより、７月 18日に開催される理事会において、本県での国体開催と会期が正式

に決定される見込みです。 

 

報告事項（３） 
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国民体育大会の名称変更について 
 

１ 経緯 

 平成 30年６月 13日にスポーツ基本法の一部を改正する法律案が成立し、国民体育大 

会の名称等が次のとおり変更されることとなりました。 

 

２ 変更内容 

（１）国民体育大会の名称変更 

  ○現 行：国民体育大会 

   改正後：国民スポーツ大会  

  ○施行日：平成 35年１月１日 

  ※第 78回大会（平成 35年佐賀県開催）から変更されますので、三重とこわか国体へ

の影響はありません。 

 

（２）その他 

   下記法人の名称については、既に変更されており、実態に合わせて法が改正されました。 

  ○改正前：公益財団法人日本体育協会 

   改正後：公益財団法人日本スポーツ協会 

  ○改正前：日本障害者スポーツ協会 

   改正後：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

 

３ 今後の対応方針  

   国からの正式な通知があり次第、市町や競技団体等などの関係機関に対し、連絡し

ます。特に、国体の名称変更については、三重とこわか国体に影響しないことをしっ

かり説明します。 

 

 

報告事項（４） 
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第 76回国民体育大会 開催準備総合計画の改正について 

 

１ 趣旨 

開催準備総合計画は、開催年までの準備内容を年度別に整理し、計画的に推進するた

め、平成 25年５月に開催された第２回常任委員会で決定されました。 

本年７月の開催決定を受けて、各業務を本格化させていくにあたり、より効果的に進

めていくため、見直しを行うこととしました。 

 

２ 主な改正点 

平成 30年度以降の準備内容の主な改正点は次のとおりです。 

 

①文化プログラムの取組 

文化プログラムについては、三重とこわか国体・三重とこわか大会の両大会の開催機

運を高めていくために、一体的に取り組んでいく必要があるため、基本方針の策定時期

を平成 29年度から、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会を設立する 30年

度に変更するとともに、31年度には実施要項を策定することとしました。 

 

②募金・企業協賛の取組 

伊勢志摩サミットやインターハイでの取組を参考にするため、基本計画の策定時期を

平成 29年度から 30年度に変更しました。 

 

 ③競技運営 

競技別会期の決定に伴い、記録本部の選定等の業務を推進するため、基本計画（基本

方針を含む）の策定時期を平成 31年度から 30年度に変更しました。 

 

④総合開・閉会式の式典に係る準備  

インターハイの式典内容を参考にするため、基本計画の策定時期を平成 28 年度から

30年度に変更しました。 

 

３ 今後の取組方針 

今後も、引き続き、市町や競技団体等と連携して着実に準備を進めていくとともに、

改正された計画に基づき、各業務の進捗管理を行っていきます。 

審議事項（１） 
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今後の国体開催準備スケジュールについて 

 

平成 30 年度における国体開催準備（総務企画専門委員会関係分）については、以下の

とおり会議開催等を予定しています。 

 

年 月 内 容 

平成 30年度 

（３年前） 

７月 

 

 

23日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 

※（公財）日本スポーツ協会 理事会 

 ○第 76回国民体育大会開催地（三重県）の決定について 

 

■準備委員会第 12回常任委員会 

 ○開催準備総合計画の改正（案）の審議、決定 

○各種方針の審議、決定 など 

 

■準備委員会第７回総会 

 ○平成 29年度事業報告（案）、収支決算（案）の審議、決定 

○三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会（仮称）の

設置及び会則改正（案）の審議、決定 など 

 

■実行委員会第１回総会 

○平成 30年度事業計画（案）、収支予算（案）の審議、決定 

 ○募金・企業協賛の基本計画（案）の審議、決定 など 

 

※（公財）日本スポーツ協会 国体委員会 

 ○第 76回国民体育大会競技別会期の決定について 

 

２月 ■第 12回総務企画専門委員会 

 ○競技別リハーサル大会候補競技会の報告 

○各種方針の審議 など 

３月 ■実行委員会第１回常任委員会 

○各種方針の審議、決定 など 

注：開催時期や内容は、いずれも予定であり、準備の進捗により変動することがあります。 

 その他（１） 
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