
国体推進局

国 体 推 進 局

○ 国民体育大会開催準備事業

【伊勢市における第76回国民体育大会（三重とこわか国体）開催競技】

【伊勢市における第 21 回全国障害者スポーツ大会（三重とこわか大会）開催競技】

（注）サウンドテーブルテニス含む。

開催競技 等 会場名 日程

総合開会式

[県主催]

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場 陸上競技場）
3. 9.25（土）

総合閉会式

[県主催]

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場 陸上競技場）
3.10. 5（火）

陸上競技
三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場 陸上競技場）

3. 9.30（木）

～ 3.10. 4（月）

サッカー（女子）

[伊賀市と共催]
伊勢フットボールヴィレッジ

3. 9.27（月）

3. 9.28（火）

卓球 三重県営サンアリーナ
3.10. 1（金）

～ 3.10. 4（月）

相撲
三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 体育館

（三重県営総合競技場 体育館）

3. 9.27（月）

～ 3. 9.29（水）

バドミントン 三重県営サンアリーナ
3. 9.26（日）

～ 3. 9.29（水）

高等学校野球（硬式）

[津市と共催]

ダイムスタジアム伊勢

（伊勢市倉田山公園野球場）

3.10. 1（金）

～ 3.10. 4（月）

開催競技 会場名 日程

開会式・閉会式

［県主催］

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場 陸上競技場）

3.10.23（土）

～ 3.10.25（月）

陸上競技

［県主催］

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場 陸上競技場）

卓球 （注）

［県主催］
三重県営サンアリーナ

ボッチャ

［県主催］
三重県営サンアリーナ



国体推進局

１ 開催先進市等視察の概要

三重とこわか国体の総合開・閉会式や競技を伊勢市で開催するための準備として、開催先進市

や令和元年度開催市の視察を行った。

日程 視察先 視察内容

31. 4.23（火）

～31. 4.25（木）
鹿児島県鹿児島市

第 144 回九州地区高等学校野球大会（燃ゆる感動

かごしま国体競技別リハーサル大会）視察

人

2

元. 7. 6（土） 東京都新宿区
第 58 回全国教職員相撲選手権大会（燃ゆる感動

かごしま国体競技別リハーサル大会）抽選会視察
2

元. 8. 2（金）

～元. 8. 4（日）
大阪府大阪市

第 46 回全日本中学校陸上競技選手権大会

資格審査・プログラム編成会議視察
2

元. 8.16（金）

～元. 8.18（日）
鹿児島県奄美市

第 58 回全国教職員相撲選手権大会（燃ゆる感動

かごしま国体競技別リハーサル大会）視察
4

元. 8.17（土）

～元. 8.18（日）

茨城県水戸市、

ひたちなか市
「いきいき茨城ゆめ国体」（炬火イベント）視察 1

元. 8.20（火）

～元. 8.23（金）
大阪府大阪市 第 46 回全日本中学校陸上競技選手権大会視察 3

元. 8.24（土）

～元. 8.25（日）
茨城県つくば市 「いきいき茨城ゆめ国体」（炬火イベント）視察 1

元. 9. 3（火）

～元. 9. 6（金）
茨城県ひたちなか市

「いきいき茨城ゆめ国体」資格審査・プログラム

編成会議（陸上競技）視察
2

元. 9. 5（木） 東京都文京区
「いきいき茨城ゆめ国体」抽選会（サッカー競技）

視察
1

元. 9. 7（土）

～元. 9. 8（日）
茨城県水戸市 「いきいき茨城ゆめ国体」（炬火イベント）視察 1

元. 9.26（木）

～元.10. 8（火）

茨城県水戸市、

日立市、土浦市、

石岡市、

ひたちなか市、

鹿嶋市

「いきいき茨城ゆめ国体」（陸上競技、

サッカー（女子）、卓球、相撲、バドミントン、

高等学校野球（硬式））視察

11

元. 9.27（金）

～元. 9.30（月）

茨城県水戸市、

日立市、土浦市、

石岡市、

ひたちなか市

「いきいき茨城ゆめ国体」（総合開会式、

サッカー（女子）、卓球、相撲、バドミントン、

高等学校野球（硬式））視察

5

元.10. 5（土）

～元.10. 7（月）

茨城県水戸市、

ひたちなか市

「いきいき茨城ゆめ国体」（陸上競技、歓迎装飾）

視察
3



国体推進局

２ 三重とこわか国体・三重とこわか大会伊勢市実行委員会の総会等の開催

三重とこわか国体・三重とこわか大会伊勢市開催競技の開催準備及び大会運営に万全を期すた

め、三重とこわか国体・三重とこわか大会伊勢市実行委員会（平成31年４月25日準備委員会から

改組）事務局として総会等を開催した。

（１）委員

・委員数 会長１名、副会長８名、常任委員 43 名、委員 37 名、監事２名、顧問４名、

参与 40 名 計 135 名

・構 成 会長（市長）、副会長（市議会議長、伊勢市スポーツ協会会長、伊勢市社会福祉協

議会会長、伊勢商工会議所会頭、伊勢小俣町商工会会長、伊勢市観光協会会長、

副市長、教育長）、常任委員、委員（県競技団体、学校・市関係部署、医療関係、

伊勢警察署ほか市内関係機関、競技会場等の関係者）、監事（市会計管理者、

伊勢市金融協会会長）、顧問（県議会議員）、参与（市議会議員、報道関係、

学校関係）

元.10. 6（日）

～元.10. 8（火）

茨城県水戸市、

ひたちなか市

「いきいき茨城ゆめ国体」（輸送交通、

宿泊衛生等）視察

人

6

元.10.11（金）

～元.10.16（水）

鹿児島県霧島市、

南さつま市、

志布志市

第 55 回全国社会人サッカー選手権大会（燃ゆる

感動かごしま国体競技別リハーサル大会）視察
1

元.10.17（木）

～元.10.21（月）
鹿児島県鹿児島市

2019 年全日本卓球選手権大会（団体の部）

（燃ゆる感動かごしま国体競技別リハーサル大

会）視察

4

元.10.26（土） 岐阜県岐阜市 第 72 回秋季東海地区高等学校野球大会視察 1

元.11.14（木）

～元.11.18（月）
鹿児島県指宿市

バドミントン S/J リーグⅡ2019（燃ゆる感動

かごしま国体競技別リハーサル大会）視察
2

元.12.18（水）

～元.12.21（土）

茨城県水戸市、

日立市、土浦市、

石岡市、

ひたちなか市、

鹿嶋市

「いきいき茨城ゆめ国体」（事業概要説明会） 19

2. 1.28（火）

～ 2. 1.30（木）

鹿児島県鹿児島市、

指宿市、霧島市、

南さつま市

鹿児島市行政視察及び「燃ゆる感動かごしま国体」

（総合開・閉会式、サッカー（少年男子、女子）、

バドミントン、卓球、陸上競技、

高等学校野球（硬式））競技場視察

3

2. 2.13（木）

～ 2. 2.14（金）
茨城県ひたちなか市

「いきいき茨城ゆめ国体」

ひたちなか市実行委員会解散総会
1



国体推進局

（２）総会等の開催及び書面審議

３ 庁内推進体制の構築

庁内関係部局が緊密に相互連携し、全庁的な取組を効率的に行うために、伊勢市三重とこわか

国体・三重とこわか大会庁内推進会議（以下「国体等庁内推進会議」という。）を設置し、国体

等庁内推進会議を開催するとともに、運営に必要な事項を実務的に検討する幹事会も開催した。

令和２年２月18日には三重とこわか国体・三重とこわか大会伊勢市実施本部（以下「国体等実施

本部」という。）へ移行した。

（１）国体等庁内推進会議

①推進会議委員

・委員数 会長 1 名、副会長２名、委員 13 名 計 16 名

・構 成 会長（市長）、副会長（副市長、教育長）委員（総務部長、危機管理部長、

情報戦略局長、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、

上下水道部長、教育委員会事務局事務部長、教育委員会事務局学校教育部長、

議会事務局長、消防長、市立伊勢総合病院経営推進部長）

会議 日程 開催場所 報告 ・ 議決事項

第1回総会 31. 4.25（木）

三重交通Ｇ スポーツの杜

伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場

陸上競技場）

H31(R 元）事業計画、

H31(R 元）収支予算

他 8 件

第1回常任委員会 31. 4.25（木）

三重交通Ｇ スポーツの杜

伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場

陸上競技場）

開催推進総合計画 他 1 件

第1回専門委員会

（総務企画・競技

式典・宿泊衛生・

輸送交通）

元. 7. 9（火）

三重交通Ｇ スポーツの杜

伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場

陸上競技場）

各種基本計画/実施要項

常任委員会

（書面審議）

元. 7.18（木）

～元. 8. 9（金）
－

各種基本計画/実施要項

他 1 件

第 2 回専門委員会

（総務企画・競技

式典・宿泊衛生・

輸送交通）

2. 2.20（木）

三重交通Ｇ スポーツの杜

伊勢 陸上競技場

（三重県営総合競技場

陸上競技場）

各種実施要項/基本計画

他 10 件

常任委員会

（書面審議）

2. 3. 6（金）

～ 2. 3.18（水）
－

各種実施要項/基本計画

他 3 件

総会

（書面審議）

2. 3.24（火）

～ 2. 4. 6（月）
－

R2 事業計画、R2 収支予算

他 5 件



国体推進局

②幹事会幹事

・幹事数 幹事長１名、幹事11名 計 12名

・構 成 幹事長（国体総務課長）、幹事（職員課長、危機管理課長、秘書課長、

環境生活部参事、健康福祉部次長、商工労政課長、都市整備部次長、上下水道部次長、

教育委員会事務局スポーツ課長、消防課長、市立伊勢総合病院経営推進部次長）

（２）国体等実施本部

①実施本部員

・部員数 本部長１名、副本部長２名、本部員13名 計 16名

・構 成 本部長（市長）、副本部長（副市長、教育長）、本部員（総務部長、危機管理部長、

情報戦略局長、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、

教育委員会事務局事務部長、教育委員会事務局学校教育部長、上下水道部長、

議会事務局長、市立伊勢総合病院経営推進部長、消防長）

②班長

・班長数 班長15名 計 15名

・構 成 実施本部員から推薦された次長・課長級職員からなる。令和２年度推薦予定。

（３）会議の開催

４ 開催準備業務の推進及び主な広報活動

競技会場等の設計業務や競技団体との協議・調整を行うとともに、広く市民に開催を周知する

ため、ＰＲイベントなどの広報活動を行った。

（１）競技会場等設計業務委託

三重とこわか国体及びその前年に開催される競技別リハーサル大会の実施に向け、競技会

場の要件を整えつつ、効率的な競技運営、参加者への安全を配慮した競技会場となるよう、

仮設物設置等に係る会場等設計業務を委託した。

会議 日程 開催場所 報告 ・ 議決事項

第1回国体等庁内

推進会議
元. 7.19（金） 本庁舎東館 4－2 会議室 大会概要説明 他 5 件

第1回国体等庁内

推進会議幹事会
元. 8.23（金） 本庁舎本館 4－1 会議室 全庁的な取組 他 1 件

第 2 回国体等庁内

推進会議幹事会
2. 1.23（木） 本庁舎本館 4－1 会議室 実施本部の設置 他 3 件

第 2 回国体等庁内

推進会議

第 1 回国体等実施

本部本部員会議

2. 2.18（火） 本庁舎東館 4－2 会議室 実施本部の設置 他 5 件



国体推進局

（２）競技団体等との協議・調整

三重とこわか国体及びその前年に開催される競技別リハーサル大会の実施に向け、各競技

の経費調査、役員編成調査等、競技団体との協議・調整を行った。また、共催競技であるサ

ッカー（女子）及び高等学校野球（硬式）については共催する他市との協議・調整を行った。

（３）競技ＰＲに係るイベント開催

三重とこわか国体や競技に対する市民意識の高揚を目的とし、伊勢市開催競技のうち相撲

及び卓球に関するＰＲイベントを開催した。なお、令和２年３月８日に開催予定であった「三

重とこわか国体開催記念イベントバドミントン・ファンデー」は新型コロナウイルス感染症

に係る伊勢市主催のイベント開催の方針に基づき、感染拡大防止のため開催を中止した。

（注１）市実行委員会共催

（注２）伊勢市スポーツ協会及び市実行委員会主催

（４）啓発用品の製作及びＰＲ装飾の実施

・伊勢市開催チラシ及び啓発用品（ノベルティ）を作製し、ＰＲイベント等で広く配布した。

・ＰＲ看板、横断幕、のぼりを作製し、競技会場ならびに市内小中学校等に掲出いただいた。

施行場所 委託名 委託概要 金額 着手 完了

宇 治 館 町

地 内 ほ か

三重とこわか国体

伊勢市開催競技

（陸上競技・相撲）

会場等設計業務委託

競技会場等実施

設計業務委託

一式

円

1,760,000 元. 5.17 2. 3.16

朝 熊 町

地 内 ほ か

三重とこわか国体

伊勢市開催競技

（サッカー・卓球・

バドミントン）

会場等設計業務委託

競技会場等実施

設計業務委託

一式

880,000 元. 5.17 2. 3.16

楠 部 町

地 内 ほ か

三重とこわか国体

伊勢市開催競技

（高等学校野球（硬式））

会場等設計業務委託

競技会場等実施

設計業務委託

一式

66,000 元. 5.17 2. 3.16

日程 イベント 場所 備考

元.10.26（土）

～元.10.27（日）

（注 1）

すもう体験

宇治山田

商業高等

学校相撲場

ほか

元横綱を招き、市内小中学生を対象とし

て相撲の基本動作や遊びを取り入れた練

習などを体験。

のべ参加者 78 名

2. 2.24（月）

（注 2）

トップアスリートに

学ぶ！

卓球ファンデー

伊勢市小俣

総合体育館

伊勢市出身の元日本代表コーチを招き、

市内小中学生を対象とした卓球教室やト

ップ選手によるエキシビションマッチを

開催。

参加者 74 名
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・清掃事業所窓ガラス、じん芥収集車、市庁舎、市防災センター、三重県営サンアリーナ内

階段に、ＰＲ装飾を実施した。

・ネックストラップを作製、市職員等に配布し、ＰＲに活用した。

・公用車へマグネットシートを貼付、本庁舎等の窓口カウンターにミニのぼり旗を設置した。

（５）イベント等におけるＰＲ活動

①とこわかダンスの取組

②イベント会場でのＰＲ活動

日程 イベント 場所 対象

随時 運動会、文化祭
神社小学校ほか

（計 8 校）

市内小中学校

児童生徒

随時
文化芸術体験講座、

ダンスキャラバン（講師派遣）

進修小学校ほか

（計 5 校）

市内小中学校

児童生徒

元. 6.12（水）

2. 1.30（木）

ダンス講習会（三重県

実行委員会より講師派遣）

桜浜中学校、

浜郷小学校
小中学校教員

元. 8. 4（日） ダンスワールド in 伊勢 いせ市民活動センター 市内ダンスサークル

元. 8.23（金） ダンス練習会、動画撮影 皇學館大学 皇學館大学ダンス部

2. 1.22（水） ダンス動画撮影 伊勢忍者キングダム スタッフ

日程 イベント 場所

元. 6.28（金） 第 103 回高柳の夜店 伊勢高柳商店街

元. 7.27（土） 伊勢の夜祭 伊勢銀座新道商店街

元. 7.27（土） インクルーシブ陸上教室

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢

陸上競技場

（三重県営総合競技場

陸上競技場）

元. 8. 4（日） 子ども夏まつり
伊勢市生涯学習センター

いせトピア

元. 8.17（土） カランコロン音楽祭 伊勢市宮川堤公園芝生広場

元. 9.14（土）
伊勢・渥美スポーツ交流事業

伊勢市長杯学童軟式野球大会

伊勢市朝熊山麓公園

ソフトボール場

元. 9.25（水） キッズアスリート体験教室 有緝小学校

元.10. 6（日） 福祉フェスティバル 三重県営サンアリーナ

元.10.14（月）
いせスポーツフェスティバル

2019 ボッチャ交流大会
伊勢市小俣総合体育館



国体推進局

※２月11日～３月26日まで、延べ９回のＰＲ活動を予定していたが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、主催者によりイベントが中止となった。

（６）その他

・表敬訪問、激励会での国体マスコットによるＰＲ

・他課及び他団体の協力によるノベルティ配布、国体マスコットやロゴマークの活用

・広報いせ、市ホームページ、デジタルサイネージ、新聞記事等を活用した情報発信

・催事及び競技プログラム、パンフレット等への広告掲載

・伊勢市開催ＰＲポロシャツ、ジャンパーの着用

５ 市民協働に向けた取組

三重とこわか国体・三重とこわか大会の成功に向け、市民一人ひとりが様々な関わりを持ち、

喜びと感動を分かち合える大会を目指すため、次のとおり、市民協働を推進した。

（１）ボランティア募集の実施

円滑な大会運営を支えるとともに、伊勢を訪れる方々をおもてなしの心でお迎えするため、

大会で活動いただけるボランティアの募集を開始した。

・募集人数 1,000人程度

・募集期間 令和元年９月２日から募集人数に達するまで

・申込者数 248 人（令和２年３月末現在）

（２）企業協賛募集の実施

大会の趣旨に賛同し、協賛品等の提供に御協力をいただける企業の募集を開始した。

・募集時期 令和元年９月２日から大会終了まで

・協賛件数 １件（令和２年３月末現在）

・協賛内容 協賛金（264,000 円）

○ 庁舎等管理運営事業

国体推進局（国体総務課・国体競技課）の執務環境を維持・整備するための業務委託を実施した。

元.11.10（日）
第 14 回三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢

感謝フェスティバル

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢

（三重県営総合競技場）

元.12. 7（土）

元.12. 8（日）

野口みずき杯

2019 中日三重お伊勢さんマラソン
三重県営サンアリーナ

2. 1.12（日） 子ども新春まつり
伊勢市生涯学習センター

いせトピア

2. 2. 8（土） 三重県中学校陸上競技 2000 人練習会

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢

陸上競技場

（三重県営総合競技場

陸上競技場）


