
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】

開催競技 等 会場名 日程

総合開会式

[県主催]
三重県総合文化センター 大ホール（津市）

3. 9.25（土）

総合閉会式

[県主催]
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. 9.25（土）

～ 3. 9.27（月）

バドミントン 三重県営サンアリーナ
3. 9.25（土）

～ 3. 9.28（火）

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 等 会場名 日程

開会式

[県主催]
三重県総合文化センター 大ホール（津市）

3.10.23（土）

閉会式

[県主催]
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）

3.10.23（土）

～ 3.10.25（月）

卓球（サウンドテーブル

テニス含む） [県主催]
三重県営サンアリーナ

3.10.23（土）

～ 3.10.24（日）ボッチャ

[県主催]
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１ 三重とこわか国体競技別リハーサル大会

各競技において、つぎの競技会等を国体のリハーサル大会として実施を予定していたが、今般

の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、関係競技団体と順次協議し、高等学校野球（硬式）

以外の５競技については中止し、高等学校野球（硬式）については、リハーサル大会に位置付け

ての開催を中止した。

【三重とこわか国体競技別リハーサル大会】

※サッカー（女子）（第 56 回全国社会人サッカー選手権大会）：鈴鹿市、四日市市、伊賀市と共催

競技名（大会名） 会場名 日程

陸上競技

（第 47 回全日本中学校

陸上競技選手権大会）

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）

2. 8.17（月）

～ 2. 8.20（木）

2. 4.28（火）大会中止を資料提供

サッカー（女子）

（第 56 回全国社会人

サッカー選手権大会）

伊勢フットボールヴィレッジ

2.10.16（金）

～ 2.10.21（水）

伊勢市での開催は

2.10.17（土）のみ

2. 7.20（月）大会中止を資料提供

卓球

（2020 年全日本卓球

選手権大会団体の部）

三重県営サンアリーナ
2.10.16（金）

～ 2.10.18（日）

2. 6.24（水）大会中止を資料提供

相撲

（第 59 回全国教職員

相撲選手権大会）

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）
2. 8.23（日）

2. 5.27（水）大会中止を資料提供

バドミントン

（バドミントン

S/J リーグⅡ2020）

三重県営サンアリーナ
2.11.13（金）

～ 2.11.15（日）

2. 7. 1（水）大会中止を資料提供

高等学校野球（硬式）

（第 73 回秋季東海地区高等学校

野球大会/準決・決勝のみ）

ダイムスタジアム伊勢

（伊勢市倉田山公園野球場）

2.10.31（土）

～ 2.11. 1（日）

2. 9. 3（木）リハーサル大会と位置づけての開催を取りやめることを資料提供

※東海地区高等学校野球連盟主催で実施
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２ 競技会視察の概要

コロナ禍において安全安心に競技会を開催するため、新型コロナウイルス感染症対策を中心に

県内で開催された競技会等の視察を実施した。

３ 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９名、常任委員44名、委員37名、監事２名、顧問４名、参与39名

計 136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）

日程 視察先 視察内容

2.10. 1（木）

～ 2.10. 3（土）
新潟県新潟市 第 104 回日本陸上競技選手権大会視察

人

3

2.10.30（金）

三重県四日市市

三重とこわか国体トランポリン競技

リハーサル大会（競技前日）視察
2

2.10.31（土）
三重とこわか国体トランポリン競技

リハーサル大会視察

1

2.11. 1（日） 1

2.12. 5（土） 三重県伊賀市
皇后杯ＪＦＡ第 42 回全日本女子サッカー選手権

大会視察
4

3. 3.26（金） 三重県津市 第 48 回全国高等学校選抜卓球大会視察 2
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（２）総会等の開催及び書面審議

４ 競技会運営に関する庁内体制

本市開催競技会の円滑な運営を図るため、令和２年２月18日に設置された「三重とこわか国体・

三重とこわか大会伊勢市実施本部」において、本部員会議及び班長会議を開催した。

（１）伊勢市実施本部

①実施本部員

・本部員 18名（本部長１名、副本部長３名、本部員14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、資産経営部長、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 13名

（令和２年11月20日に輸送交通班、交通警備班、駐車場班を輸送警備班として統合）

会議 日程 開催場所 報告・議決事項

総会

（書面審議）

2. 4.28（火）

～ 2. 5.15（金）
－

H31（R 元）事業報告、

H31（R 元）収支決算

他 3 件

総会

（書面報告）
2.12.11（金） －

実行委員会委員

及び役員の変更 他 5 件

第3回専門委員会

（総務企画

・輸送交通）

3. 2. 5（金）
伊勢市生涯学習センター

いせトピア

各種基本計画/実施要項

他 7 件

専門委員会

（競技式典）

（書面審議）

3. 2. 5（金）

～ 2. 2.15（月）
－

各種実施要項

他 7 件

専門委員会

（宿泊衛生）

（書面報告）

3. 2. 5（金） －
委員の変更

他 7 件

常任委員会

（書面審議）

3. 3. 1（月）

～ 3. 3.12（金）
－

各種実施要項/基本計画

他 1 件

総会

（書面審議）

3. 3.18（木）

～ 3. 3.30（火）
－

R3 事業計画、R3 収支予算

他 2 件
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・構 成 本部員から推薦された次長・課長級職員

（行幸啓・お成り班、広報班、輸送警備班、消防班、救護班、防災班、休憩所・売店

班、総合案内班、環境美化班、会場総務班、競技会場班（３班））

（２）会議の開催

５ 開催準備業務の推進及び主な広報活動

開催競技の内容等について競技団体との協議・調整を行うとともに、広く市民に開催を周知す

るため、イベントの開催や競技会場等へのＰＲ装飾など伊勢市実行委員会として広報活動を行っ

た。

（１）競技会場等設計修正業務委託

三重とこわか国体の総合開・閉会式の会場が、「三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技

場（伊勢市）」から「三重県総合文化センター（津市）」へ変更となったこと及び新型コロ

ナウイルス感染防止対策をとり入れたうえで令和元年度に行った会場等設計業務委託の内容

修正を行った。

（２）競技団体等との競技・調整

三重とこわか国体の実施に向け、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）三重とこわか国体伊勢市開催競技輸送計画（警備計画）策定及び検証業務委託、三重とこ

わか国体伊勢市開催競技輸送計画（輸送計画）策定及び検証業務委託

会議 日程 開催場所 報告・議決事項

伊勢市実施本部

（第1回）班長会議
2. 7.31（金）

本庁舎東館 4－2 会議室

班長会議概要説明 他 4 件

伊勢市実施本部

（第2回）本部員会議
2. 8. 4（火）

リハーサル大会（動員等）

の取り扱い 他 4 件

伊勢市実施本部

（第2回）班長会議
3. 2.19（金）

競技会係員配置計画

他 4 件

委託名 委託概要 金額 着手 完了

三重とこわか国体伊勢市

開催競技（高等学校野球

（硬式））会場等設計修正

業務委託

会場等設計

修正業務委託

一式

円

66,000 2.11.13 3. 2.26

三重とこわか国体伊勢市

開催競技（陸上競技・相撲）

会場等設計修正業務委託

会場等設計

修正業務委託

一式

198,000 2.11.17 3. 2.26
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「第 76 回国民体育大会（三重とこわか国体）」伊勢市開催競技における参加者及び一般観

覧者の安全と地元の交通状況に配慮した輸送交通を行うため、警備計画と輸送計画の策定及

び検証を委託した。

（４）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高等

学校野球（硬式）に関するＰＲイベントを開催した。なお、競技団体等のガイドラインに基

づく対策を講じ、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め実施した。

（５）イベント等におけるＰＲ活動

①とこわかダンスの取組

委託名 委託概要 金額 着手 完了

三重とこわか国体伊勢市開催

競技輸送計画（警備計画）策定

及び検証業務委託

警備計画

作成及び

検証業務

一式

円

当初 1,980,000

変更 2,750,000
2. 7. 7 3. 3.12

三重とこわか国体伊勢市開催

競技輸送計画（輸送計画）策定

及び検証業務委託

輸送計画

作成及び

検証業務

一式

3,795,000 2. 7.14 3. 3.12

日程 イベント 種別 場所等 内容等

3. 1. 9（土）

三重とこわか国体・

三重とこわか大会

開催記念中学生

野球教室

主催

ダイムスタジアム伊勢

（伊勢市倉田山公園

野球場）

福岡ソフトバンクホークス

ファーム投手統括コーチ

の倉野信次さんを招いて

の野球教室を開催。

3. 1.10（日）

プロ対談

「これからの必要

なコーチング」

後援 YouTube LIVE

福岡ソフトバンクホークス

ファーム投手統括コーチ

の倉野信次さんと立命館

大学女子卓球部監督の

川面創さんとの対談をラ

イブ配信。

日程 イベント 種別 場所 対象

随時 運動会 参加 厚生中学校ほか（計 9 校） 小中学校児童生徒

随時 運動会 参加 五峰保育園・ゆたかこども園 未就学児

2.10.14（水）
文化芸術

体験講座
参加 浜郷小学校 浜郷小学校児童
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②イベント会場でのＰＲ活動

（６）ＰＲ装飾の実施

開催１年前をはじめ、300 日前などの節目に合わせ、競技会場及び主要駅等に装飾を実施

した。

日程 イベント 種別 場所

2. 6.27（土）
田んぼアート in おばた

高見やぐら設置
参加 伊勢市小俣総合体育館 周辺

2. 9.21（月） 交通安全・防災フェスタ 参加 イオンタウン伊勢ララパーク

2. 9.25（金）
三重とこわか国体 1 年前

ＰＲグッズ引渡式
主催 伊勢郵便局

2.11. 4（水）
伊勢神宮奉納社会人野球大会

第 68 回 JABA 伊勢・松阪大会
参加

ダイムスタジアム伊勢

（伊勢市倉田山公園野球場）

2.12. 5（土）
お伊勢さんマラソン

ランニング教室 in 陸上競技場
参加

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）

2.12. 6（日） スポ少フェスタ 2020 参加 三重県営サンアリーナ

3. 3. 9（火） 開催 200 日前ＰＲ 主催 市内スーパー等 12 店舗

日程 内容 設置場所

2. 4.22（水） 競技会場玄関マット

三重県営サンアリーナ、伊勢フットボール

ヴィレッジ、ダイムスタジアム伊勢（伊勢市

倉田山公園野球場）

2. 9.25（金）

（開催 1 年前）

高等学校野球（硬式）

競技会場横断幕【協賛】

ダイムスタジアム伊勢

（伊勢市倉田山公園野球場）

カウントダウンボード

【協賛】

三重県営サンアリーナ、伊勢フットボール

ヴィレッジ、ダイムスタジアム伊勢（伊勢市

倉田山公園野球場）、近鉄宇治山田駅構内、

伊勢市駅前広場

ポストラッピング 伊勢郵便局前

2.11.29（日）

（開催 300 日前）

サッカー（女子）競技会場

柱巻き横断幕【協賛】
伊勢フットボールヴィレッジ

3. 1. 5（火）

～ 3. 3.25（木）
炬火トーチ展示 本庁舎・総合支所
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（７）その他

○市長及び教育長に対する表敬訪問での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・Twitter・新聞記事等を活用した情報発信

○えがおプロジェクトと連携した応援メッセージの募集

○伊勢市ＰＲポロシャツ・ジャンパーの着用協力

○学校等施設、協力機関にステッカー等貼付、ＰＲ看板・横断幕・のぼり旗等の設置協力

６ 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を募集した。

・募集期間 予定人数に達するまで

・申込者数 337人（令和３年３月末現在）

うち個人登録61名、団体登録276名（11団体）

（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及び団体を募集した。

・募集時期 三重とこわか大会終了まで

・協賛件数 ８件（令和２年４月１日から令和３年３月末まで）

3. 3. 9（火）

（開催 200 日前）

ステッカー掲出 伊勢市駅前広場、近鉄宇治山田駅前広場

タクシー車窓

ステッカー貼付
タクシー車窓

バスマスク、背面広告 おかげバス車両

陸上競技・相撲競技会場

横断幕・ラッピングシート

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢

陸上競技場・体育館

カウントダウン

ディスプレイ

ぎゅーとらハイジー店、

イオンタウン伊勢ララパーク

3. 3.25（木） 看板（建物外壁）【協賛】 宇治浦田街路広場公衆トイレ

3. 3.31（水） 看板（建物外壁） 宇治浦田交差点横住宅

受領月 協賛者名 内容

8 月 株式会社球友堂 とこまるぬいぐるみ

9 月 株式会社ダイム

ダイムスタジアム伊勢

（伊勢市倉田山公園野球場）

横断幕、カウントダウンボード貼替



国体推進局

（３）花いっぱい運動および応援花壇の実施

「花いっぱい運動」として、大会ＰＲプランター花の植え替え・設置を行っていただける

市内小中学校を募集し、資材を配布した。

・募集時期 令和２年７月

・応募校数 ７校（進修小学校ほか）

・植替時期 令和２年９月（大会開催 100 日前に合わせて）

市内のさまざまな団体が管理する花壇を「国体応援花壇」としてご登録いただき、ＰＲ看

板の設置を行った。

・依頼時期 令和３年２月

・登録団体数 28 団体（中島学区まちづくり協議会ほか）

・登録花壇数 34 か所

（４）都道府県応援のぼり旗作成の実施

競技会場にて全国から訪れる選手や来場者を歓迎するために設置する「都道府県応援のぼ

り旗」の作成を、市内公立小中学校へ依頼した。

・依頼校数 市内公立小中学校 33 校

・依頼枚数 全 75 枚

・作成時期 令和２年７月から令和３年３月まで

（５）その他

学校施設や農水産物等直売施設などにのぼり旗掲出や横断幕設置の協力をいただいた。

○ 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。

9 月 サクラ看板有限会社 カウントダウンボード加工

9 月 エスジェイシー寿株式会社 カウントダウンボード作製

9 月 船江・厚生てらこや カウントダウンボード日数パネル

11 月 あど・さいんウキタ

伊勢フットボールヴィレッジ

Ａピッチ柱ラッピング

Ｃピッチ看板貼替

3 月 伊勢度会ロータリークラブ のぼり旗（ポール付）

3 月 株式会社共立メンテナンス
宇治浦田街路広場交流トイレ

外壁ＰＲ広告


