
令和元年５月１３日

準備を本格化

三重とこわか国体・
三重とこわか大会に向けた

国体８６６日前 大会８９４日前



三重とこわか国体・三重とこわか大会の概要

大会名
第７６回国民体育大会 第２１回全国障害者スポーツ大会

三重県で４６年ぶりに開催 三重県で初めて開催

開催期間
２０２１年９月２５日（土）

～１０月５日（火）
２０２１年１０月２３日（土）

～１０月２５日（月）

実施競技

正式競技 ３７競技
特別競技 １競技
公開競技 ５競技
デモスポ競技 ３２競技

個人競技 ７競技
団体競技 ７競技
オープン競技 ２競技

スローガン ときめいて人 かがやいて未来

各大会の
参加者数
（予想）

国民体育大会 全国障害者スポーツ大会

三重県
全域

選手・監督 ボランティア 観客 合計 選手・監督 ボランティア 観客 合計

約95,000人 約7,000人 約550,000人 約652,000人 約25,000人 約10,000人 約40,000人 約75,000人

津市 約17,000人 約2,000人 約132,000人 約151,000人 約1,400人 約3,000人 約11,000人 約15,400人



津市開催競技・会場①
津市で開催の正式・特別競技は、９競技１１種目になります。

バレーボール
●サオリーナ
●安濃中央総合公園内体育館
●芸濃総合文化センター内アリーナ

ビーチバレーボール

●御殿場海岸特設会場

バスケットボール レスリング セーリング 柔 道

●メッセウイング・みえ ●津ヨットハーバー ●メッセウイング・みえ

ライフル射撃/CP ライフル射撃/CP以外

●三重県警察学校射撃場
●一志体育館
●三重県営ライフル射撃場

なぎなた ボウリング 高等学校野球（硬式）

●久居体育館 ●津グランドボウル ●津球場公園内野球場

ウォークラリー
（一身田町周辺）

デモンストレーション
スポーツ

３Ｂ体操
（サオリーナ）

スポーツウエルネス吹矢
（久居体育館）

３競技３種目

●サオリーナ
●安濃中央総合公園内体育館
●芸濃総合文化センター内アリーナ



●開催地の選定・会期決定の経過

津市開催競技・会場②
津市で開催の正式競技は、４競技４種目になります。

●安濃中央総合公園内体育館●サオリーナ ●サオリーナ

ボウリング

●津グランドボウル

身体障がい者が出場
できる競技

オープン競技

知

バスケットボール

知 身

車いすバスケットボール バレーボール

精

２競技２種目

身

知

精

知的障がい者が出場
できる競技

精神障がい者が出場
できる競技

平成２５年

５月２９日

平成２７年

３月１８日

平成３０年

７月１８日

会場地市町第一次選定
（バレーボール、バスケットボール、レスリング、柔道、なぎなた、ボウリング）

会場地市町第四次選定
（高等学校野球（硬式）、ライフル射撃（50m・10m、AP、BP・BR、CP）、セーリング）

日本スポーツ協会理事会において、第７６回国民体育大会の三重県開催
及び会期が決定

スポーツウエルネス吹矢
（久居体育館）

ハンザクラスセーリング
（津ヨットハーバー）

平成３０年

３月１９日
第７６回国民体育大会三重県準備委員会第１１回常任委員会でビーチバレーボール、
レスリング（女子）が追加決定



競技のスケジュール
競技名 開催日程

1 なぎなた 2020年5月23日(土)～5月24日(日)

2 セーリング 2020年9月11日(金)～9月13日(日)

3
ライフル射撃(CP以外) 2020年9月19日(土)～9月21日(月)

ライフル射撃(CP) 2020年9月19日(土)～9月20日(日)

4 ビーチバレーボール 2020年10月3日(土)～10月4日(日)

5 ボウリング 2020年10月31日(土)～11月２日(月)

三重とこわか国体 競技別リハーサル大会

三重とこわか国体（第７６回国民体育大会）

競技名 会期

1 ボウリング

2021年5月下旬～6月中旬の土日
2 バスケットボール

3 車いすバスケットボール

4 バレーボール

三重とこわか大会 リハーサル大会

競技名 開催日程

1 バレーボール
6人制 2021年10月1日（金）～10月4日（月）

ビーチバレーボール 2021年9月26日（日）～9月29日（水）

2 バスケットボール 2021年9月26日（日）～9月30日（木）

3 レスリング 2021年9月26日（日）～9月29日（水）

4 セーリング 2021年9月26日（日）～9月29日（水）

5 柔道 2021年10月2日（土）～10月4日（月）

6
ライフル射撃(CP以外) 2021年10月1日（金）～10月4日（月）

ライフル射撃(CP) 2021年10月1日（金）～10月３日（日）

7 なぎなた 2021年9月26日（日）～9月28日（火）

8 ボウリング 2021年10月1日（金）～10月4日（月）

9 高等学校野球（硬式） 2021年10月1日（金）～10月2日（土）

競技名 会期

1 ボウリング

2021年10月23日（土）～10月25日（月）
2 バスケットボール

3 車いすバスケットボール

4 バレーボール

三重とこわか大会（第２１回全国障害者スポーツ大会）

みんなで応援しよう！
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国体・大会の開催に向けた体制
委員会（競技方針や計画決定等を行う）

第７６回国民体育大会津市準備委員会を設立

平成２８年１１月２日 三重とこわか国体・

三重とこわか大会

津市実行委員会を設立

平成３０年８月２４日

市の担当組織（国体・大会推進を所掌する組織）

平成２８年４月１日

国体・障害者スポーツ大会
準備室を設置（5名体制）

平成３１年４月１日

国体・障害者スポーツ大会推進局
（総務企画課・競技運営課）
を設置（22名体制）

市の庁内推進体制（全庁的な取り組みを推進する）

令和元年

５月１３日

本日、各部局の緊密な連携を図る

「第１回庁内推進会議」
を開催

令和元年

１２月

各競技等の運営を行う

「津市実施本部」
に移行（予定）

国体・障害者スポーツ大会
推進室を設置（13名体制）

平成２９年１月２５日

第２１回全国障害者スポーツ大会津市準備委員会を設立

平成３０年４月１日



実施本部の役割
○奉送迎の進行管理
○関連の仮設設営・物品管理、手荷物検査など

行幸啓・お成り部

○競技日程等の案内
○会場交通アクセス・観光案内など

総合案内部

消防警備部

○競技会場の食品衛生、環境衛生・医事
○関係機関との調整など

医事衛生部

輸送交通部

○競技全体の運営管理
○関係者との連絡調整など

総務係

○来場者全般の受付案内
○観光・宿舎・アクセス案内など

受付案内係

総務班

○休憩所の設営管理
○飲料や物品の管理など

休憩所係

○競技会場の駐車場案内
○車輌・歩行者の交通整理など

駐車場係

○競技会場の美化・清掃
○廃棄物の収集・運搬など

環境美化係

国体・障害者スポーツ大会支援部

○競技記録の集計・速報
○競技記録の掲示など

○競技会場の設営管理
○学校観戦等の管理など

○式典全般の運営管理
○式典・会議会場の設営撤去など

式典表彰係

○練習会場の設営管理
○競技会場との連絡調整など

競技式典班

会場おもてなし班

競技会場係

○入場券の販売
○入場整理など

○バス・タクシー乗り場の案内・誘導
○臨時駐車場（競技会場外）の運営管理など

○消防警備業務

○競技会に係る火災・救急救助事故等の対応など

○国体及び障害者スポーツ大会で使用する運動

施設の整備

○競技会に係る火災・救急救助事故等の対応など

練習会場係 記録速報係

入場係

各競技会場部



国体・大会にたずさわる役員など
名 称 考え方 主な対象者 従事業務

大会役員 国体全体の大会役員
国体開催基準要項の規定
に基づく役員（文科大臣、日
スポ協会長、知事等）

競技会役員 競技会全体の役員
国体開催基準要項の規定
に基づく役員（市長、議長、
中央競技団体の長等）

競技役員
試合等、直接競技の運営に
関わる役員

競技団体関係者 審判、記録、召集、
放送、進行、成績、
表彰、得点掲示等競技補助員 競技役員の補助を行う 一般、学生、生徒等

競技会係員
【実施本部】

競技会場の運営に関わる 市職員 受付案内、宿泊、輸
送、駐車場、会場整
理、警備、弁当等競技会補助員 競技会係員の補助を行う ボランティア等

令和元年８月から、競技会補助員のボランティアを市民の
皆さんから募集します。ぜひ、ご応募お待ちしています。



年 度 ２０１９ ２０２０ ２０２１

主要行事 リハーサル大会開催 本大会開催

庁内組織
庁内推進会議
実施本部会議

総務・財務 企業協賛の依頼

広報・ＰＲ 実行委員会ＨＰ開設

市民協働 ボランティアの募集 ボランティア研修会開催 ボランティアの配置

観光・
おもてなし

観光・おもてなし要項の作成 観光ガイドブックの作成・配布

競技
競技会場等設計業務
競技団体等との調整

競技実施要項等の策定
プログラムの作成
競技役員等の委嘱

式典 式典計画の策定 式典実施要項の策定
各競技の開始式、表彰式等
の実施

宿泊・医事・衛生
輸送等

各種実施計画の策定 各種実施要項の策定 各競技での実施

今後の主なスケジュール

大会情報等を随時掲載



国体・大会に向けた取組状況①

平成３０年度のインターハイで、県内最多
の５競技を開催

組織

国体で開催する９競技１１種目のうち、インターハイで
４競技を実施競技

●全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の経験を生かす

インターハイにたずさわった組織を国体・障害者スポー
ツ大会推進局に移行（平成３１年４月１日）

蓄積した知識と構築したネットワークを生かす

インターハイで実施した競技のノウハウを生かす

その経験を
生かす



産業・スポーツセンターには複数の
入口と十分な駐車スペースがある
にも関わらず、早朝から入口で渋
滞した

駐車場の利用状況等を適
切に予測し、施設を生かし
た対応を行うとともに公共
交通機関も含めた交通手
段を十分確保します

観光・商業の振興、シティプ
ロモーション等の絶好の機会
と捉え積極的に活用します

来場者から飲食店や土産店の問
い合わせが多く、十分な対応がで
きなかった

国体・大会に向けた取組状況②
台風接近等による対応に手間取っ
た面もあったが大きなトラブルもな
く運営できた

消防本部との連携により定期的な
巡回や緊急時の対応がスムーズに
できた

各競技会場の状況に応じた
対応マニュアルの充実を図
り、さらに充実した運営を目
指します

競技
運営

医療
救護

輸送
交通

観光
おもてなし
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題
と
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国体・大会に向けた取組状況③
●津市産業・スポーツセンターの強みを生かす

フル活用

全国有数のスポーツとコンベンションの複合施設である津市産業・スポーツ
センターの機能を最大限生かし、会期中は、バレーボール・バスケットボール・
レスリング・柔道の４競技を開催

メッセウイング・みえ

・バレーボールで最大４面、バスケットボールで最大３面の利用が可能なメインアリーナ
・最大３，０００席を確保できる観客席
・競技フロアと観客席が近く、臨場感のある観戦が可能
・ウォーミングアップ等が可能なアスリートモール、ランニングロード
・選手がストレスなく利用できるシャワー、トイレを備えた控室
・競技に集中できるよう選手、監督等と観客の動線を分離することが可能

・多目的利用できる産業展示施設をスポーツにも活用

サオリーナ

利用者目線で建設したサオリーナはインターハイや
その他の大会でも高評価



国体・大会に向けた取組状況④
●津の海を生かす

相乗
効果

両会場は
直線距離で
約３キロの
位置関係

津ヨットハーバーではセーリング、
御殿場海岸特設会場ではビーチバレーボー
ルを開催

これまでの実績と

両競技会場の

地理的条件を生かす

セーリング競技は、国際４７０級世界選手権など多くの大
会や昭和５０年三重国体を開催してきた実績のある津ヨッ
トハーバーで開催

ビーチバレーボール競技は、競技用８面・練習用２面を合
わせて１０面のコートが確保できる広さと、堤防工事の中
で観客席にも利用できる階段状の堤防が整備されること
で、県内随一の競技会場となる御殿場海岸で開催

津の海を生かし、両競技を同時期に開催することで、一体感と
賑わいを創出します



国体・大会に向けた取組状況⑤

円滑な競技会を目指し、意見交換や情報
共有等を行うための津市開催競技合同
会議を開催（平成３１年４月２３日、２５日）

●すでに始動

競技団体
との連携

国体９００日前のカウントダウンボードの設置
や各行事において、国体・大会のＰＲ、広報
活動を実施（平成３１年４月９日）

広報活動

・国体は多くの方の努力と協力により支えられていることを知った
・貴重な体験ができる実感と責任の大きさを感じている
・大きなイベントに携わることの自覚と誇りを持ち取組みたい など

本年４月に国体・障害者スポーツ大会推進局に配属された職員の声
津市らしい
国体・大会を
目指します！



お問い合わせ先
三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会（国体・障害者スポーツ大会推進局内）
〒514-0056  津市北河路町１９番地１ メッセウイング・みえ ２階

T E L 059–229–3373 ／ F A X 059–229–3260 E-Mail 229–3373@city.tsu.lg.jp

ツイッター、インスタグラム、

フェイスブックもやってるよ！

ぜひチェックしてね。

ホームページでは、市内で開催される
競技紹介や会場アクセス、イベントスケ
ジュールなどの情報を掲載しています。
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