
研 修 会 等 出 席 報 告 書

平成 30年 10月  6日

長浜市議会議長 松本 長冶 様

派

員

△玄
　
釜醸

名)新 しい風

名 中 鳥 康 雄 鱗

議員調査活動のため、出席 した次の出張の結果について報告 します。

記

1.会議等名 2018年 福井国体 第 73回国民体育大会視察

2.開催期間 平成 30年 10月 6日 (上)11:00～ 15:30

3.開催場所  越前市

福井市

武生中央公園庭球場

福井県立武道館

4.開 催 内容   別添 の とお り

5.参 加者名   別添 の とお り

6.感 想 等   別添 の とお り
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1.研修内容 2018年 福井国体 第 73回国民体育大会視察

2.同  時 平成 30年 10月 6日 (土)11:00～15:30

場

　

　

内

3

4

所 越前市

福井市

武生中央公園庭球場

福井県立武道館

容 2024年  滋賀国体 第 79回国民体育大会 に向け長浜市も柔道、
ソフトテニス、相撲の会場となっており、施設整備を実施しており、隣県
で開催されている同種目であるソフトテニス会場、柔道会場を視察。

◎2018年福井国体

■大会哀愁  「福井しあわせ元気国体」

■スローガン「織りなそう 力と技と美しさ」

■マスコン トキヤラクター  「はび りゅう」。・恐竜

■参考 :2018年 10月 5日 滋賀国スポ 。障スポの愛称募集
2024年 の滋賀国体・全国障害者スポーツ大会に向け、県開催準備委員会事務局は、

県内外に向けて発信できる大会の愛称とスローガンを募集している。
愛称は、親しみやすく呼びやすい、滋賀県らしさがあふれる言葉で表された両大会の呼

び名で、「滋賀」「国スポ 。障スポ」の文字を必ず入れることが条件。スローガンは、大会
に向けた思いや、開催基本方針で目指す大会を印象づける言葉とキャッチコピーを募る。
なお、23年 1月 から国体の名称が「国民スポーン大会 (国スポ)」 に変更される。22年
の栃木国体の愛称は「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」、スローガンは「夢
を感動へ。感動を未来へ。」と付けられた。
応募は、名前 (ふ りがな)、 郵便番号、住所、年齢、電話番号、職業 (学校名、学年)、

愛称またはスローガン各 1作品と、それぞれに込められた思いを記入。郵便はがき、また
はチラシに付いたはがきで、〒520 8577 大津市東町 4の 1の 1、 県開催準備委

員会愛称・スローガン募集係へ送る。ファクス、インターネット (大会専用ホームページ
または、しがネット受付サービス)でも受け付ける。期間は 11月 12日 まで (当 日消印
有効)。 1人何作品でも応募可能で、愛称とスローガンそれぞれに最優秀賞 1作品に賞金 5

万円、優秀賞 3作品に賞金 1万円が贈られる。 (中 日新聞)
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■ソフ トテニス会場視察

越前市の概要

2005年 (平成 17年)10月 1日 ‐武生市 。今立郡今立町が合併 して発足。

石毎照

■腑耐録ギ    |

市域面積は 230,70平方キロメートル  人口 83,000人

■感想

越前市 武生中央公園庭球場にて、ンフトテニス会場を視察。
コー トに隣接設置されたスタンドは、仮設。運営事務所も仮設であつた。現地は、武生菊

人形会場や越前市AWIス ポーンアリーナが立地する武生中央公園として整備された中に

会場がある。

大会運営で一番大事なのは、大会を運営する専門職員の確保とボランテァの確保かなと

感じました。
また、駐車場,宿泊施設、弁当などの確保、国体が運営を盛 り上げる市民力が必要と感

じました。

本市の場合会場が駅から近いとの利点をどう大会運営に活かすのかがカギだと思います

が、シャトルバスもあるが、民間用地を含めて駐車場の確保は早いうちに手を打つべきだ

と考えます。
■参考

越前市AWIスポーンアリーナが立派に完成しており、本市の将来を見据え視察。

施設は、命名権を活用されていました。 (アイシン・エィ・ダブジュエ業株式会社)

※ネー ミングライン (施設命名権)と は

施設などについて、契約により条例上の正式名称とは別に、愛称として企業 (団体)名・商品名を付

与し、当該団体から命名権料を得るものです。

本年 8月 11日 (金)の竣工式において、越前市武生中央公園総合体育館の愛称が発表されました。

1 ネーミングライツパー トナー企業
アイシン・エィ・ダブジュエ業株式会社 (越前市池ノ上町38)

2 愛称

越前市 RUlス ポーンアリーナ
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(えちぜんし エィ・ダブジュ・アィ スポーンアリーナ)

3 契約金額
200万円/年

4 契約期間

平成 29年 8月 11日 から平成 35年 3月 31日 まで
5 供用開始

9月 1日 から一般供用開始です。
予約は、指定管理者の越前市体育協会

)

施設概要

建物

競技場面積

観客席

附属施設

■感想
この様な施設があればと考えます。

■福井市柔道会場視察

福井市の位置と面積

竣工 平成 29年 6月 30日 建物

鉄骨鉄筋コンクリー ト造 2階建

延床面積  7, 267.87だ
メインア リーナ 2, 155. 58ポ

。バスケッ トボール 3面
・バ レーボール 3面
・バ ドミン トン 12面

サブア リーナ 755, 36ポ
・バスケットボール 1面
・バ レーボール 1面
。バ ドミン トン4面
メインアリーナ  1, 284席 (う ち車椅子席 6席 )

サブア リーナ 観客席無 し

ランニングコース  220m
トレーニングルーム

多 目的ルーム

会議室大 (約 60人収容 )

会議室中 (約 18人収容 )

会議室小 (約 12人収容 )

※会議室は、大、中、小をつなげることが可能

I島
,

）一
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面積 536.41平方キロメートル

o 人 Iコ  264000人

■2006年 (平成18年)2月 1日 Ⅲ足羽郡美山町・丹生郡清水町・越廼村を編入。

■場所 福井市 福井県立武道館

1989年 6月 18日 に完成。

1.駐車場の概要
・ 第一駐車場 。・ 。普通車 140台 (身障者用 6台を含む)、 バス 2台
・ 第二駐車場 。・・普通車 180台
・ 場内駐車・・・・普通車 30台 (遠的射場の北側から相撲場、合宿所の北側および剣道

大道場の西側にかけての外周道路)

計 352台 (普通車 350台、バス 2台 )

2.施設概要
日本館

柔道大道場 (正式試合場 4面、540畳)観客席 887席  38.73mX37.5m
柔道小道場 (正式試合場 2面、240畳)       21m× 30m
剣道大道場 (正式試合場 6面)観客席 991席     35,57mX30m
剣道小道場 (正式試合場 2面)           21m× 30m
相撲場 (正式試合場 1面)観客席 120席

相撲練習場 (練習土俵 2面 )

■2階 会議室 1  48席
会議室2  84席
会議室3  27席
会議室4  31席
トレーニング室 81活

■多種目競技場 (正式試合場 なぎなたの場合 1面、銃剣道・空手道の場合 2面
)観客席 150席   686だ
■弓道場 1101ピ
近的射場 12人立

遠的射場 6人立

■合宿所 75人宿泊可能 研修室・食堂、ラウンジ、浴室

■感想

素晴 らしい施設で、高校生のボランティアで受付等は、運営。駐車場には、灯光器が備
えつけてあつた。靴は、袋に入れ 自己管理。

大会会場は、駐車場も完備 されてお リサブ会場では、練習が盛んにおこなわれてお り会

場の大きさは、十分。本市の会場に欠けるものは、市街地からの距離をどうおもてなしで

補 うかなと感 じました。
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試合は、福井と愛知の女子団体戦がおこなわれており、地元選手への応援に観戦してい

るこちらも力が入りました。柔道の精神  「柔能く剛を制す」 の精神 と力強い技により

大会は、盛大でした。このように子ども達を正しく指導者できる環境づくりが長浜市にも
必要だと感じました。

また、この国民体育大会を通じて市民力、職員力、子どもの育成をどう連携させ長浜市
の成長戦略に繋げていくかがカギだと強く感じました。

J
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