
 

 

第 82回国民体育大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

市町村競技会開催希望調査実施要領 
 

 

第 82回国民体育大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

長野県準備委員会事務局 

 

１ 調査目的 

両大会を本県で開催するに当たり、各市町村の競技会開催希望や競技会場、交通事情、 

宿泊施設、その他関連する事項を調査し、競技会場地市町村及び競技施設の選定作業を円 

滑に進めていくことを目的とする。 

 

２ 調査対象 

(1) 実施競技 

第 82回国民体育大会（冬季大会正式競技（３競技）除く）において、実施が想定さ 

れる正式競技・特別競技とします。 

 

  ○  正式競技 38競技 

1陸上競技、2水泳、3サッカー、4テニス、5ボート、6ホッケー、 

7ボクシング、8バレーボール、9体操、10バスケットボール、11レスリング、

12セーリング、13ウエイトリフティング、14ハンドボール、15自転車、 

16ソフトテニス、17卓球、18軟式野球、19相撲、20馬術、21フェンシング、 

22柔道、23ソフトボール、24バドミントン、25弓道、26ライフル射撃、 

27剣道、28ラグビーフットボール、29スポーツクライミング、30カヌー、 

31アーチェリー、32空手道、33銃剣道、34クレー射撃、35なぎなた、 

36ボウリング、37ゴルフ、38トライアスロン 

    

○  特別競技 １競技 

高等学校野球（硬式・軟式） 

 

※ 実施競技については、４年ごとに（公財）日本体育協会の「国民体育大会委員会」 

で見直しが図られており、本県が開催する第 82回大会の実施競技は 2020年３月頃に 

決定する予定のため、今回の調査は第 78回大会から第 81回大会での実施競技を基準 

として行います。 

 

(2) 競技施設 

第 82回国民体育大会（冬季大会正式競技（３競技）除く）において実施が想定され 

る正式競技・特別競技の競技施設とします。 



 

３ 調査内容 

(1) 開催希望及び開催希望競技       （様式１） 

(2)  競技会場               （様式２）総括表＋競技別様式①～⑯ 

(3)  練習会場               （様式３） 

(4) 会場位置図              （様式４） 

(5) 競技会場への交通・輸送        （様式５） 

(6) 大会・競技会等の実績及び計画     （様式６） 

(7) 市町村内宿泊施設数及び収容能力    （様式７） 

(8) スポーツ振興に対する取組       （様式８） 

(9) 体育協会・競技団体の現況       （様式９） 

 (10) 全国障害者スポーツ大会競技の開催希望 （様式 10） 

 

４ 調査方法 

(1)  調査用紙 

本要領及び記入例並びに別添の参考資料を参照のうえ、「第 82回国民体育大会市町村 

競技会開催希望調査書（様式１～１０）」に記入願います。    

(2)  参考資料 

  ○参考資料１「国民体育大会開催基準要項・細則（抜粋）」 

○参考資料２「第 72回 国民体育大会(2017愛顔つなぐえひめ国体)実施状況について」 

○参考資料３（別冊）「第 82回国民体育大会競技施設基準（暫定版）」 

○参考資料４「第 82回国民体育大会実施想定競技及び参加人員」 

※調査様式及び参考資料は、CDにデータ保存していますのでご活用ください。 

 

５ 開催希望調査書記入の留意事項 

(1)  開催希望及び開催希望競技（様式１） 

  ①開催に当たって、宿舎等の諸条件が不十分であっても、競技開催が可能な施設がある

場合には開催をご検討ください。また、現時点で新設競技場の建設計画が明確な場合

にも、開催希望の対象といたします。 

  ②開催を希望しない場合は、希望しない理由を必ず記入し、様式１、６、７、８、９の

提出をお願いします。 

③参考資料１「国民体育大会開催基準要項・細則（抜粋）」、参考資料２「第 72 回 国民

体育大会(2017愛顔つなぐえひめ国体)実施状況について」を参考にして、競技（種目）

名と希望順位を記入してください。複数競技を希望する場合は、当該競技の希望順位

を全て「１」と記載してください。また、５競技（種目）以上開催希望の場合は、本

様式をコピーして記入してください。なお、実施競技については、４年ごとに（公財）

日本体育協会の「国民体育大会委員会」で見直しが図られており、本県が開催する第

82 回大会の実施競技の選定は 2020 年３月に行われる予定のため、競技が変更になる

こともありますのでご留意ください。 



 

  ④『希望度』の欄には、「◎→ぜひ希望したい、○→できれば開催したい、△→開催し

てもよい」の順に該当する記号を記入してください。 

  ⑤それぞれ希望する競技について、希望の理由を記入してください。 

  ⑥特に希望する種別（成年、少年及び男女の別）がある場合は、希望する種別に○を、

特に希望する種別がない場合は、「特になし」に○を記入してください。 

  ⑦市町村内の県有施設（例：県営体育館、高等学校体育館 など）を使用して開催を希

望する競技についても記入してください。 

  ⑧今回の調査では、冬季大会正式競技（スキー・スケート・アイスホッケー）、公開競

技及びデモンストレーションスポーツは調査の対象としません（別途調査を行う予定

です）。 

(2)  競技会場（様式２） 

①競技会場施設については、参考資料３（別冊）「第 82回国民体育大会競技施設基準（暫

定版）」を参考にしてください。 

  ②様式２（総括表）には、希望する競技を開催するための全ての競技会場（施設）名を

列挙し、競技会場ごとの競技面数を備考欄に記入してください。 

   なお、対象となる施設は、既存施設の有効利用の観点から、体育施設だけでなく、希

望競技が実施可能であれば多目的施設、学校施設などでも構いません。 

 ③希望する競技を開催するに当たって、市町村内で競技会場が不足する場合は、その対

応策を記入してください。 

  ④様式２（総括表）に列挙した競技会場（施設）について、希望する競技に該当する用

紙（様式２－①～⑯）に必要事項を競技会場ごとに記入してください。 

  ⑤『新設・改修（予定）年月、新設・改修（予定）内容、新設・改修経費（概算）』欄

は、新設または改修予定がある場合に記入してください。 

  ⑥『設置（管理）者』欄は、設置者と管理者が異なる場合は、両者を記入してください。 

  ⑦『国体施設基準の適否』欄は、現状で国体施設基準を満たしている場合は「適」に○

を、満たしていない場合は「否」に○をしてください。 

⑧『競技フロア』欄の『表層』には、表層面の材質(木材、リノリウム等)を記入してく 

ださい。 

  ⑨『観客席』欄の「固定席」は常設で移動収納ができない席数を、「可動席」は常設で

移動収納ができる席数を、「仮設席」は会場内の余裕のあるスペースに仮設で設置可

能な席数をそれぞれ記入してください。 

  ⑩『バリアフリー』欄には、車いす用の通路・スロープ、トイレ、エレベータの有無を

記入してください。 

  ⑪『駐車場』欄は、現有の駐車場（普通車）の駐車可能台数を記入してください。障が

い者用駐車場がある場合は、その台数を内数として記入してください。また、臨時駐

車場を確保できる場合は、その他の記入欄に「臨駐○○台」と記入し、大型バス専用

駐車場がある場合は、その他の記入欄に「大型○○台」と記入してください。 

  ⑫『施設の維持管理』欄には、通常の維持管理をどのように行っているかを記入してく



 

ださい。 

⑬『会場見取図』欄には、駐車場や隣接している施設などを含めた競技会場の周辺状況

を図示してください（地図等の添付でも結構です）。 

  ⑭既存施設の場合は、パンフレット等、施設の概要が分かる資料を添付してください。

また、今後改修や新設をする場合は、その計画書等を添付してください。 

(3)  練習会場（様式３） 

  ①練習会場になり得る施設について、必要事項を記入してください。 

  ②できる限り競技会場の近隣施設を記入してください。各市町村の社会（公共）体育施

設が望ましいですが、不足する場合は、学校体育施設、民間体育施設等を含めて記入

してください。 

  ③『駐車場』欄は、現有の駐車場（普通車）の駐車可能台数を記入してください。臨時

駐車場を確保できる場合は、「臨駐→○○台」と記入してください。 

  ④『競技用具』欄は、開催希望競技の競技用具（練習用）の有無を記入してください。 

(4)  会場位置図（様式４） 

  ①開催希望競技ごとに、競技会場、練習会場のほか、ＪＲ駅等主要な施設を記入してく

ださい。 

  ②競技会場は、様式２（総括表）で付した整理番号を使用し、□囲みの数字で、練習会

場は、様式３で付した整理番号を使用し、○囲みの数字で、それぞれの位置を記入し

てください。 

  ③位置図は、既存の地図等に必要事項を明示したものでも構いません。 

(5)  競技会場への交通・輸送（様式５） 

  ①様式２の全ての競技会場ごとに車を利用する場合、公共交通機関を利用する場合につ

いてそれぞれ必要事項を記入してください。 

  ②所要時間は概ねの時間を記入してください。 

 (6)  大会・競技会等の実績及び計画（様式６） 

  ①開催希望競技以外の競技も含め、県大会規模以上の競技会・大会について、1997年度

(平成９年度)以降に開催した実績及び 2027 年の国体までに開催予定の計画について

記入してください。 

  ②『大会名、主催者、競技会場』は正式名称を、『開催時期』は開催（予定）年月を記

入してください。 

  ③『競技会場』については、該当大会・競技会の全ての競技会場施設名を記入してくだ

さい。また、施設名の横に競技面数を（ ）書きで記入してください。 

  ④参加人員は、該当大会・競技会の登録監督・選手の総人数を記入してください。 

(7)  市町村内宿泊施設数及び収容能力（様式７） 

  ①宿泊施設については、建設中及び建設計画のあるものについても（ ）内に内数とし

て記入してください。 

  ②民宿・ペンションは営業許可を受けているものを記入してください。 

  ③その他宿泊施設として想定される施設（寺院、公民館、集会所）等があれば、その他



 

の欄に記入してください。 

  ④和室は畳数（１人２畳）、洋室はベッド数を基準として宿泊可能人数を記入してくだ

さい。 

  ⑤市町村内において、宿泊施設が不足すると考えられる場合、その対応方法を記入して

ください。なお、隣接市町村の宿泊施設で対応する場合は、競技会場までの距離と車

での所要時間を記入してください。また、宿泊者数については、参考資料４「国民体

育大会実施想定競技及び参加人員」を参考にしてください。 

  ⑥市町村内の宿泊施設一覧等の資料がある場合は、添付してください。 

(8)  スポーツ振興に対する取組（様式８） 

  ①『これまでのスポーツ振興施策、事業概要等』欄には、昭和 53年の「やまびこ国体」

から、これまで各市町村で開催された全国規模の大会を通じて、地域に根付いたスポ

ーツや事業などをはじめ、スポーツの普及・振興に対する活動について、可能な限り

幅広く事業概要等を記入してください。 

  ②それぞれの市町村において、スポーツの事業概要等を掲載した普及啓発用の広報誌等

がある場合は、添付してください。 

  ③『第 82 回国民体育大会（長野国体）開催を契機とした、これからのスポーツ振興施

策』欄には市町村として今後新たに取り組んでいく予定の施策があれば記入してくだ

さい。 

  ④『国民体育大会の開催にあたり、アピールしたい特記事項』欄には、市町村を特にア

ピールできること（宿泊収容人数が多い、○○競技の実施のため施設等の改修を予定

している等）を記入してください。 

(9)  体育協会・競技団体の現況（様式９） 

  ①体育協会等の組織及び加盟団体数を記入してください。 

  ②「市町村競技団体」については、開催希望競技に係る競技団体を記入してください。 

   なお、推定競技人口は、小学生以上の競技者の概数を記入してください。 

（10）全国障害者スポーツ大会競技の開催希望（様式 10） 

  ①様式１で、国体後に全国障害者スポーツ大会において同一会場で実施する競技の開催

を希望している市町村は、全国障害者スポーツ大会の開催の可否を記載してください。 

  ②開催にあたっての課題及び、開催できない市町村はその理由を記載してください。 

 

６ 調査書を綴る際の留意事項 

  開催希望競技が複数ある場合、下記の例のとおり、様式２～様式６については競技・種

目名ごとにセットにして綴ってください。 

 

 

 

 

 

 



 

例：「陸上競技」と「ホッケー」を希望する場合 

                            

 表紙 

                         様式１ 

 

                         様式２（総括表） 

                         様式２－③＜競技会場分作成＞ 

                         様式３、様式４ 

                         様式５＜競技会場分作成＞ 

                         様式６ 

 

 

                         様式２（総括表） 

                         様式２－⑥＜競技会場分作成＞ 

                         様式３、様式４ 

                         様式５＜競技会場分作成＞ 

                         様式６ 

 
         ・ 

                        様式６(開催希望競技以外の競技分) 

                        様式７ 

様式８ 

 様式９ 

                        様式 10 

 

７ 調査書の提出 

(1)  提出期限 

   平成30年 月 日（ ） 

(2)  提出方法 

郵送または持参。 

(3)  提出先 

〒380-8570  長野市大字南長野字幅下692－2 

第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員会事務局 

 
担当 第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会 

長野県準備委員会事務局（県教育委員会事務局スポーツ課内） 

西沢 俊一 

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 
電 話  026-235-7442（直通） 

ＦＡＸ 026-235-7476 

E-mail  nishizawa-toshikazu-r@pref.nagano.lg.jp 
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