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１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 説明・報告事項 

（１）第 76回国民体育大会三重県準備委員会 

輸送・交通専門委員会委員の変更   ・・Ｐ２ 

    

（２）第 76回国民体育大会三重県準備委員会 開催準備経過      ・・Ｐ３ 

 

（３）「愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体」における輸送・交通業務        ・・Ｐ８ 

    

（４）第 76回国民体育大会輸送・交通関係各種調査の状況       ・・Ｐ９ 

 

４ 意見交換 

（１）第 76回国民体育大会の輸送・交通業務における課題について   ・・Ｐ10 

    

５ その他 

（１）今後の国体開催準備スケジュール               ・・Ｐ11 

     

６ 閉  会 

 

【参考資料】 

・第 76回国民体育大会三重県準備委員会 

             輸送・交通専門委員会 委員名簿      ・・Ｐ12 
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第 76回国民体育大会三重県準備委員会 輸送・交通専門委員会委員の変更 

 

第２回輸送・交通専門委員会（平成 29 年３月１日）以降における委員の変更について、

第 76回国民体育大会三重県準備委員会会則第 13条第４項の規定により報告します。 

 

（敬称略） 

区分 所属機関・団体・役職名 旧 新 

交通関係 
中日本高速道路(株)名古屋支社 

津保全・サービスセンター 副所長 
米川 英雄 橋本 昌朗 

国関係 
国土交通省 中部運輸局 

三重運輸支局 首席運輸企画専門官 
加藤 恒昭 西原 正浩 

国関係 
国土交通省 中部地方整備局 

三重河川国道事務所 副所長 
廣瀬 昌俊 宮本 久仁彦 

市関係 伊勢市 都市整備部 交通政策課長 山口 一馬 小林 和生 

県関係 三重県警察本部 交通部 交通規制課長 原 政美 西久保 陽 

県関係 三重県 県土整備部 道路管理課長 田中 貞朗 中平 弘 

 

 

 

 

 

説明・報告事項（１） 
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第76回国民体育大会三重県準備委員会 開催準備経過 

年度 月 日 開催準備 主 な 内 容 

平成 

23 

年度 

８ 24 県体育協会からの要望 三重県体育協会から、平成33年の国民体育大会の開

催について、知事、県教育長に対して、要望がなさ

れました。 

９ １ 同じく、県議会議長に対して、要望がなされました。 

９ 14 県議会における招致表明 第３回定例会において、知事が平成33年の第76回国

民体育大会について招致表明をしました。 

10 18 県議会における決議 県議会において、「第76回国民体育大会の招致に関

する決議」が決議されました。 

11 15 開催要望書の提出 開催招致表明等を受けて、県、県教育委員会、県体

育協会の連名により、文部科学省、日本体育協会に

開催要望書を提出しました。 

１ 11 本県開催の内々定 日本体育協会 理事会において、平成33年第76回国

民体育大会の本県開催が内々定されました。 

平成 

24 

年度 

８ 31 三重県準備委員会設立総

会、第１回総会の開催 

三重県準備委員会が設立され、「開催基本方針」、「事

業計画」、「収支予算」、「総会から常任委員会への委

任事項」について審議し、決定しました。 

第１回常任委員会の開催 「会場地市町選定基本方針」、「県及び会場地市町の

業務分担・経費負担基本方針」、「競技施設整備基本

方針」、「競技役員等養成基本方針」、「広報基本方針」

等について審議し、決定しました。 

10 15 第１回総務企画専門委員

会の開催 

「会場地の選定に向けた取組に係る基本的な考え

方」について審議しました。 

10 16 第１回施設専門委員会の

開催 

「競技施設基準」（案）について審議しました。 

10 19 第１回市町連絡調整会

議、第１回競技団体連絡

調整会議の開催 

「会場地の選定に向けた取組に係る基本的な考え

方」について説明し、市町、及び競技団体に対して、

会場地選定の作業に着手するよう要請しました。 

２ 25 第１回競技専門委員会の

開催 

「競技役員等編成基本方針」（案）、「競技役員等養

成基本計画」（案）について審議しました。 

平成 

25 

年度 

 

 

 

 

 

５ 17 第２回総務企画専門委員

会の開催 

「開催準備総合計画」（案）、「県及び会場地市町の

業務分担・経費負担細目」（案）、「会場地市町一次

選定候補」（案）について審議しました。 

５ 29 第２回常任委員会の開催 「会場地市町一次選定」、「開催準備総合計画」、「県

及び会場地市町の業務分担・経費負担細目」、「競技

施設基準」等について審議し、決定しました。 

７ ２ 第２回総会の開催 「事業報告」、「収支決算」、「事業計画」、「収支予算」、

について審議し、決定しました。 

説明・報告事項（２） 
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平成 

25 

年度 

 

７ ８ 第２回市町連絡調整会議

の開催 

「会場地市町一次選定」、「二次選定以降の進め方」、

「中央競技団体正規視察の取組」等について説明し

ました。 

第２回競技団体連絡調整

会議の開催 

「会場地市町一次選定」、「二次選定以降の進め方」、

「中央競技団体正規視察の取組」、「競技役員編成・

養成に関する基礎調査」等について説明しました。 

９ 11 第１回広報・県民運動専

門委員会の開催 

「広報基本計画」（案）、「効果的な広報活動」につ

いて審議しました。 

３ 14 第３回総務企画専門委員

会の開催 

「会場地市町二次選定候補」（案）、「公開競技実施

基本方針」（案）について審議しました。 

  第２回競技専門委員会の

開催 

「競技運営基本方針」（案）について審議しました。 

 

３ 25 第３回常任委員会の開催 「会場地市町第二次選定」、「公開競技実施基本方

針」、「競技運営基本方針」、「広報基本計画」につい

て審議し、決定しました。 

平成 

26 

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 16 第３回市町連絡調整会議

の開催 

「会場地市町第三次選定並びに第四次選定」、「公開

競技の実施」、「中央競技団体正規視察」等について

説明しました。 

第３回競技団体連絡調整

会議の開催 

「会場地市町第三次選定並びに第四次選定」、「中央

競技団体正規視察」、「役員養成事業の実施」等につ

いて説明しました。 

７ 17 第３回総会の開催 「事業報告」、「収支決算」、「事業計画」、「収支予算」

について審議し、決定しました。 

８ 12 第４回市町連絡調整会議

の開催 

「国体開催における施設整備補助制度」等について

説明しました。 

９  10 第４回総務企画専門委員

会の開催 

「会場地市町第三次選定候補」（案）、「公開競技会

場地市町第一次選定候補」（案）、「総合開・閉会式

会場地選定候補」（案）について審議しました。 

９ 17 第４回常任委員会の開催 「会場地市町第三次選定」、「公開競技会場地市町第

一次選定」、「総合開・閉会式会場地選定」について

審議し、決定しました。 

１ 

 

20 第５回市町連絡調整会議

の開催 

「中央競技団体正規視察」、「競技用具整備の概要」、

「国体開催における施設整備補助」等について説明

しました。 

第４回競技団体連絡調整

会議の開催 

「中央競技団体正規視察」、「競技用具整備の概要」

等について説明しました。 

２ 19  第２回広報・県民運動専

門委員会の開催 

「県民運動基本方針」（案）、「愛称・スローガンの

制定」等について審議しました。 

３ 13 第３回競技専門委員会の

開催 

「競技用具整備基本方針」（案）、「競技用具整備要

項」（案）、「デモンストレーションスポーツ実施基

本方針」（案）について審議しました。 
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平成 

26 

年度 

 

 

 

 

 

 

 

３ 13 第５回総務企画専門委員

会の開催 

「開催基本構想策定の進め方について」（案）、「会

場地市町第四次選定候補」（案）、「会場地市町にお

ける開催予定施設の変更について」（案）、「公開競

技会場地市町第二次選定候補」（案）について審議

しました。 

３ 18 第５回常任委員会の開催 「開催基本構想策定の進め方」を報告し、「会場地

市町第四次選定」、「公開競技会場地市町第二次選

定」、「デモンストレーションスポーツ実施基本方

針」、「県民運動基本方針」、「競技用具整備基本方

針」、「常任委員会から専門委員会への付託事項およ

び委任事項 変更」等について審議し、決定しまし

た。 

平成 

27 

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 27 第６回市町連絡調整会議

の開催 

「中央競技団体正規視察に向けた準備」、「開催基本

構想策定」等について説明しました。 

５ 14 第５回競技団体連絡調整

会議の開催 

「中央競技団体正規視察に向けた準備」、「競技役員

等養成事業」等について説明しました。 

７ 16 第６回総務企画専門委員

会の開催 

「会場地市町第五次選定候補」（案）、「公開競技会

場地市町第三次選定候補」（案）、「開催基本構想（素

案）（案）」について審議しました。 

７ 16 第３回広報・県民運動専

門委員会の開催 

「県民運動基本計画」（案）、「愛称・スローガンの

選定」（案）について審議しました。 

７ 27 第６回常任委員会の開催 「マスコットキャラクターの募集」を報告し、「会

場地市町第五次選定」、「公開競技会場地市町第三次

選定」、「開催基本構想（素案）」、「県民運動基本計

画」、「愛称・スローガンの選定」について審議し、

決定しました。 

７ 27 第４回総会の開催 「事業報告」、「収支決算」、「事業計画」、「収支予算」、

について審議し、決定しました。 

８ 10 中央競技団体による正規

視察の開始（順次実施） 

国民体育大会正式競技及び特別競技にかかる中央

団体の正規視察を開始しました。 

12 15 第１回輸送・交通専門委

員会の開催 

「輸送・交通基本方針」（案）について審議しまし

た。 

12 25 第１回警備・消防専門委

員会の開催 

「警備・消防防災基本方針」（案）について審議し

ました。 

１ 19 第７回総務企画専門委員

会の開催 

「会場地市町第六次選定候補」（案）、「開催基本構

想（最終案）（案）」について審議しました。 

１ 19 第４回広報・県民運動専

門委員会の開催 

「マスコットキャラクターの選定」（案）について

審議しました。 
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平成 

27 

年度 

１ 25 第７回常任委員会の開催 「マスコットキャラクター愛称及び規定書体の募

集、選定」、「デモンストレーションスポーツの募集」

を報告し、「会場地市町第六次選定」、「開催基本構

想」、「マスコットキャラクターの選定」、「輸送・交

通基本方針」、「警備・消防防災基本方針」等につい

て審議し、決定しました。 

平成 

28 

年度 

５ 10 第７回市町連絡調整会議

及び第６回競技団体連絡

調整会議の開催 

「第76回国民体育大会の会期」、「マスコット展開形

に関するデザイン確認依頼」、「施設及び競技用具に

関する調査」等について説明しました。 

６ １ 開催申請書の提出 県体育協会会長、県知事、県教育委員会の連名によ

り、日本体育協会、文部科学省に開催申請書を提出

しました。 

７ 20 本県開催の内定 日本体育協会 理事会において、平成33年第76回 

国民体育大会の本県開催が内定されました。 

７ 21 第５回広報・県民運動専

門委員会の開催 

「マスコットキャラクター愛称の入選作品」（案）

について審議しました。 

７ 22 第１回宿泊専門委員会の

開催 

「宿泊基本方針」（案）、「宿泊基本計画」（案）につ

いて審議しました。 

８ ２ 第８回常任委員会の開催 「宿泊基本方針」、「宿泊基本計画」、「マスコッ

トキャラクター愛称の選定」について審議し、決定

しました。 

８ ２ 第５回総会の開催 「事業報告」、「収支決算」、「事業計画」、「収支予算」

について審議し、決定しました。 

12 22 第６回広報・県民運動専

門委員会の開催 

「イメージソングの制作手続きについて」、「三重と

こわか国体イメージソング募集要項」等について審

議し、決定しました。 

２ １ 第８回市町連絡調整会議

及び第７回競技団体連絡

調整会議の開催 

「第76回国民体育大会の会期の決定に向けた取

組」、「競技会の開催に向けた取組」、「宿泊及び輸送

に関する取組」等について説明しました。 

２ 17 第８回総務企画専門委員

会の開催 

「大会会期案」（案）、「デモンストレーションスポ

ーツ実施競技選択及び会場地市町第一次選定候補」

（案）について審議しました。 

３ １ 第２回輸送・交通専門委

員会の開催 

「輸送・交通基本計画」（案）について審議しまし

た。 

３ ３ 第１回医事・衛生専門委

員会の開催 

「医事・衛生基本方針」（案）、「医事・衛生基本計

画」（案）について審議しました。 

３ 27 第９回常任委員会の開催 「デモンストレーションスポーツ実施競技選択及

び会場地市町第一次選定」、「輸送・交通基本計画」、

「医事・衛生基本方針」、「医事・衛生基本計画」

について審議し、決定しました。 
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平成 

29 

年度 

５ 10 第９回市町連絡調整会議

及び第８回競技団体連絡

調整会議の開催 

「三重とこわか国体の大会会期及び競技別会期の

決定までのスケジュール」、「イメージソングの制

作」、「会場地市町における配宿業務」等について説

明しました。 

７ ４ 第９回総務企画専門委員

会の開催 

「デモンストレーションスポーツ実施競技選択及

び会場地市町第二次選定候補」（案）について審議

しました。 

７ 11 第７回広報・県民運動専

門委員会の開催 

「イメージソング最優秀賞候補について」（案）に

ついて審議しました。 

７ 31 第10回常任委員会の開催 「デモンストレーションスポーツ実施競技選択及

び会場地市町第二次選定」、「募金・企業協賛基本

方針」、「イメージソングの選定」について審議し、

決定しました。 

７ 31 第６回総会の開催 「事業報告」、「収支決算」、「事業計画」、「収支予算」

について審議し、決定しました。 

１ 31 第10回市町連絡調整会議

の開催 

「広報・県民運動の取組状況」、「福井しあわせ元気

国体の開催日程」等について説明しました。 

２ 13 第２回警備・消防専門委

員会の開催 

「警備・消防防災基本計画」（案）について審議し

ました。 

２ 14 第２回医事・衛生専門委

員会の開催 

「防疫対策要項」、「食品衛生対策要項」、「環境衛生

対策要項」について審議し、決定しました。 

２ 15 第10回総務企画専門委員 

会の開催 

「会場地市町第七次選定候補」（案）、「デモンスト

レーションスポーツ実施競技選択及び会場地市町

第三次選定候補」（案）、「会場地市町における開催予

定施設の変更について」（案）、「競技別リハーサル大

会開催基準要項」（案）について審議しました。 

２ 16 第２回宿泊専門委員会の

開催 

「宿泊施設充足対策要項」について審議し、決定し

ました。 
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「愛顔
え が お

つなぐえひめ国体」における輸送・交通業務 

 

１ 会 期  平成 29年９月 30日（土）～10月 10日（火） 

        ※一部競技は会期前（９月９日～９月１７日）に実施 

 

２ 開・閉会式会場  愛媛県総合運動公園陸上競技場（松山市） 

           〔ニンジニアスタジアム〕 

    

３ 参加者数 

                              （単位：人） 

区分 実施日 選手・監督 大会関係者 観覧者 合計 

総合開会式 9/30（土） 4,370 11,125 13,266 28,761 

総合閉会式 10/10（火） 1,530 5,415 7,723 14,668 

競技会 ― 655,092 

※競技会の参加者数は、正式競技、特別競技、公開競技、デモスポの合計 

 

４ 愛媛県における輸送実施計画 【資料②】 

（１）県外参加者の輸送（全国輸送） 

・輸送方法等 

・指定下車駅等 

 

（２）総合開・閉会式の輸送 

・輸送方法等 

・指定集合地 

・輸送経路の設定 

 

（３）車両等及び駐車場の確保 

・バス、タクシー等による輸送力の確保 

・公共交通機関による輸送力の確保 

・駐車場の確保 

 

（４）交通安全対策 

・対策の実施 

・対策の周知 

 

 

説明・報告事項（３） 
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第 76回国民体育大会 輸送・交通関係各種調査の状況 

 

１ 基礎調査 【資料③】 

（第 76回国民体育大会 輸送・交通基礎調査業務委託：H28.9～H29.3） 

来場者を安全・確実かつ円滑に輸送するには、輸送計画等の策定が必要

であり、輸送力や駐車場等の現状を把握し、その基礎資料とするとともに、

今後検討すべき課題を抽出するために実施した調査です。 

 

２ 交通量調査 【資料④】 

（第 76回国民体育大会 輸送・交通（交通環境調査）業務委託：H29.8～12） 

会場周辺道路における交通の限界値を把握するとともに、参加者（輸送

対象者）数の設定等にも役立てるため、交通シミュレーションの実施を予

定しており、本調査は、その基礎資料となる会場周辺の現況交通量や渋滞

状況を把握するために実施した調査です。 

 

３ バス実走調査 【資料⑤】 

（第 76回国民体育大会 輸送・交通（輸送環境調査）業務委託：H29.11～H30.2） 

基礎調査において候補地としたバスの駐車場、待機場及び乗降場の中で、

これまでに同様の利用実績がない箇所において、バスの実走により利用（通

行）可否を検証するとともに、課題を抽出するために実施した調査です。 

 

 

 

説明・報告事項（４） 
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第 76回国民体育大会の輸送・交通業務における課題について 

 

１ 趣旨 

今後は、基礎調査及びバス実走調査等の結果や開・閉会式の開催計画（参加

人数、タイムスケジュール、仮設設備の配置等）を踏まえた検討、交通シミ

ュレーション等を行い、実施計画策定に向けた準備を進めていく予定です。 

その中で、現在課題となっている事項に関して、各委員のみなさまそれぞれ

の立場から、専門的見解やアドバイス等をいただき、情報共有するとともに、

より実状に応じた実施計画を策定していきたいと考えています。 

 

２ 前提条件 

（１）総合開・閉会式会場 

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技場 

 

（２）会期 

平成 33年９月 25日（土）～10月５日（火）で調整中 

※一部競技は会期前に実施予定 

 

３ 意見交換事項（案） 

（１）バスの確保について 

 

 

 

 

（２）駐車場、乗降場の確保について 

 

 

 

 

（３）渋滞・交通対策について 

 

 

 

 

（４）安全かつ効率的な輸送方法について 

 

 

意見交換（１） 
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今後の国体開催準備スケジュール 

 

平成 29 年度から 30 年度にかけての国体開催準備（輸送・交通専門委員会関係分）

については、下記のとおり会議開催等を予定しています。 

 

年 度 年 月 内 容 

平成 29年度 

（４年前） 

平成 30年 

２月 

 

 

○第３回輸送・交通専門委員会（2/27） 

 ・基礎調査、交通量調査、バス実走調査の報告 

平成 30年度 

（３年前） 

４月以降 

 

 

７月 

 

 

 

 

秋頃 

 

 

 

冬頃 

□交通シミュレーション 

 ・交通量調査の結果等を基に、交通シミュレーションを実施 

 

開催決定（会期決定） 

○第７回準備委員会総会、第１回実行委員会総会 

（準備委員会から実行委員会へ改組し、以後は全国障害者スポーツ 

大会と一体的に準備を推進） 

 

□競技会場地輸送調査（第１次） 

 ・会場地市町に対し、輸送業務の推進を図るとともに、輸送力確 

保及び実施計画策定の基礎資料とするため調査を実施 

 

○第４回輸送・交通専門委員会 

 ・交通シミュレーションの報告 

・競技会場地輸送調査の状況報告 

・全国障害者スポーツ大会の輸送に関すること など 

凡例 ○：会議等の開催 □：開催準備活動  

注：開催時期や内容は、いずれも予定であり、準備の進捗により変動することがあります。 

 その他（１） 
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（敬称略、順不同）

委員長 （公社）三重県バス協会 専務理事 青木　周二

副委員長
近畿日本鉄道(株)　鉄道本部
名古屋統括部

運輸部長 岸村　吉偉

委員 （一社）三重県タクシー協会 専務理事 景山　和

委員 三重交通(株)　バス営業部 部長（貸切） 藪本　竜太郎

委員
中日本高速道路(株)　名古屋支社
津保全・サービスセンター

副所長 橋本　昌朗 交通関係

委員 （公財）三重県体育協会 事務局長 須原　久勝 スポーツ関係

委員
国土交通省　中部運輸局
三重運輸支局

首席運輸企画
専門官

西原　正浩

委員
国土交通省　中部地方整備局
三重河川国道事務所

副所長 宮本　久仁彦

委員 伊勢市　都市整備部　交通政策課 課長 小林　和生 市関係

委員
三重県警察本部　交通部
交通規制課

交通部参事官
（交通規制課長）

西久保　陽

委員 三重県　県土整備部　道路企画課 課長 井戸坂　威

委員 三重県　県土整備部　道路管理課 課長 中平　弘

運輸関係

国関係

県関係

第７６回国民体育大会三重県準備委員会
輸送・交通専門委員会　委員名簿

所属機関・団体 役職 氏名 区分
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