
令和元年１２月６日

津市実施本部を設置
国体・大会デザイン封筒作製

三重とこわか国体・三重とこわか大会
国体６５９日前 大会６８７日前
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津市実施本部を設置
庁内推進会議

第1回会議

５月１３日

第2回会議

７月９日

第3回会議

１０月２日

１ 三重とこわか国体・
三重とこわか大会津市
庁内推進会議について
２ 庁内推進会議等スケ
ジュールについて
３ 三重とこわか国体・三
重とこわか大会の概要に
ついて

１ 従事者名簿（係長以
上）の決定について

２ 実施本部の設置につ
いて

１ 三重とこわか国体・
三重とこわか大会第１次
津市職員従事計画（案）
について

２ 従事者名簿（係長以
上）の作成依頼について

令和元年12月1日 三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実施本部を設置

庁内の関係部局相互の緊密な連携を図り、全庁的な取り組みを推進するための組織

目的 国体・大会及び競技別リハーサル大会の円滑な運営を図る

本部長（市長）をはじめとして、実施本部

各部の部長から係員で構成する

国体等に携わる８００名を超える職員で構成
ONE TEAM で臨みます！

組織

12月6日 津市実施本部 第１回会議を開催

実際にこれらの大会を運営する

庁内の連携を図るだけでなく、国体・大会及び競技別リハーサル大会を運営する組織が必要



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

会場おもてなし係

○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

○国体及び障害者スポーツ大会開催の支援など

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



これまで作製したＰＲ物品（主なもの）
エレベーターラッピング

カウントダウンディスプレイボード

公用車マグネットシート



国体・大会デザイン封筒作製

使用期間
令和元年12月下旬から
国体・大会終了まで

市民の皆様へ各種通知等をお送りする

郵送用封筒に国体・大会のデザインを施します

この期間中
「国体・大会デザイン封筒」
を使用し、国体・大会をＰＲ！

国体・大会への市民の皆様の関心、開催機運を高めます！

作製枚数 長３封筒 ６０，０００枚
角２封筒 ２５，０００枚

【長３封筒】 【角２封筒】



これから展開していくＰＲ
シティプロモーションカード グラフィックパネル

◆市役所１階ロビーに
国体・大会のグラフィッ
クパネルを掲示

◆国体・大会のキャラクター
でデザインしたシティプロモー
ションカード（名刺）を作成

◆職員全体で国体・大会の
ＰＲ活動を展開

◆津市で開催される競
技や会場を、市役所を
訪れた人に分かりやす
くお知らせ

◆まずは来年実施する
リハーサル大会の周知
を図ります

三重とこわか国体・三重とこわか大会 マスコット「とこまる」

みんなに注目しても
らえるよう、国体・大
会をさらにＰＲしてい
くとこっ！



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。



令和元年１２月６日

旧津市体育館解体工事を全面再開

～ 令和元年度内に完了します ～



旧津市体育館解体の経過①

旧津市体育館（昭和４１年設置）については、本市の体育館の中で

最も建設から年数が経過していることから、老朽化が著しく、隣接

する津球場公園内野球場の駐車場不足等もあり、津市産業・スポ

ーツセンター内サオリーナへ機能を移転 【津市スポーツ施設整備基本構想 改訂版より 】

平成２９年度当初予算に計上

旧津市体育館は、平成２９年１０月津市産業・スポーツセンター内

サオリーナの供用開始に伴い、平成２９年１０月１日付けで廃止

解体工事に係る設計業務

工期：平成２９年５月～１１月（実績額２，６０３千円）

旧津市体育館解体工事 平成３０年度当初予算に計上
１３３，３６０千円



旧津市体育館解体の経過②

旧津市体育館跡地の今後の利用に際し、三重県と協議を行ったところ、平成３０
年１０月１５日に県条例に基づく地歴調査を行うよう回答があり、施工業者に対
して、直ちに地盤面下の作業に着手しないように指示

工期（当初） ： 平成３０年８月６日～平成３１年２月２５日
平成３０年９月1日から解体工事着手

地歴調査を行った結果、旧津市体育館跡地周辺には、過去に軍需工場が、
それ以前には、紡績工場があり、同跡地において工場が建設されていたのか
倉庫などその他の建築物が建設されていたのか不明であることから、平成３０年
１１月２日に三重県から土壌汚染状況調査の実施を求められ、平成３０年１２月
議会の補正予算に計上



平成３０年１２月 土壌汚染状況調査に伴う補正予算を計上１６，３００千円

平成３１年１月～

令和元年８月１９日

土壌汚染状況調査を開始

土壌汚染状況調査の結果を県に提出
・土壌汚染 （８区画/１３６区画）
・地下水は基準値未満
⇒周辺の生活環境への影響なし平成３０年１
県条例に基づき、汚染土壌の対策工事費について、令和
元年９月議会の補正予算に計上

・表層土壌汚染調査 （平成３１年１月１６日～令和元年５月１０日）

・土壌汚染詳細調査 （令和元年５月２１日～１１月２９日）

旧津市体育館解体の経過③ （土壌汚染状況調査）



令和元年９月

令和元年１０月１７日

土壌入替対策工事に伴う補正予算を計上
（５５，４８３千円）

土壌入替対策工事に着手
（令和元年１０月１７日～１１月８日）

旧津市体育館解体の経過④ （土壌入替対策工事）

令和元年１１月１３日 土壌入替対策工事完了を県に報告

※土壌汚染対策法第４条の規定により工事着手の３０日前までに県知事へ届出



旧津市体育館解体工事を全面再開

（令和２年２月末に完了予定）

令和元年１１月１４日 県が土壌汚染対策の完了を発表

令和元年１２月１４日

旧津市体育館解体の経過⑤

引き続き、安全に工事を進めてまいりますので、
ご理解ご協力をお願いします



津市・鎮江市友好都市交流３５周年

令和元年１２月６日

津市代表団が
鎮江市を訪問しました



訪問
日程

訪問行程

１１月２２日（金）

１１月２３日（土）

１１月２４日（日）

鎮江市 張葉飛市長と会談
交流促進に関する覚書署名式

鎮江新区の視察
江蘇大学 顔暁紅学長と会談
江蘇大学日本語スピーチコンテスト出席
鎮江市委員会 恵建林書記長と会談

鎮江市内視察



津市と鎮江市との交流促進に関する覚書署名式
鎮江市主催 友好都市提携３５周年記念事業

友好都市提携３５周年を迎え、将来の両市の発展に向け
た未来志向の取り組みとして、「青少年の相互交流」 「経
済発展のための協力」についての覚書を交わしました



鎮江新区（工業開発区）の視察

経済発展に関する交流の一環として、お互いの地域
産業の基盤についての見識を深めるため、鎮江市の
新区を視察 （鎮江市側は本年６月にサイエンスシティを視察）



鎮江市主催 友好都市提携３５周年記念事業

江蘇大学学長との会談及び日本語スピーチコンテスト

江蘇大学日本語学科１２名による、日本語スピーチ
コンテストに出席し、授賞者への表彰状授与のプレゼン
ターとして、市長が登壇しました



鎮江市委員会恵建林書記長との会談

これまでの友好都市交流の歩みや、今後の両市の
より良い発展に向け、相互の都市間交流を進めて
いくことを確認しました


	01　ＰＰ　２０２１三重とこわか国体・三重とこわか大会　津市実施本部を設置　国体・大会デザイン封筒作製（総務企画課）
	02　ＰＰ　旧津市体育館解体工事を全面再開～令和元年度内に完了します～（スポーツ振興課）1
	03　ＰＰ　津市代表団が鎮江市を訪問しました（市民交流課）1

