
アリーナの機能等に関するご意見一覧（有識者会議・競技団体ヒアリング）

段階
機能等に対するご意見（概要）
※チェックシートに記載

競技 団体等

メインアリーナ 必要面積 主要 ・競技（大会・練習）に必要な面積 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） バスケットボール 青森市バスケットボール協会 ・ １箇所で大会運営が出来るため、コート数は多い方が良い（県レベルの大会では最低４面以上必要）
メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 競技場としては、１２面あれば大きい大会等の運営も可能（コートから壁等へのスペース確保も必要）。
メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 空手道 青森市空手道連盟 ・ 大会には、２００名程度の選手が参加し、２面マットを敷いて実施。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 剣道 青森市剣道連盟 ・
競技領域は、１１メートル四方で、大会を開催するには８面取れる広さが必要。マエダアリーナは、競技場が８面取れるため、１日で大きな大会
を開催できる。スポーツ会館は、競技場を２面しか取れないため、大会を開催するには不足している。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 銃剣道 青森県銃剣道連盟青森支部 ・ 大会では１０メートル四方の競技領域を４面使用している（県大会になると参加者は数百名程度の規模になる）。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・
常設の畳が4面あれば大会等において利用しやすい（中体連、高体連、東北大会等では最低3面必要）。会場としては、競技場を横に3面取
れる広さが必要。競技領域としては、1面8～10ｍ×8～10ｍの畳と、場外まで3ｍ以上の畳スペースが必要。畳から壁まで4ｍ以上のスペース
が必要（競技場と競技場の間は、4ｍ以上の間隔が必要）。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 太極拳 青森県武術太極拳連盟 ・ 大会は、１４メートル×８メートルの領域が２面必要。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 躰道 青森市躰道協会 ・
７/２９に東北大会が青森県武道館（弘前市）で開催され、畳で４～５面使うことが出来る（スポーツ会館は２面）。県大会レベルまでならスポー
ツ会館で十分足りている

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 綱引 青森県綱引連盟青森支部 ・ 綱が３０メートルあり、競技を行うために４０メートル以上必要。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・
市民体育館主競技場の広さがあれば、大会開催（東北大会規模）は十分（競技場が2面取れる）。試合場は、12ｍ四方の広さと試合場の外
側に２ｍ以上の余地を有すること。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） ハンドボール 青森市ハンドボール協会 ・ インターハイ等が開催可能なので、２面とれる施設が良い。　※１面２０メートル×４６メートル
メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ スポーツ会館では、２面マットを敷いて大会を開催。１面の広さは、審判の座る位置も含めて、９～１０メートル四方。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 空道 青森市空道協会 ・
競技会場としては、2面あれば県大会規模の大会が開催可能。スポーツ会館柔道場の広さや設備があれば、練習や県大会規模の大会であ
れば十分。競技領域は、柔道と同じ。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 剣道（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ １１メートル四方で６面。
メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） 卓球（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ メインフロアは卓球台４０台（置けると良い）。　※１台につき７メートル×１４メートル
メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） ソフトテニス（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ ２面分確保できること。　※２面あると男女の試合を１日で進行できる
メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） バレーボール（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ ２面あればよい。
メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） ソフトテニス 青森市ソフトテニス連盟 ・ インドアの大会会場としては、4面取れると良い。

メインアリーナ 必要面積 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・
コートを2面取れると公式大会が開催できる（マエダアリーナメインアリーナでは2面取れる）。競技領域は、20ｍ×40ｍのコートと、ベンチとウォーミ
ングアップエリアが取れるスペースが必要。

メインアリーナ 必要面積 主要 ・青森ワッツの試合ができる 奈良委員（第１回会議） ・ 誘客の拠点。『青森ワッツ』の試合ができる施設。
メインアリーナ 必要面積 主要 ・避難者を収容できる 小山内委員（第２回会議） ・ 避難者数を想定しておく必要がある（起こりうる災害の種別の検討もしておく必要がある）。
メインアリーナ 観客席 主要 ・競技（大会）に必要な席数 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 観客席 主要 （同上） バスケットボール 青森市バスケットボール協会 ・ 青森ワッツを考えると、B1を見据えた観客席数が望ましい（秋田は既存施設の観客席を増設した）
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 観客席は多いほうが良い（県内で一番大きい大会では、参加者１０００人以上＋観客）。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） 空手道 青森市空手道連盟 ・ スポーツ会館は、大会時に十分な広さがなく観客席もない。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） 剣道 青森市剣道連盟 ・ 参加者や観覧者用の観客席が必要（最大の大会：約1,000名（小中学生300人＋親＋関係者））。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・ スポーツ会館は観客席が少ないため、東北大会規模の大会を開催するには厳しい。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） 太極拳 青森県武術太極拳連盟 ・ 観客席が必要。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ スポーツ会館は、観客席がない。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） 剣道（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ 観覧席が多い（と良い）。
メインアリーナ 観客席 主要 ・青森ワッツの試合ができる 奈良委員（第１回会議） ・ 誘客の拠点。『青森ワッツ』の試合が出来る施設。【再掲】
メインアリーナ 観客席 主要 ・市民体育館と同程度 なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ 観客席は、市民体育館の観客席数あれば十分。
メインアリーナ 観客席 主要 ・観客席は少なくてよい （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 観客席 主要 （同上） 空道 青森市空道協会 ・ 県大会は200名程度集まるが、観客はほとんどいない。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） ソフトテニス 青森市ソフトテニス連盟 ・ 観客席は少なくて良い（選手は多いが、観客は少ない）。
メインアリーナ 観客席 主要 ・観客席と競技場が近く見やすい （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 観客席 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 観覧席は必要（マエダアリーナは観客席が低い位置にあり、観やすい）。
メインアリーナ 観客席 主要 （同上） バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ 弘前市にある武道館は、非常に観客席、それからコートのバランスがよくて選手からも好評で理想的。
メインアリーナ 観客席 主要 ・観客席が競技の邪魔にならない バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ 試合によっては、観客席を前に出すと観客席が競技の邪魔になる。
メインアリーナ 観客席 詳細 ・非常口の数が十分 卓球 青森県卓球連盟 ・ マエダアリーナを利用した際、非常口が2階の場合左右1箇所ずつしかなかった。
メインアリーナ 観客席 詳細 ・観客席から競技場への非常階段４つ以 卓球（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ 応援スタンドから競技フロアに降りる階段を４つ以上。　※地震や災害の際の通路確保
メインアリーナ 観客席 詳細 ・観客席を一周できる バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 観客席は周遊できるような構造が良い。
メインアリーナ 天井 主要 ・天井が高すぎない バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ マエダアリーナは天井が高いので、距離感が掴めず使いづらい。
メインアリーナ 天井 主要 ・天井が低すぎない 剣道 青森市剣道連盟 ・ 天井が低すぎると困る。

メインアリーナ 床 主要
・耐久性の高い床材（土足・フットサル・野
球ボール・少林寺拳法武器で傷つかない）

（以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 床 主要 （同上） 西委員（第２回会議） ・
国際大会やﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｰﾙ等で使われている塩ビの耐久性の高い床材（タラフレックス）を
使用すればよいのではないか。

メインアリーナ 床 主要 （同上） 少林寺拳法 青森市少林寺拳法協会 ・ 少林寺拳法では棒状の武器も使用するので、床を傷つける恐れがある（杉材は傷つきやすい）。
メインアリーナ 床 主要 （同上） サッカー（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ ボールを蹴ってもいい体育館が少ない。
メインアリーナ 床 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ フットサルができるようにしてほしい。市民体育館はフットサルを禁止しており、市内での公式試合はマエダアリーナに限られる。

メインアリーナ 床 主要 （同上） 軟式野球 青森市軟式野球連盟 ・
市民体育館は、以前は審判の講習等で使用したこともあったが、現在はボール・バット不可のため使用していない。横内市民センターはボールが
使用可のため、使用することもある。軟式野球は冬季の練習が課題で、現在は体力づくり等しかできないので、アリーナでキャッチボールなどが少
しでもできれば、子どもは喜ぶと思う。

メインアリーナ 床 主要 （同上） バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ アオーレ長岡は大変明るく、何よりも感心したのは床（土足でも傷が付かないような素材）。
メインアリーナ 床 主要 ・弾力性のある床材、スプリング入り床材 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 床 主要 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・ 床材は、怪我の防止を考えるとスプリング入りの床が良い。甲田中学校の柔道場がスプリング入りの床材を使用している。

メインアリーナ 床 主要 （同上） 少林寺拳法 青森市少林寺拳法協会 ・
弾力性のある床を希望（靴を履く競技を前提とした床で練習すると、ひざを悪くすることがある）。少林寺拳法等、裸足で行う競技の会場と、靴
を履く競技の会場で、床の素材を変えるのが望ましい。

メインアリーナ 床 主要 ・スプリング入り床材でなくてもよい なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ 大会も普通の体育館の床で開催しているため、スプリング入りの床材でなくても良い（本来的には望ましい）。
メインアリーナ 床 主要 ・通常の床で良い （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 床 主要 （同上） ハンドボール 青森市ハンドボール協会 ・ 床は普通の体育館レベルの強度で良い。
メインアリーナ 床 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 床材は普通の床で良い。
メインアリーナ 床 詳細 ・ラインが引いてある （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 床 詳細 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 競技会場用のラインは引いてあった方が大会運営は円滑（大会毎に引いている）。
メインアリーナ 床 詳細 （同上） ソフトテニス（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ テニス用のラインが貼られている（と良い）。
メインアリーナ 床 詳細 （同上） サッカー（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ フットサルが出来る（ラインが引いてある）（と良い）。
メインアリーナ 床 詳細 （同上） ソフトテニス 青森市ソフトテニス連盟 ・ マエダアリーナでは、ラインを引くのが大変。
メインアリーナ 床 詳細 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ マエダアリーナは、競技場のラインを引かなければならず、時間と費用の負担が大きい。
メインアリーナ 床 詳細 ・ラインが引いていない 剣道 青森市剣道連盟 ・ マエダアリーナは、他の競技のラインが引いてないので利用しやすい。
メインアリーナ 床 詳細 ・床面が濃色（白くない） 卓球 青森県卓球連盟 ・ ボールが白いということで、床面の色は工夫していただきたい。
メインアリーナ 空調 主要 ・風の影響を受けない （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 空調 主要 （同上） 西委員（第２回会議） ・ バトミントンは風の影響を受けやすいスポーツ。空調もしっかり考えてほしい。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） 卓球 青森県卓球連盟 ・ 空調にも気をつかってほしい（熊本のほうでは輻射熱を利用した冷暖房を採用している）。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ シャトルが影響をうけるため、風とおりがない方がいい（シャトルが曲がる）。
メインアリーナ 空調 主要 ・下まで空調が届く （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 空調 主要 （同上） 新体操 青森市体操協会 ・ 大きい体育館で、高さが相当ある場合、空調をつけても競技領域まで風がこないため、競技中もつけっぱなしにできる。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ マエダアリーナの天井も高く、その分下の方の温度が低く、なかなか10度まで上がらない。
メインアリーナ 空調 主要 ・十分な冷暖房 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 空調 主要 （同上） 空手道 青森市空手道連盟 ・ 冷暖房等の空調整備があると良い。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） 剣道 青森市剣道連盟 ・ 防具を着て動くため夏場は大変暑く、空調は強めが良い。

メインアリーナ 空調 主要 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・
室温を調整するため、空調は必要。スポーツ会館は風の通りが悪いため、夏場は大変暑く、熱中症となる選手も出ている。県武道館（弘前市）
は空調が整備されており、夏場も快適に使用できるなど良い施設である。

メインアリーナ 空調 主要 （同上） 少林寺拳法 青森市少林寺拳法協会 ・
クーラーの効きも重要（八戸東体育館で、選手が熱中症で倒れたことがある）。卓球やバドミントン等の風の影響を受ける室内競技への配慮は
必要だが、是非検討してほしい。スポーツ会館の剣道場は西向きなので少し暑い。

メインアリーナ 空調 主要 （同上） 新体操 青森市体操協会 ・
新体操のレオタードでは、市民体育館は秋ですら寒い。リボン等は風の影響を受けるため、夏は窓を開けられず、競技直前まで空調を使用して
いる。空調は非常に重要。県武道館は空調代を別途請求しているが、それでもかまわないので整備してほしい。

メインアリーナ 空調 主要 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ 空調は、特別な仕様の必要はないが、防具を着て試合等を行うので、夏の暑さ対策をしてほしい。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） 空道 青森市空道協会 ・ スポーツ会館は、窓を開けて活動しているが、暑い。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） 剣道（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ 冷暖房が必要。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） 卓球（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ 冷暖房完備（にしてほしい）。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） ソフトテニス（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ 冬期間に使うことが多いので暖房完備（にしてほしい）。
メインアリーナ 空調 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 空調が必要（夏場は熱気がこもるため換気が必要）。
メインアリーナ 空調 詳細 ・風量を調整できる バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 暑い日は空調を入れているが、風量を調整できる設備が良い。
メインアリーナ 照明 詳細 ・競技（大会・練習）に必要な照度 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 照明 詳細 （同上） 卓球 青森県卓球連盟 ・ 卓球競技の場合、照明は1000ルクスと決まっている（国際大会　台上で1000ルクス以上）。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 市民体育館では全灯と観覧席の照明をつけている（全灯だけでは少し暗い）。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） 銃剣道 青森県銃剣道連盟青森支部 ・ 市民体育館は、施設が老朽化しており、主競技場等も含めて施設内が暗い。

メインアリーナ 照明 詳細 ・照明が目に入らない バドミントン 青森市バドミントン協会 ・
競技中に上を見ることが多いため、光源があまり目に入らない方がいい。福井県にある体育館は光源が目に入らなくて
良い施設（照明が横を向いていた）。

メインアリーナ 照明 詳細
・市民体育館と同程度の照度（特別な仕
様なし）

（以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 照明 詳細 （同上） 剣道 青森市剣道連盟 ・ スポーツ会館の照明の明るさは十分。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） 剣道 青森市剣道連盟 ・ 照明については、特に指定はない（マエダアリーナや市民体育館程度あれば十分）。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・ 照明は特別な仕様は必要なし。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ 照明は特別な仕様は必要なし。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） ボクシング 青森市ボクシング協会 ・ アマチュアレベルの試合では、現在の照度で問題ない。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） ソフトテニス 青森市ソフトテニス連盟 ・ 照明は特別な仕様は必要なし。
メインアリーナ 照明 詳細 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 照明も特別な仕様でなくても良い。
メインアリーナ 照明 詳細 ・ＬＥＤ照明を使用 バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ ＬＥＤ照明が必要。
メインアリーナ 壁・窓等 詳細 ・壁面が濃色（白くない） 卓球 青森県卓球連盟 ・ ボールが白いということで、壁面の色は工夫していただきたい。
メインアリーナ 壁・窓等 詳細 ・窓に暗幕がある バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 窓に暗幕があれば競技しやすい。
メインアリーナ 壁・窓等 詳細 ・日光が窓から入らない 空手道 青森市空手道連盟 ・ スポーツ会館では、西日が窓から差込み逆光でまぶしいため、競技に影響が出る。
メインアリーナ 壁・窓等 詳細 ・壁を保護するネット サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ マエダアリーナや他の県内の施設を参考に、ネットを張ることで、直接壁にボールがぶつからないようにできる。
メインアリーナ 壁・窓等 詳細 ・壁の素材は何でも良い サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 壁の素材は何でも大丈夫（特別硬い素材でなくても大丈夫）。
メインアリーナ 音響・映像 主要 ・大型ビジョンの設置 卓球 青森県卓球連盟 ・ 三沢アリーナでは、オーロラビジョンを整備（各スポーツのアピールや郷土の宣伝のために良いのでは）。
メインアリーナ 音響・映像 主要 ・コンサートを開催できる音響 西委員（第２回会議） ・ コンサートも出来るアリーナと言う考えであれば、音響にも対策する必要がある。
メインアリーナ 音響・映像 詳細 ・非常用のマイクシステムの設置 卓球 青森県卓球連盟 ・ 非常時のための専用にマイクシステムを設置してほしい。
メインアリーナ 音響・映像 詳細 ・放送設備の充実 銃剣道 青森県銃剣道連盟青森支部 ・ 国家斉唱等に使用するので、放送設備を充実させてほしい。
メインアリーナ 音響・映像 詳細 ・室外の音（騒音）が入ってこない 太極拳 青森県武術太極拳連盟 ・ 市民体育館は屋根の雨音がうるさく、第１体育室の音も漏れる。
メインアリーナ 音響・映像 詳細 ・非常用の情報通信設備 小山内委員（第２回会議） ・ 避難所として必要な機能として、情報通信（WｉFｉ等）（があると良い）。

施設 機能等に対するご意見（詳細）

【資料４-１】
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アリーナの機能等に関するご意見一覧（有識者会議・競技団体ヒアリング）

段階
機能等に対するご意見（概要）
※チェックシートに記載

競技 団体等施設 機能等に対するご意見（詳細）

【資料４-１】

メインアリーナ ステージ 主要 ・本部席、表彰式で使用できるステージ （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ ステージ 主要 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 本部席用のステージは必要（常設、可動式どちらでも可）。
メインアリーナ ステージ 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ ステージ（表彰式等で使用）も必要。
メインアリーナ ステージ 詳細 ・ステージ昇降階段に手すりを設置 銃剣道 青森県銃剣道連盟青森支部 ・ 高齢者が、ステージの昇降階段で転んで怪我をしたことがあり、手すりなど安全面に配慮すると良い。
メインアリーナ 備品 主要 ・大型備品（ゴール、なぎなた等）の保管場 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 備品 主要 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ なぎなたは長く（２ｍ20ｃｍ以上）持ち運びが大変なため、体育館に保管場所があると助かる。
メインアリーナ 備品 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 用具庫は、ゴール等の保管も考慮し広いほうが良い。

メインアリーナ 備品 主要
・サブアリーナに運搬しやすくメインアリーナを
通らなくてよい用具庫

サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・
マエダアリーナの用具庫はメインアリーナにあり、サブアリーナで使用する際には、運搬が大変。メインアリーナを使用していない時間帯に運ばなけ
ればならない。

メインアリーナ 備品 主要 ・防災倉庫の設置 小山内委員（第２回会議） ・ 備蓄倉庫が必要（ダンボールベット・拡声器・ストーブ・扇風機・除雪機）。
メインアリーナ 備品 詳細 ・競技（大会・練習）に必要な備品 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

メインアリーナ 備品 詳細 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・
国際大会や全国大会規模の大会をやるにはコートマットが必要（１、２面でもあると良い）。市内にはコートマットがない（市民体育館、マエダア
リーナともになし）。

メインアリーナ 備品 詳細 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 備品として、審判台（コート分）、得点板、養生マット（椅子等を置く用）、ポール、ネット等（があると良い）。
メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・ タイマー、掲示板が必要。
メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・ 畳は新しい規格の物が出ており、明の星高校や八戸市の東体育館で取り入れているので参考にしてほしい。

メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 器械体操 青森市体操協会 ・
非常に高価だが、器具がほしい。器械体操は器具がないと練習できない。山田中１人、筒井中４人など、ジュニア層の競技人口が減少してお
り、現市民体育館の器具は残さないと、競技人口がなくなってしまう。

メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 新体操 青森市体操協会 ・

男女分のフロアと、それをしまう場所があればよい。マエダアリーナは倉庫まで距離があり運ぶのが大変。市民体育館にはフロア（競技用マット）が
なく、競技ができない。市中体連も市民体育館ではできず、山田高校第２体育館で行っている。市内で山田高校の他にフロアがあるのはマエダ
アリーナのみ。（マエダ）アリーナに空きがないと練習会も開催できない。高体連等は弘前市の県武道館で行っている（フロアがある）。八戸にはフロ
アがなく、マエダアリーナから借用し持ち運んでいる。

メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 躰道 青森市躰道協会 ・ 転技のためのマットがあればなおよい。
メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 躰道 青森市躰道協会 ・ 他の施設で、ベージュ色でクッション性に優れた畳を採用しているところもある。
メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 躰道 青森市躰道協会 ・ 畳があれば（または借りられれば）、躰道に利用する機会があるかもしれない。

メインアリーナ 備品 詳細 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・
スポーツ会館は、備え付けのマットが２面しかない。東北レベルの大会を青森市で開催する場合は、マットが不足する。県大会レベルの大会開
催に必要なマット１面分（定価で３００万円程度）（があると良い）。

メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 空道 青森市空道協会 ・ 設備としては、柔道場と同じものがあれば足りる。
メインアリーナ 備品 詳細 （同上） 体操（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ ピット、タンブルトラック、男女の器具が全て入った施設があればよい。
メインアリーナ 備品 詳細 ・障害者スポーツ用具 小山内委員（第２回会議） ・ 障がい者スポーツ用具の設置。
メインアリーナ 備品 詳細 ・畳の入れ替えがしやすい なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ スポーツ会館で大会を開催する際は、柔道場の畳の入れ替えが大変である。
メインアリーナ 備品 詳細 ・畳がずれない 柔道 青森市柔道協会 ・ 畳がずれると大怪我につながるため、畳がずれない仕様としてほしい。
メインアリーナ 備品 詳細 ・ネットが設置しやすい 青森市ソフトテニス連盟 ・ ネットの設置が大変重く、大人でないとできない。
メインアリーナ 備品 詳細 ・非常用の発電機 小山内委員（第２回会議） ・ 避難所として必要な機能として、非常用の発電機（電気系統は２階に保管）。
メインアリーナ その他 主要 ・イベントを開催できる レスリング 青森市レスリング協会 ・ プロレス、コンサートなどのイベントも開催できれば良い。
メインアリーナ その他 詳細 ・非構造部材の耐震対策 小山内委員（第２回会議） ・ 非構造部材の耐震対策が必要。

メインアリーナ その他 運営 ・冬場だけの利用でもよい（ソフトテニス） ソフトテニス 青森市ソフトテニス連盟 ・
ソフトテニスの使用は、冬場（11月～4月）に限っても良い。ソフトテニスは屋外の競技であるため、県内の室内体育施設では11月以降でなけれ
ば使えない場所が多い。

サブアリーナ等 主要 ・競技（練習）に必要な面積 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

サブアリーナ等 主要 （同上） 合気道 合気道青森道場 ・ メインアリーナを利用することは想定していない（サブアリーナで十分）。
サブアリーナ等 主要 （同上） 太極拳 青森県武術太極拳連盟 ・ スポーツ会館剣道場は練習場として、丁度良い広さである。
サブアリーナ等 主要 （同上） ボクシング 青森市ボクシング協会 ・ ボクシングとしては、アマチュアレベルであれば、サブアリーナの規模感で十分である。
サブアリーナ等 主要 （同上） 卓球（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ サブフロアは卓球台２０台（置けると良い）。　※１台につき７メートル×１４メートル
サブアリーナ等 主要 ・大会時にウォーミングアップできる施設 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

サブアリーナ等 主要 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ 大会開催の際は、競技会場の他にアップ会場が必要であるが、市民体育館の場合は、第1体育室を使用。
サブアリーナ等 主要 （同上） ハンドボール 青森市ハンドボール協会 ・ サブアリーナのように、ウォーミングアップできる施設があると良い。
サブアリーナ等 主要 （同上） ボクシング 青森市ボクシング協会 ・ 大会開催の際には、練習場として補助競技場やサブアリーナが必要。

サブアリーナ等 主要 ・複数の競技が同時に利用できる ボクシング 青森市ボクシング協会 ・
ボクシングだけでなく卓球などの他の競技もあるので、メインアリーナ、サブアリーナ、小さい競技室などがあれば良いし、
使用料もとれると考える。

サブアリーナ等 主要 ・大会時の練習場は不要 新体操 青森市体操協会 ・ 全国大会規模の会場にはサブの練習場もあるが、必須ではない。
サブアリーナ等 主要 ・畳を常設 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

サブアリーナ等 主要 （同上） 合気道 合気道青森道場 ・
畳が常設されている施設が望ましい。マエダアリーナは畳が常設されていない。弘前市の県武道館は広くて良いが、
畳は持ち込まなければならない。

サブアリーナ等 主要 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・ 市民体育館は、畳を置いていないため、最近は使用していない（以前は、スポーツ会館から畳を運搬して大会を開催した）。

サブアリーナ等 主要 （同上） 空道 青森市空道協会 ・
畳の搬出入が大変であるので、畳が常設されていれば活動しやすい。市民体育館は、畳がないため今は利用していない（スポーツ会館ができる
前は市民体育館を利用）。畳がないと活動できない。

サブアリーナ等 主要 ・災害時に畳を利用できる部屋 小山内委員（第２回会議） ・ 災害時にタタミが利用できるスポーツ（柔道）の機能があった方が良い。
サブアリーナ等 主要 ・大会時の控室、会議室等が必要 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

サブアリーナ等 主要 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 大会運営では、審判や役員用の会議室のほか、競技補助員等の休憩室も必要。
サブアリーナ等 主要 （同上） 剣道 青森市剣道連盟 ・ 役員室、審判室、更衣室等も必要。
サブアリーナ等 主要 （同上） 太極拳 青森県武術太極拳連盟 ・ 審判室、役員室が必要。市民体育館は、会議室が狭い。

サブアリーナ等 主要 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・
選手控室が取れず選手を剣道場前に待機させるなど、大会開催会場としては使用しづらくいため主に練習場として使用
（練習場所としては十分）。

サブアリーナ等 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ 選手控え室は必要。
サブアリーナ等 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 選手控室、役員室、記録室等が必要。
サブアリーナ等 主要 ・鏡や棒のあるスタジオ 新体操 青森市体操協会 ・ バレエスタジオのようなスペース（鏡、棒）がほしい。新体操のほか、ダンスにも使える。
サブアリーナ等 主要 ・プロジェクターやスクリーンのある研修室 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

サブアリーナ等 主要 （同上） 新体操 青森市体操協会 ・ ミーティングができる研修室のようなスペース（プロジェクターやスクリーン設置）が、小さくてもよいのでたくさんほしい。
サブアリーナ等 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ 会議室、プロジェクター、スクリーン（審判のルール研修で使用）も必要。
サブアリーナ等 主要 ・サブアリーナにも暖房設備 サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ マエダアリーナのサブアリーナは、暖房設備がないため、冬期間大変寒い。
サブアリーナ等 主要 ・子どもも利用できる多目的ルーム 慶長委員（第２回会議） ・ 多目的ルームを充実（冷暖房等）させることで親子連れがスポーツに訪れ、子どものころからスポーツに親しめる。

サブアリーナ等 主要 ・スプリング入り床材 剣道 青森市剣道連盟 ・
床は、専用のスプリング入りの床材＋ワックスが良い（少し滑る床材が良い）。サブ競技場でもいいのでスプリング入りの床材をとり入れてほしい。
三沢の武道館が、剣道専用のスプリング入りの床材を取り入れている。

サブアリーナ等 詳細 ・吊り下げたロープ（トレーニング用） レスリング 青森市レスリング協会 ・ 吊り下げたﾛｰﾌﾟ（があると良い）（ﾚｽﾘﾝｸﾞでは、ﾛｰﾌﾟを天井から吊り下げて、選手が腕の力だけで昇るﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをすることが多い）。
トレーニングルーム等 主要 ・冬場のトレーニング施設が必要 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

トレーニングルーム等 主要 （同上） 空手道 青森市空手道連盟 ・ トレーニング室は必要。
トレーニングルーム等 主要 （同上） 銃剣道 青森県銃剣道連盟青森支部 ・ トレーニングルームは必要。
トレーニングルーム等 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ ウェイトトレーニング室は必要。
トレーニングルーム等 主要 （同上） ソフトテニス 青森市ソフトテニス連盟 ・ アスレチックコーナー（トレーニング室等）が冬場のトレーニングに必要。
トレーニングルーム等 主要 （同上） 軟式野球 青森市軟式野球連盟 ・ トレーニングルームは必要で、青い森アリーナでも非常に人気がある。
トレーニングルーム等 主要 （同上） ラグビーフットボール 青森市ラグビーフットボール協会 ・ 冬のトレーニング施設として活用したい。
トレーニングルーム等 主要 ・ジョギングコースが必要 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

トレーニングルーム等 主要 （同上） 柿崎委員（第１回会議） ・
冬期間、利用できる施設とし、手軽なジョギング、ウォーキングなど健康づくりのために利用できる機能も兼ね備えた施設
（になると良い）。

トレーニングルーム等 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ ランニング・ウォーキングコースは必要。
トレーニングルーム等 主要 （同上） ラグビーフットボール 青森市ラグビーフットボール協会 ・ ジョギングコースの併設など、“元気プラザ”的な要素があれば、高齢者や学生も活用しやすいのでは。
トレーニングルーム等 主要 ・階段のないジョギングコース 陸上競技 青森市陸上競技協会 ・ マエダアリーナは200ｍほどだが、階段を通らないと一周できない。
トレーニングルーム等 主要 ・一周200～250mのコース 陸上競技 青森市陸上競技協会 ・ ひと回りでき、トレーニングにも使えるランニングコースがあれば良い（一周２００～２５０ｍあれば十分）。

トレーニングルーム等 詳細 ・有酸素運動のためのマシン 陸上競技 青森市陸上競技協会 ・
トレーニングルームは必要（最も使用頻度が高いのはランニングマシン、エアロバイクなど有酸素運動のためのマシンの
充実を求めたい）。

トレーニングルーム等 運営 ・速度制限のないジョギングコース 陸上競技 青森市陸上競技協会 ・ サンドームのジョギングコースは比較的距離がある（300ｍ）が、速度制限があり、陸上の練習に使えない。
キッズルーム等 主要 ・キッズスペースの充実 慶長委員（第２回会議） ・ キッズスペースを充実（冷暖房）させることで親子連れがスポーツに訪れ、子どものころからスポーツに親しめる。
ロッカー・シャワー 主要 ・更衣室、シャワー室が必要 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

ロッカー・シャワー 主要 （同上） バスケットボール 青森市バスケットボール協会 ・ マエダアリーナのロッカールームは壁１枚で、相手チームのミーティングが聞こえてしまうので、２つ設置する等の配慮が必要
ロッカー・シャワー 主要 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 更衣室やシャワー室が必要。
ロッカー・シャワー 主要 （同上） 空手道 青森市空手道連盟 ・ シャワー室、更衣室は必要。
ロッカー・シャワー 主要 （同上） 銃剣道 青森県銃剣道連盟青森支部 ・ シャワールームは必要。練習で、週に２～３回横内市民センターを利用しており、シャワールームがないのが課題。
ロッカー・シャワー 主要 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ 試合後シャワーを浴びたい人が多いため、シャワーがあれば良い。
ロッカー・シャワー 主要 （同上） なぎなた 青森市なぎなた協会 ・ 選手の更衣室は必要。
ロッカー・シャワー 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ シャワー室は必要。
ロッカー・シャワー 主要 （同上） サッカー（フットサル） 青森市サッカー協会 ・ 更衣室が必要。
エントランス 詳細 ・冷暖房が必要 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

エントランス 詳細 （同上） 慶長委員（第２回会議） ・ エントランスを充実（冷暖房）させることで親子連れがスポーツに訪れ、子どものころからスポーツに親しめる。
エントランス 詳細 （同上） バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ マエダアリーナのエントランスは、冬は大変寒い。
エントランス 詳細 ・雪でふさがれない バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ 雪対策が必要（マエダアリーナは入り口が何個かあるが、冬になるとほとんど雪で道が塞がれてしまう状況）。
トイレ 詳細 ・トイレ（特に女子トイレ）の数が十分必要 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

トイレ 詳細 （同上） 千葉委員（第２回会議） ・ 女子トイレを多くしてほしい（行列が出来ないように）。
トイレ 詳細 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ トイレは必要。
トイレ 詳細 （同上） バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ 男子トイレよりも女子トイレを相当数多くしなければならない（ハーフタイムの休憩時に行列が出来る）。
トイレ 詳細 ・非常用のトイレ 小山内委員（第２回会議） ・ 避難所として必要な機能として、トイレ（マンホールトイレ・多機能トイレ・携帯トイレ等）。
駐車場 主要 ・駐車場の数が十分必要 （以下を集約） （以下を集約） （以下を集約）

駐車場 主要 （同上） バスケットボール 青森市バスケットボール協会 ・ 市民体育館もマエダアリーナも駐車場は不足していると感じる（マエダアリーナですら、冬場は不足していると感じている）
駐車場 主要 （同上） バスケットボール 青森市バスケットボール協会 ・ 冬の利用も想定しながら、ある程度の駐車場を確保して欲しい
駐車場 主要 （同上） バドミントン 青森市バドミントン協会 ・ 車で来る人が多いので、駐車場が必要。市民体育館は、駐車場が足りない。
駐車場 主要 （同上） 空手道 青森市空手道連盟 ・ スポーツ会館は、駐車場が少ないため苦情が多い。秋田県男鹿市の体育施設は、合宿所があり、駐車場も広い。
駐車場 主要 （同上） 合気道 合気道青森道場 ・ 大会の際は、スポーツ会館の駐車場が不足する。
駐車場 主要 （同上） 銃剣道 青森県銃剣道連盟青森支部 ・ 大会開催などに対応出来る様に、駐車場を多くしてほしい。
駐車場 主要 （同上） 柔道 青森市柔道協会 ・ スポーツ会館は駐車場も狭い。
駐車場 主要 （同上） 太極拳 青森県武術太極拳連盟 ・ 十分な広さの駐車場が必要。市民体育館は、駐車場が狭い。
駐車場 主要 （同上） ボクシング 青森市ボクシング協会 ・ 東北レベルの大会になると駐車場は広い方が良い。県レベルの大会であれば、体育館や駐車場の広さは十分。
駐車場 主要 （同上） レスリング 青森市レスリング協会 ・ スポーツ会館は、駐車場が少ないことが課題。
駐車場 主要 （同上） 剣道（中体連） 青森市中学校体育連盟 ・ 駐車できる台数が多い（と良い）。
駐車場 主要 （同上） バスケットボール 青森スポーツクリエイション㈱ ・ 駐車場の整備が必要。
駐車場 主要 ・大型バスが駐車できる 空手道 青森市空手道連盟 ・ 大型バスが駐車可能な駐車場があると良い。
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