
令和 3 年度 当初予算 

主なスポーツ振興事業について 
 

 この資料は、青森市総合計画前期基本計画に掲げる 6 つの基本政策（6 本柱）と、

それを構成する 20 の政策の中の令和 3 年度青森市当初予算における主なスポーツ振

興事業の概要をご紹介するものです。 

  

 

第１ しごと創り 第２ ひと創り 第３ まち創り 

・産業の振興・雇用対策の推進 

・農林水産業の振興 

‣観光の振興・誘客の推進 

・子ども・子育て支援の充実 

・教育の充実 

・スポーツの推進 

・文化芸術の推進 

・地域内連携・広域連携の推進 

・安全・安心な市民生活の確保 

・ユニバーサル社会の形成 

第４ やさしい街 第５ つよい街 第６ かがやく街 

・保健・医療の充実 

・高齢者福祉の充実 

・障がい者福祉の充実 

・暮らしを支える福祉の充実 

・防災体制・雪対策の充実 

・土地利用・都市景観の形成 

・交通インフラの充実 

・豊かな自然環境の保全 

・快適な生活環境の確保 

・廃棄物対策の推進 

※下線太字が主なスポーツ振興事業に関わる政策 
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第２ ひと創り  
２－３ スポーツの推進 

◆官⺠連携によるスポーツを通じた地域活性化 

スポーツコミッション⻘森推進事業【拡充】                   55,618 千円 
本市のスポーツ資源を活用したスポーツツーリズ

ムの推進をはじめ、各種スポーツ大会等の開催支援や

合宿・スポーツイベントの誘致等を官民一体で取り組

み、交流人口の拡大や市民のスポーツへの関心の向上

等につなげ、スポーツを通じた交流促進等による地域

活性化を図ります。 

 

【取組内容】 
・本市がホストタウンとなっているタジキスタン共和国選手団の事前合宿受入について

新型コロナウイルス感染症対策を追加 
・小中学校でのダンスワークショップの実施 

※令和 2 年度スポーツ医科学講座として、令和 3 年 3 月 6 日に、児童・生徒のダンス

を通じた身体能力の向上と運動の習慣化、自己表現機会の確保、指導体制の充実に

資することを目的に、スポーツ医科学講座の一環としてダンスワークショップを開

催しており（新型コロナウイルス感染予防対策として ZOOM を使用したオンライン形

式で開催）、令和 3年度の小中学校ダンスワークショップは、この取組も踏まえ実施

します。 

【日 程】 令和 3年 3 月 6日（土）13:00～15:40 

【場 所】 三内西小学校 体育館 

【主 催】 スポーツコミッション青森、青森市 

【協 力】 BLUE TOKYO、LTG、LDH 

【内 容】 テーマ『オンラインダンスワークショップ –ダンスを生かした身体づく

り-』 

第 1部 講演「ダンスの力で学校をより楽しく学べる場に」 

（教員等 15 名参加） 

          ［講師］KAZU☆岡本氏 

      第 2 部 BLUE TOKYO×EPI QUALITY オリジナルプログラム体験・交流会 

          ［インストラクター］BLUE TOKYO 大舌 恭平 氏 

EPI QUALITY 中村 柴乃 氏 

           （児童 30 名、教員等 14 名参加） 

 

（経済部 地域スポーツ課）  

 

◆スポーツ大会の開催支援 

スケートインターハイフィギュア競技開催事業【新規】              200 千円 
令和 4年 1月、本市で開催される「令和 3 年度全国高等学校総合体育大会（イン 

ターハイ）第 71 回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会（ス

ケートインターハイ）」のフィギュア競技に対し開催の負担金を支出します。 
（経済部 地域スポーツ課） 
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◆オリンピック関連イベントの実施 

東京 2020 聖火リレー等開催支援事業                  17,591 千円 
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に際し、大会組織委員会や県の実行委員

会と連携し実施されるオリンピック聖火リレーやパラリンピック聖火リレーの関連行事を本

市で行います。 

 

【取組内容】 

① オリンピック聖火リレー実施概要 

青森県で 2日間にわたり開催される聖火リレーの初日となる 6月１0 日（木）の最終

区間として青森市役所本庁舎から青い海公園までの約 2.5 キロをコースとして行われ

る聖火リレーや、ゴール地点となる青い海公園で聖火の到着を祝うセレモニー(セレブ

レーション)を開催。 

＜青森市内聖火リレーコース＞            ＜青森県聖火リレー走行順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②セレモニー（セレブレーション）実施概要 

日 時 2021 年 6 月 10 日（木） 18：15～20：00 頃 （17：15～開場） 

会 場 青い海公園 

内 容  ・最終ランナーが聖火を聖火皿に灯し、聖火の到着を祝うセレモニー 

・プレゼンティングパートナー企業によるステージプログラムやブース等 

定 員 320 名程度（新型コロナウイルス感染症対策のため事前予約制※市内在住に限る） 

その他 ・ブロック指定（イス席）（応募者多数の場合、抽選で決定） 

 

③パラリンピック聖火フェスティバル開催事業 

8 月 12 日（木）～16 日（月）に全国で実施 青森県実施内容（予定） 

 ① 採火  各都道府県の各地で火を起こす 15 日（日） 弘前、八戸など 7市町で実施 

 ② 集火  各地で採火した火を県の火としてひとつに 15 日（日） 青森市内で実施（県主催）  

 ③ 聖火ビジット  県の火をランタンに入れ県内で訪問 or 展示 15～16 日   青森市など 12 市町で実施 

 ④ 出立  県の火を東京都に向けて送り出す 16 日（月） 三沢で実施 

 

8 月 21 日（土）～24 日（火）東京都内で集火、聖火リレー 

本市では 8 月 16 日（月）に聖火ビジットを実施（市内特別支援学校 8 校を順次訪問） 

（経済部 地域スポーツ課） 
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◆国⺠スポーツ大会の開催準備 

第 80 回国⺠スポーツ大会開催準備事務                   5,504 千円 
令和 8 年の第 80 回国民スポーツ大会における円滑な大

会・競技会運営を行うため、関係競技団体及び県との連携

のもと、本市で開催が予定されている 14 競技の準備を行

います。 

 

【取組内容】 

・第 80 回国民スポーツ大会青森市準備委員会の設立 
・本市開催競技に係る仮設施設の設計（ビーチバレーボール、トライアスロン） 

（経済部 地域スポーツ課） 

 

 

◆操⾞場跡地の利活⽤の推進 

⻘森市アリーナプロジェクト推進事業                  1,769,042 千円 
（※令和 2 年度 3 月補正の国追加交付前倒し分を含む）  

 市民の健康づくりとスポーツ振興、交流人口の拡大及び防災を目的とする拠点を整備

します。 
 
 
【施設概要】 
  〇（仮称）青森市アリーナ 

・構造：鉄筋コンクリート造＋鉄骨造、階数：3階建 
・建築面積：9,834 ㎡、延床面積：10,979 ㎡ 

   ・メインアリーナ：2,070 ㎡ 
・観客席数（Bリーグ時 3,500 席、コンサート時 5,004 席） 

   ・サブアリーナ：920 ㎡ 
   ・多目的ルーム：570 ㎡ 
   ・キッズルーム：780 ㎡ 
  〇特定公園施設 

・公募対象公園施設（スポーツクラブ、カフェ＆ベーカリー） 
※施設概要は、今年度の設計業務において変更となる場合があります。  

 
 【スケジュール】 
   令和 3～5 年度：設計・建設業務 

令和 6年度：施設の供用開始予定 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経済部 地域スポーツ課・都市整備部 公園河川課） 
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