
 

 

令和 2 年度予算 

主なスポーツ振興事業について 
 

 この資料は、青森市の令和 2 年度予算における主なスポーツ振興事業の概要と進

捗状況を、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 の政策に沿って、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１ しごと創り  
１－３ 観光の振興・誘客の推進 

◆新たな観光コンテンツの造成 

観光コンテンツ造成事業（連携）【拡充】                   35,167 千円 
 

 「むつ湾広域連携協議会」を構成する陸奥湾沿岸 8 市町村（青森市・むつ市・平内町・今

別町・外ヶ浜町・野辺地町・横浜町・蓬田村）が連携して、スポーツ・自然などを活用した

新たな観光コンテンツを造成し、観光客の周遊・滞在を促進します。 

 

【拡充内容】 

・陸奥湾一周を踏破するチャレンジトレイルの開催（10～11 月を予定） 

・陸奥湾を周遊するサイクリングコースを設定し、ペダルレスト等を設置（予定数：30） 

・陸奥湾沿岸を周遊するモデルコースの造成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗状況】 

〇むつ湾一周サイクリングコース 

・令和 2年 9 月 

・多言語パンフレットの制作（英・韓・繁・日） 

・ペダルレストを青森市内の施設 4 か所へ設置（全市町村合計：25 か所） 

・コースの魅力を情報発信するため PR ツアーを実施（9月 19 日（土）～20（日）） 

【今後の予定】 

・多言語 Web サイトの整備（11 月末完成予定） 

・プロモーション動画の制作（11 月末完成予定） 

・ペダルレストの設置場所等の周知のための PR グッズ（フラッグ、ステッカー）

の制作（11 月末完成予定） 

 

   
 

 

(経済部 観光課・交流推進課・地域スポーツ課） 

  

 

多言語パンフレット 

フラッグ・ステッカー 

※「第６ かがやく街」６－１豊かな自然環境の保全とも関連 
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第２ ひと創り  
２－３ スポーツの推進 

◆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【新規】                   17,399 千円 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に際し、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 

  オリンピック聖火リレーや、ゴール地点で聖火ランナーの到着

時に、聖火到着を祝うイベント（セレブレーション）を実施 

 ・開催日 6 月 11 日（木） 

・コース 市役所本庁舎（スタート地点） 

～青い海公園（ゴール地点）約 2.5km 

② パラリンピック聖火リレー 

  本市で開催予定の県内集火式（県内各地で採火した火を県の火として１つにする式）

をはじめとしたパラリンピック聖火リレーの関連行事を実施 

 

【進捗状況】 

〇令和 2年 3 月 24 日  

新型コロナウイルス感染症の影響による東京 2020 大会の 1 年延期に伴い、オリンピック聖

火リレー・パラリンピック聖火リレーも 1 年延期とされた（組織委員会） 

〇令和 2年 9 月 28 日 

オリンピック聖火リレー・パラリンピック聖火リレーの実施概要が公表された(組織委員会) 

 

【本市での実施概要】 

令和 3年 6月 10 日（木） 聖火リレー及びセレブレーション（従来のコース及び会場） 

令和 3年 8月      県内集火式をはじめとしたパラリンピック聖火リレー関連行事 

 

（経済部 地域スポーツ課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

画像提供：Tokyo 2020 
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◆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】                       22,404 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。 

【拡充内容】 

・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の受入と市民交流 

・タジキスタン共和国や本市ゆかりの選手などが出場する競技を市民が一体となって応援す 

るパブリックビューイングの実施 

 

【進捗状況】 

（東京 2020 関連） 

新型コロナウイルス感染症の影響による東京 2020 大会の延期に伴い、タジキスタン共和国

選手団の事前合宿及びパブリックビューイングは R3 年度へ延期となったことから、同国オリ

ンピック委員会と連携を図り、来年度の事前合宿時期・内容について調整を図るとともに、大

会本番への機運醸成に向けたカウントダウンイベントやホストタウン交流事業を実施。 

 

〇東京 2020 オリンピック 1年前イベント 

 ・東京 2020 大会 PR 展示（7 月 22 日（木）～31（金）） 

 ・カウントダウンボードの再点灯 

 ・東京 2020 大会カウントダウンメッセージ配信（市公式フェイスブック） 

 

 

 

 

 

 
＜東京 2020 大会 PR 展示＞          ＜カウントダウンメッセージ＞ 

1 年前 青森市長          300 日前・青森市柔道少年団 

 

【今後の予定】 

〇ホストタウン交流 

・双方の大学生によるビデオメッセージ交換  11 月 

・スイーツ作りを通じたタジキスタン出前講座 11 月 

〇東京 2020 カウントダウンイベント in 青森    1 月 

  大会 PR展示のほか大会キャラクターのフィギュアやメガホンなどのペーパクラフト作成

体験、フォトコーナーなど 

〇タジキスタンとのオンラインワークショップ   1 月 

タジキスタンとねぶた師をインターネットでつなぎ、ねぶたの技法を用いた灯ろう作成 

 

（経済部 地域スポーツ課） 
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◆交流⼈⼝の拡⼤による地域活性化 

あおもり桜マラソン開催事業【新規】                          17,640 千円 
本市のスポーツ人口の拡大や、市民の体力向上及び健康増進につな

げるとともに、マラソンを通じた交流促進による地域活性化を図るた

め、本市のスポーツツーリズムの核として、フルマラソンをメインと

した県内最大規模のマラソン大会「第 1 回あおもり桜マラソン」を開

催します。 

【取組内容】 

・日 時：令和 2年 4月 19 日（日）9:00～ 

・会 場：スタート会場…野木和公園 

     フィニッシュ会場…青い海公園 

・種 目：フルマラソン、ハーフマラソン、10km 

5 ㎞以下は、「マエダ桜まつり健康マラソン大会」と連携して実施 

・コース：野木和公園～後潟～ベイブリッジ～合浦公園～野内～青い海公園 

（フル・ハーフマラソンは、公益財団法人日本陸上競技連盟公認予定） 

・参加者：7,000 人程度（5㎞以下の種目を含む）     

 

【進捗状況】 

令和 2 年 4 月 19 日（日）に開催予定としていた第 1 回大会は、新型コロナウイルス感染症拡大に

より、参加者等の健康と安全を考慮し中止。 

 

      
 

 （経済部 地域スポーツ課） 

◆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                       1,605 千円 
令和 7年度の第 80 回国民スポーツ大会における円滑な大会・競

技運営を行うため、関係競技団体及び県と連携のもと、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】 

・国民スポーツ大会の青森市準備委員会を設立 
                                                

（写真提供：水戸市） 
【進捗状況】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年秋に開催を予定していた鹿児島国体が延

期され、同大会を 2023 年に開催することが決定。これに伴い、本県で令和 7 年に開催予定の

第 80 回国民スポーツ大会（冬季大会及び本大会）は 1 年延期し、令和 8 年に開催することが

内定。 

（経済部 地域スポーツ課） 
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◆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                        24,760 千円 
  

市民の健康づくりとスポーツ振興、さらには交流 

人口の拡大等による経済効果を得ることを目的に、 

多様な催事が出来る交流拠点（アリーナ）及びその周 

辺の整備に取り組みます。 

 

【取組内容】 

① 事業者の募集、決定 

・アリーナ等を整備・運営する事業者の募集、決定 

② 事業者選定委員会の開催 

・事業者の選定基準の審査 

・事業者からの提案内容の審査 

（社会資本整備総合交付金や青森市次世代健康・スポーツ振興基金を活用） 

 

【進捗状況】 

令和 2年 4月 17 日 第 1回事業者選定委員会の開催 

令和 2年 4月 27 日 アリーナ等を整備・運営する事業者の募集開始（募集要項等の公表） 

令和 2年 10 月 12～14 日 事業者からの提案書受付 

 

【今後の予定】 

令和 3年 3月頃 事業契約の締結 

令和 3年 4月～令和 6年 3月 アリーナ等の設計・建設期間 

令和 6年 4月～令和 6年 6月 供用開始に向けた開業準備期間 

令和 6年 7月 1日 施設の供用開始 

令和 6年 4月～令和 21 年 3 月 維持管理・運営期間 

 

（経済部 地域スポーツ課） 

(関連部署   都市整備部 都市政策課・公園河川課) 

 

 

 

 

 


