
 

 

 
令和４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 4 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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2－3 スポーツの推進 

◆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                     2,858,739 千円 
  

 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

（アリーナ）の整備を進めます。 
 
 
【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一部鉄骨造 
・階数：3階建て 
・建築面積：9,822.11 ㎡ 
・延床面積：12,063.17 ㎡ 

   ・メインアリーナ：約 2,000 ㎡ 
   ・サブアリーナ：約 920 ㎡ 
   ・多目的ルーム：約 570 ㎡ 
   ・キッズルーム：約 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） 

 

【整備スケジュール】 

令和 4年度：4月着工 基礎、鉄骨工事 等 

令和 5年度：外壁、設備工事 等 

令和 6年度：7月供用開始予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（経済部 地域スポーツ課、都市整備部 公園河川課） 

 

整備イメージ 

【鳥瞰図】 【東側外観】 

【メインアリーナ】 【キッズルーム】 
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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                    2,310 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、県及び

関係競技団体等との連携のもと、本市で開催が予定されている 14競技の準備を行います。 

 

《正式競技》14 競技 19 種目 

ｑ①陸上競技 ②水泳 ③テニス ④バレーボール 

 ⑤ハンドボール ⑥ソフトテニス ⑦卓球 

 ⑧軟式野球 ⑨ライフル射撃 ⑩ラグビーフットボール  

 ⑪スポーツクライミング ⑫アーチェリー ⑬ゴルフ 

 ⑭トライアスロン  

 

《デモンストレーション競技》11 競技 

ｑ①ウォークビンゴ ②カーリング ③ソフトバレーボール 

 ④ターゲット・バードゴルフ ⑤ドッジボール 

 ⑥年齢別ソフトテニス ⑦年齢別テニス 

 ⑧ふれあいボーリング ⑨ユニバーサルホッケー 

 ⑩ラージボール卓球 ⑪ダンススポーツ 

 

 

【取組内容】 

競技団体等と競技ごとの運営経費調査を進めるとともに、令和 4 年 3 月に設立した

第 80 回国民スポーツ大会青森市準備委員会において、新たに 4 つの専門委員会を設

置し、競技会の開催に必要な計画や要項等について検討・審議を行います。 

 

 ①総務企画専門委員会：広報、市民運動、観光及び接伴等に関すること 

 ②競技式典専門委員会：競技、式典、施設に関すること 

 ③宿泊衛生専門委員会：宿泊、医事及び衛生に関すること 

 ④輸送交通専門委員会：輸送、交通、消防及び警備に関すること 

 

【今後のスケジュール（予定）】 

 令和 5 年度 大会開催及び会期の決定 

 令和 7 年度 リハーサル大会開催 

 令和 8 年度 第 80 回国民スポーツ大会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経済部 地域スポーツ課） 
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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】                     17,886 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むことによ

り、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】 

① 大会開催・合宿誘致 

スポーツ大会と観光資源が融合した新たなスポーツツーリズムを推進するため、青森

山田高等学校をはじめとする全国の中学・高校世代のトップチームが参加するサッカー

大会の開催を支援します。 

 ・名  称 ：（仮称）第 1回青森ユースサッカー大会 

・日時(予定）：U-15 大会 令和 4年 7月 26 日～29 日 

         U-18 大会 令和 4 年 8月 12 日～15 日 

・会  場 ：大進建設スポーツ広場、みちぎんドリームスタジアムグラウンド等 

・参加チーム：U-15 大会 16 チーム程度 

            U-18 大会 16 チーム程度 

・宿泊先  ：浅虫温泉を中心に市内の宿泊施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ダンスを生かしたスポーツ振興 

2024 年パリ五輪に採用される等、注目が高まっているダンスについて、全国で活躍す

るダンス指導者等と連携し、子ども達に対して中学校教育課程の必修科目となっている

ダンスの普及とスキルアップを図ります。 

・小中学校でのダンスワークショップ 

・教員への指導者講習会 

・ダンスを生かしたひと創りセミナー 

・小中学生を対象としたダンス×デイキャンプ（新規） 
・オリジナルダンス制作（新規） 
 
 

（経済部 地域スポーツ課）

  

撮影：柴田光明館 
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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                              18,466 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、

「2022 あおもり桜マラソン」を開催しました。 

大会の開催に当たっては、参加者を県内在住者

に限定するほか、ランナーを複数のグループに分

けて、時間差でスタートさせるウェーブスタート

の実施や国のワクチン・検査パッケージ制度の活

用など、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を

図りました。 

 

【結果概要】 

・開  催  日：令和 4年 4月 17 日（日） 

・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 

・選手の参加状況：  

種目 性別 申込者数 参加者数 完走者数 

フルマラソン 
男子 342 人 306 人 279 人 

女子 33 人 28 人 22 人 

ハーフマラソン 
男子 351 人 312 人 302 人 

女子 72 人 61 人 56 人 

10km 
男子 409 人 334 人 318 人 

女子 127 人 107 人 100 人 

計  1,334 人 1,148 人 1,077 人 

 

 
 

（経済部 地域スポーツ課） 

 


