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基本計画の策定にあたって

　七戸体育館は昭和５０年（１９７５年）に竣工し、町民のスポーツ・レクリ

エーション活動の拠点として多くの町民や競技会などに利用され、親しまれ

てきました。しかしながら、経年による施設の老朽化とともに平成２７年度

（２０１５年）に実施された耐震診断により、耐震性能不足による耐震補強が

必要との診断結果が出され、安全確保の対策を講じながら使用している状況に

あります。また、町内にもう一つある天間林体育館は平成２９年度（２０１７

年）から天間林中学校体育館として利用されており、新体育館の整備が求めら

れるようになりました。

　本町ではこれまで、「七戸町まちづくり計画」（平成２６年１２月改定）にお

いて、余暇志向の高まり、スポーツ・レクリエーションに対するニーズの多様

化等に対応することや、「七戸町都市計画マスタープラン」（平成２２年３月策

定）では活力あるまちづくりの方針のなかで、適正な施設の整備・管理運営に

努め、町内外からの交流人口を確保し、地域のにぎわい創出を図るため、周辺

施設や企業等との連携を強化し、各種観光交流イベントの開催等、施設の有効

活用を促進すると位置付けており、そして、平成３７年度に青森県で開催予定

の第８０回国民体育大会において、七戸町が剣道競技の会場地として内定し、

競技会場の整備が急がれることも考慮することとなりました。

　以上のことから、七戸町新体育館に求められる役割や主な施設機能、周辺地

域に効果をもたらす施設のあり方などに関し、スポーツ競技関係者、町体育協

会、教育関係者、スポーツ推進委員で構成する「新体育館建設検討委員会」を

設置し、全町的な視点で包括的に考え方を取りまとめたものとして基本計画を

策定いたしました。
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第１章　七戸体育館の現状と課題



－ ２ －

１．町内の関連施設の概要

　町内には七戸町立七戸体育館をはじめとした運動施設が整備されています。そのほか、町内の

小・中学校の体育館やグラウンドなどの学校施設は一般開放により、身近なスポーツ・レクリ

エーション施設として活用されています。

　町内の運動施設の名称、規模は次の通りです。

⑴ 屋内施設

施 設 名 七戸町立七戸体育館

住　　所 七戸町字蛇坂57番地36

建 築 年 昭和50年

延床面積 2,769㎡

諸室概要 アリーナ（40ｍ×33ｍ）、トレーニング室

施 設 名 七戸町立七戸第2体育館

住　　所 七戸町字前田32番地6

建 築 年 平成7年

延床面積 901㎡

諸室概要 アリーナ（28ｍ×21ｍ）

施 設 名 七戸町立天間林体育館（旧天間舘中学校）

住　　所 七戸町字道ノ上52番地

建 築 年 昭和59年

延床面積 1,100㎡

諸室概要 アリーナ（30ｍ×25ｍ）

施 設 名 七戸町立榎林体育館（旧榎林中学校）

住　　所 七戸町字塚長根17番地2

建 築 年 昭和54年

延床面積 934㎡

諸室概要 アリーナ（27ｍ×23ｍ）

施 設 名 七戸町立武道館

住　　所 七戸町字蛇坂57番地59

建 築 年 平成8年

延床面積 1,130㎡

諸室概要 剣道・柔道場（20ｍ×40ｍ）
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施 設 名 七戸町立讃道館

住　　所 七戸町字蛇坂57番地35

建 築 年 昭和50年

延床面積 621㎡

諸室概要 柔道場（21ｍ×14ｍ）、弓道場

施 設 名 屋内スポーツセンター

住　　所 七戸町字中野16番地1（中央公園）

建 築 年 平成9年

延床面積 3,717㎡

施 設 名 七戸町立屋内温水プール

住　　所 七戸町字森ノ上16番地4

建 築 年 平成2年

延床面積 1,152㎡

⑵ 屋外施設

施 設 名 七戸町立七戸運動公園

住　　所 七戸町字鶴児平1番地108

施 設 名 七戸町立七戸第2多目的グラウンド

住　　所 七戸町字前田32番地12

施 設 名 七戸町立天間舘多目的グラウンド（旧天間舘中学校）

住　　所 七戸町字道ノ上52番地

施 設 名 七戸町立榎林多目的グラウンド（旧榎林中学校）

住　　所 七戸町字塚長根17番地2

施 設 名 七戸町立ゲートボール場

住　　所 七戸町字森ノ上16番地4

　今後は、利用頻度の低下や老朽化による維持更新費の増加が見込まれる施設から位置付けを見

直し、集約化を検討していきます。
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２．七戸体育館の概要

⑴ 位置及び隣接施設
　現在の七戸体育館は、東北新幹線七戸十和田駅から南へ約１．２㎞に位置します。敷地の近く

には町内を南北に貫く国道４号が通り、近隣市町村から車でのアクセスが容易な場所に立地して

います。また、敷地内には七戸町立武道館と七戸町立讃道館、就業改善センターが隣接して整備

され、町内におけるスポーツ・レクリエーション活動の中心として利用されています。

⑵ 施設概要
　七戸体育館は町民の健康づくりに資する運動施設として昭和５０年に建設され、長い間町民に

利用されてきました。昭和５６年以前の旧耐震基準に基づき建設されたため、耐震診断を行った

結果、耐震基準を満たしていないと判定されました。現在は利用者の安全性に配慮し、大規模な

大会やイベントの開催を制限する状態が続いています。

　【施設概要】

所 在 地 七戸町字蛇坂57番地36

床 面 積 2,769㎡

構 造 鉄骨造

竣 工 昭和50年

そ の 他 駐車場88台（うち、身障者用2台）

　【諸室概要】

施　　　設 面　　　積 概　　　要

アリーナ 1,320㎡（40ｍ×33ｍ）

バスケットボール（2面）

バレーボール　 　（2面）

バドミントン　 　（6面）

トレーニング室 160㎡（16ｍ×10ｍ） ランニングマシーン他

その他
1Ｆ：ステージ、放送室、器具室、事務室、更衣室、トイレ、機械室

2Ｆ：研修室×2室、集合室
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３．七戸体育館の利用状況

⑴ 利用状況
　平成２６年度から３年の利用実績をみると、利用者数は体育大会の開催の有無に大きく左右さ

れますが、幅広い種目の利用が見られます。

七戸体育館利用実績 　　　　　　　　　　　（利用人数）

種　　　目 平成26年度 平成27年度 平成28年度

バ レ ー ボ ー ル 156　人 169　人 96　人

バ ド ミ ン ト ン 1,280 2,382 980

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 1,937 3,453 3,080

ハ ン ド ボ ー ル 1,163 574 501

テ ニ ス 926 1,706 1,531

卓 球 114 160 175

サッカー・フットサル 1,482 3,479 1,560

野 球 110 202 270

体 育 大 会 等 9,785 7,357 12,557

そ の 他 競 技 2,627 1,861 1,496

小　　　計 19,580 21,343 22,246

体 育 以 外 2,736 7,511 2,169

合　　　計 22,316 28,854 24,415

⑵ 大会利用状況
　平成２６年度から３年の大会などの利用実績は次の通りです。なお平成２８年度から耐震基準

を満たしていないことから使用の制限を設けています。

参加者数別開催回数

参加者数 平成26年度 平成27年度 平成28年度

300人未満 5回 10回 11回

300～500人未満 4回  7回  6回

500人以上 6回  5回  9回

　　※参加者数には観客者数も含みます。

　　※主な開催競技：柔道、剣道、バドミントン、バレーボール、バスケットボール、

　　　　　　　　　　フットサル、ミニバス、ユニホッケー
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４．町民・利用者の意向調査結果

⑴ 実施概要
　町民のスポーツ・レクリエーション活動への意見や要望を把握するために、町民や競技団体な

どに対する「新体育館の建設に関するアンケート調査」や町内スポーツ関係団体などで構成され

る「新体育館建設検討委員会」、一般町民向けの「パブリックコメント※」などの多様な方法を

実施し、幅広い町民から多くの意見をいただきました。

　 ※パブリックコメント：公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするとき、広く公に

意見・情報・改善案などを求める手続き。

町民意向把握調査

実施期間 対象者 参加・回答数 方　　　法

新体育館の建設に関するアンケート調査

Ｈ29.7 一般町民 356人
住民基本台帳から無作為に抽出した13歳以
上の町民を対象に、アンケート用紙を郵送
で配布・回収し、意見や要望を把握した。

Ｈ29.7
各種競技団体及び
体育館利用団体

20団体
各種競技団体などにアンケート用紙を配
布・回収し、意見や要望を把握した。

新体育館建設検討委員会

Ｈ29.9/6,
　　11/9，
Ｈ30.1/25,
　　 3/※

町内スポーツ
関係団体等

10人
委員の方にお集まりいただき、施設の規模
や整備内容などについて検討した。

パブリックコメント

Ｈ30.2/13
～2/28

一般町民 ＊
ＨＰと閲覧場所にて公表し、幅広い意見を
把握した。

⑵ 「新体育館の建設に関するアンケート調査（一般町民）」の結果
　 【現在ある七戸体育館について】

　 「Ｑ２ 現在の体育館までの交通手段は何を利用していますか。」

　回答者の80.1％が「自動車」を利用しており、「自転車」や「公共交通」の利用は少ないこと

が分かりました。

　 「Ｑ４ 現在の体育館で不満に感じていることはありますか。」

　「施設の老朽化」が35.4％と最も多く、次いで「トレーニング施設などの機能不足」が

32.0％となりました。また、「トイレの数、清潔感、使いやすさ」が24.7％、「観覧席・スペー

スがない」は20.8％の回答があり、町民の観覧席に対する要望の高さを示しています。「照明

や空調、冷暖房などの設備面」は19.1％と現在の体育館の設備面に対する不満の高さを示して

います。
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　 【新しく建設予定の体育館について】

　 「Ｑ５ 新しい体育館でどのようなスポーツや運動、活動をやってみたいですか。」

　「トレーニング室での運動」は55.9％と半数以上の回答があり、要望の高さを示しています。

　 「Ｑ６ 新しい体育館にどのような機能や設備を望みますか。」

　機能面に関しては「トレーニング室」が62.6％と最も多く、次いで「更衣室」が44.1％、

「休憩コーナー」と「観覧席」がともに42.1％と続いて4割を超えました。さらに「ランニン

グコース」は28.4％、「売店」は27.5％、「競技場（サブアリーナ）」は25.6％、「キッズコー

ナー」は23.3％と2割を超えた要望がありました。設備面に関しては「冷暖房設備」が68.8％

と最も多く、7割近くの要望がありました。次いで「シャワー室」が52.5％、「広い駐車場」が

46.9％、「防災・避難所の機能」は46.9％と半数近くの要望がありました。

【現在の七戸体育館の現状についての主なご意見】

　◆観客席について

・県大会規模の各種イベントの際、観戦する来場者のスペース（観覧席）が極めて狭い。

　◆トイレについて

・清潔感がなく入りにくい。

・暗く、空調が悪い。トイレが古く寒い。

・洋式トイレを設置するべき。

　◆トレーニング室について

・トレーニングに必要な器具がそろっていない。

・玄関から遠い。冬期間は寒い。

　◆機能・使い方について

・団体が利用していると個人で利用できない場面が多い。

・スポーツをやらない人は行きにくい。

・現状では中体連などの大会利用もできない状態で、体育館としての機能を果たしている

と思いません。

・現在の体育館ではボールなどが使用できず、子ども達を連れて行っても遊ぶことができ

ません。

・体育館を別に増やしてほしい。ナイターの時期は一般町民が使えない。使う所がなくて

練習に困る。

　◆駐車場に関すること

・駐車場が少ない。

　◆安全・安心、バリアフリーに関すること

・耐震性の問題により大会などで使用できず不便。

・耐震性や老朽化などの問題があり、安全性が不安なため新しく建設することが望ましい。

・玄関入口の階段に手摺があればいい。

　◆立地に関すること

・天間林地区の人はあまり利用しない人が多いと思う。

・天間林地区にあれば（トレーニング施設を）利用したい。

　◆広報・サービスについて

・利用できる設備や施設、利用方法、手続きについてホームページや広報で明確にわかり

やすく掲載したほうがいい。
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【新体育館のあり方などについての主なご意見】

　◆施設・設備について

・トレーニング室の器具を充実させてほしい。

・ランニングコースを設けてほしい。

・更衣室にシャワーを設けてほしい。

・雨や雪の日に運動できる施設・設備を充実させてほしい。

　◆規模・規格について

・県大会以上の規模の大会を開催できる施設として建設してほしい。

・プロや実業団の試合が開催できる施設にしてほしい。

　◆駐車場について

・駐車場でイベントもできるようにしてほしい。

・広い駐車場がほしい。

　◆子ども用施設について

・子どもを遊ばせることができるところ（キッズルームや幼児ルーム）があればいい。

・室内アスレチック（遊具）やボルダリングなど子どもが遊べる設備があればいい。

　◆機能・使い方について

・駐車場でイベントもできるようにしてほしい。

・スポーツ施設としての役割だけでなく、各種イベントやコミュニティーの場としても活

用できればいい。

　◆料金・利用時間などについて

・無料で使えるようにしてほしい。

・休館日を無くしてほしい。

・個人利用が可能な日を設けてほしい。

　◆安心・安全、バリアフリーについて

・身体の不自由な人でも楽しみながらスポーツができる施設であってほしい。

・災害時の備蓄管理や避難所としての機能があればいい。

・バリアフリー化してほしい。

・安全性に優れた体育館にしてほしい。

　◆立地について

・天間林地区にも体育館を建設してほしい。

　◆広報・サービスについて

・利用したことがない人達でも分かるようにしてほしい。

・ホームページなどに利用予定表や予約状況などを載せてほしい。

⑶ 「新体育館の建設に関するアンケート調査（競技団体）」の結果
　 【現在ある七戸体育館について】

　 「Ｑ６ 現在の体育館までの交通手段は何を利用していますか。」

　14団体（70.0％）が「自動車」、3団体（15.0％）が「徒歩」と回答がありました。

　 「Ｑ７ 現在の体育館で不満に感じていることはありますか。」

　7団体（35.0％）が「観客席・スペースがない」と最も多く、次いで5団体（25.0％）が「施

設の老朽化」と「駐車場が少ない、停めにくい」と回答がありました。また、「トイレの数、
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清潔感、使いやすさ」と「照明や空調、冷暖房などの設備面」が4団体（20.0％）と続きまし

た。

　 【新しく建設予定の体育館について】

　「Ｑ８ 新しい体育館にどのような機能や設備を望みますか。」

　機能面に関しては「観覧席」が14団体（70.0％）と最も多く、次いで「競技場（サブアリー

ナ）」が12団体（60.0％）、「トレーニング室」が11団体（55.0％）から要望がありました。「会

議室・研修室」、「更衣室」への要望も多く、ともに10団体（50.0％）から要望がありました。

設備面に関しては「冷暖房設備」が15団体（75.0％）と最も多く、次いで「広い駐車場」の9

団体（45.0％）、「大型バス駐車場」の8団体（40.0％）と駐車場に関する要望が続き、「防災・

避難所の機能」への要望も8団体（40.0％）が希望しました。

【現在の七戸体育館の現状についての主なご意見】

・新しい体育館が建設されても、讃道館はそのまま利用できるようにしてほしい。近隣で

畳を設置してある道場がない市町村はない。武道館は剣道場になっているので、柔道場

として利用するのは困難だと思う。

・バドミントンシャトルが高速で飛び交うため、コンマ数秒の遅れが致命傷となる。故に

現体育館のように日中のカーテンの開閉が手軽にできないとシャトルが外の景色と同化

してしまい、日中の練習が困難である。

・弓道場を存続させてほしい。

・大会運営スタッフルームや審判控室、打合せなどに利用できる会議室や多目的室がある

とよい。

・会議室がなく不便。

・卓球ネットの破損やバドミントンの支柱を立てる穴の開閉の不具合などがみられるた

め、道具のメンテナンスをしていただきたい。

【新体育館のあり方などについての主なご意見】

・会議室、多目的室（大会運営スタッフルーム、審判控室、打ち合わせなどに使用）があ

るとよい。

・剣道、柔道、弓道の一体の体育館。

・冬期間の除雪がしやすい施設にしてほしい。

・雪国にあったデザインにしてほしい。

・何でも無料ではなく、料金を取るところはきちんと取ったほうがよい。（駐車場等）

・町民利用の稼働率が高く、ランニングコスト※のかからない体育館にしてほしい。

・維持費がかからないように、なるべく最低限の設備にしてほしい。

・会議室は収容人数の多いものにしてほしい。様々な会議が行え、また、七戸町は集まり

やすい場所なので、上十三管内や県内の各団体が利用できるような施設がほしい。

・教育関係利用の減免措置を継続してほしい。

・利用者の立場、目線で建設を進め、町民に数多く利用され、愛され利用しやすい施設を

希望します。

　※ランニングコスト：建物や設備、機器などを維持管理するための費用。
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⑷ 「新体育館建設検討委員会」の意見
　新体育館の建設にあたり、施設の規模・設備内容などを検討するため、町内スポーツ関係団体

などから構成される「新体育館建設検討委員会」を設置しました。４回の検討を重ねて、多様な

意見をいただきました。

【施設計画について】

　◆アリーナについて

・メインアリーナの大きさは47ｍ×40ｍにしてほしい。

・メインアリーナの観客席は花巻市総合体育館アネックス（第３アリーナ）のように低床

型にしてほしい。

・メインアリーナのライン位置は、最新で汎用性の高いものが必要と考えます。

・300席程の階段状の可動式椅子と可動式ステージを設けてほしい。

　◆ランニングコースについて

・観覧席周囲に設け、メインアリーナを１周できるようにしてほしい。

　◆トレーニング室について

・トレーニング室はもう少し広いほうが良い。

　◆トイレについて

・大規模なスポーツ大会への対応として、女性用トイレの数には配慮が必要。

　◆その他

・三沢市のように鏡やバーが設けられたダンスルーム（多目的運動室）もあれば良い。

・大規模なスポーツ大会などの開催に向けて、更衣室は選手控え室に使用できる広さと機

能が必要ではないか。

・十和田市総合体育センターのような、２階観覧席に１階の玄関から土足で入れることが

望ましい。

・サブアリーナにスポーツクライミングができるコーナーを設けてはどうか。

【将来的に新体育館周辺に望む体育施設などについて】

・合宿などに利用できる宿泊施設。

・岩手県紫波町のバレーボール専用体育館に宿泊施設（一般客も宿泊可）が併設された施

設のような、お金を稼げる施設。

・現在町内にある武道館と讃道館は体育館周辺にあったほうが良いと思います。

・スポーツクライミングの公式大会が開催可能な施設。

・公式試合のできるグラウンドゴルフ場。

・純然たる体育施設だけに絞り込まずに健康志向的な整備。

　　　1．大規模なフィールドアスレチック場（オートキャンプ場併設）

　　　2．ドッグラン

　　　3．自然の中を走るクロスカントリーコース（冬はクロスカントリースキー）
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５．新体育館建設に向けた課題の整理

　現在の七戸体育館や町の現状、そして施設利用者や町民の意見・要望を踏まえて、新体育館建

設に向けた主な課題を以下にまとめます。

項　目 現状の問題点 施設づくりの課題

アリーナ

・規模が狭く複数の公式規格コート

の確保が難しい。

・アリーナが１つしかなく、効率的

な活用が図れない。

・冷暖房設備がない。

・競技に適した空調設備でない。

・照明設備が老朽化し、暗い。

・規模を広くし、公式規格のコート

を複数面確保する。

・サブアリーナを設ける。

・最新設備の空調、照明設備を設け

る。

観覧席

・大規模な大会や各種イベント時は

狭い。

・固定席が設けられていない。

・大規模な大会に対応した固定式の

観覧席を800席程度設ける。

ランニングコース
・設置されていない。 ・観覧席の周囲を１周できるように

設ける。

トレーニング室

・トレーニングに必要な機器が揃っ

ていない。

・冬期間は寒い。

・トレーニング機器を充実させる。

・適切な空調設備を設ける。

会議室
・会議室や大会本部席、審判控室と

なる部屋がない。

・多目的に利用できる会議室をア

リーナ付近に設ける。

ホール

・狭いため、大会時には選手の待機

場所として利用できない。

・寒く暗いため、落ち着いて休憩で

きない。

・ゆとりのある広さを確保する。

・休憩や談話ができる快適な場所を

設ける。

トイレ

・大規模な大会時は不足する。

・暗い。

・古い。

・規模に適した便器数を設ける。

・明るく清潔な空間とする。

更衣室

・更衣室がない。

・シャワー室がない。

・更衣室を設ける。

・温水が使えるシャワー室を設け

る。

駐車場

・駐車場が少なく止めにくい。

・屋根付きの駐輪場がない。

・大規模な大会にも対応できる駐車

台数を確保する。

・大型バス駐車場を設ける。

・屋根付きの駐輪場を設ける。

個人利用への配慮

・団体が利用していると個人が利用

できない。

・トレーニング室やサブアリーナ、

ランニングコースなど個人でも利

用しやすい機能を設ける。
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子どものための

スペース

・子どもが遊ぶ場所がない。

・冬期間や雨天時に遊びながら運動

する場所がない。

・子ども連れでも利用しやすく、安

全に利用できるスペースを設け

る。

バリアフリー ・段差があり使いづらい。 ・バリアフリー化を図る。

耐震性 ・耐震性に問題がある。 ・災害に強い構造とする。

立地
・七戸地区にあるため、天間林地区

の人はあまり利用しない。

・町のどこからでもアクセスしやす

い中心地に設ける。

広報・サービス
・利用方法や利用可能な日時、設置

されている設備などが不明。

・ホームページや広報紙などを通じ

て広くＰＲする。
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第２章　上位計画における位置付け
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　本計画を策定するにあたって、上位計画との整合性を図ります。本計画に関する上位計画に

は、以下の５計画があります。

　

本計画の上位計画

名　　　　　　　　　　称 策定年次

第２次七戸町長期総合計画（平成28年～37年度） 平成28年3月策定

七戸町まちづくり計画（平成17～31年度） 平成26年12月改定

七戸町都市計画マスタープラン 平成22年3月策定

まち・ひと・しごと創生　七戸町総合戦略 平成27年12月策定

七戸町過疎地域自立促進計画（平成28年～32年度） 平成28年3月策定

１．第２次七戸町長期総合計画【平成２８年３月策定】

①基本理念
　・私たちは、暮らしの中に潤いが実感できる魅力と活力があふれる七戸町をめざします。

　・私たちは、豊かな自然や個性あふれる歴史と文化を守り、次世代に継承しながら、誇れる

「ふるさと」となることをめざします。

　・私たちは、訪れる人たちに魅力あふれる七戸らしさとあたたかい思いやりを提供できること

をめざします。

②基本目標
　・「潤いと彩りあふれる田園文化都市をめざして」

③まちづくりの基本的施策
　・快適で彩りあふれるまちづくり（都市基盤の整備）

　・活力あふれる産業のまちづくり（産業の振興）

　・心豊かに安心して暮らせるまちづくり（健康・福祉の充実）

　・自然と調和のとれた快適なまちづくり（生活環境の保全と整備）

　・豊かな心と文化を育むまちづくり（教育・文化の充実）

　・人や地域のつながりが広がるまちづくり（連携・交流の促進）

　・持続可能なまちづくり（住民参加と行財政改革）

④新体育館の建設に関わる事項
【基本構想】

　第５章　豊かな心と文化を育むまちづくり

　　３　生涯スポーツの振興

　　　・子どもから高齢者まで、誰もがそれぞれのライフステージやライフスタイルに応じて、

スポーツを楽しめる機会の提供やスポーツ活動の拠点整備を図り、健康づくりの促進と

スポーツ競技力の向上に努めます。
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　　　・スポーツ少年団や体育協会等のスポーツ団体の支援体制を強化し、スポーツ活動を推進

する人材の育成に努めます。

　　４　青少年の健全育成

　　　・子どもの「ふるさとを愛する心」を育てる活動、スポーツや芸術の才能を伸ばす活動、

生きづらさを抱えた心に寄り添う活動等を支援します。

【基本計画】

　第５章　豊かな心と文化を育むまちづくり

　　３　生涯スポーツの振興

　　　スポーツ振興体制の充実

　　　・住民が自主的・継続的にスポーツに親しめる環境づくりと、スポーツ活動を推進する人

材の育成に努めます。

　　　・スポーツ未経験者や高齢者がスポーツを親しめるよう、軽スポーツやレクリエーション

スポーツの普及に努め、町民誰もが何かのスポーツを楽しみ「町民一スポーツ」を目指

します。

　　　・競技力向上のため、体育協会やスポーツ少年団等の活動を支援し、全国大会等で活躍で

きる選手を育てる指導者の育成に努めます。

　　　健康・体力づくりの促進

　　　・中・高年者のスポーツ活動を奨励し、健康・生きがいづくりを推進します。

　　　・健康増進プログラムを策定し、町民の健康・体力づくりを推進します。

　　　・スポーツ教室・大会の開催や競技団体による普及活動を支援します。

　　　スポーツ拠点の整備

　　　・町民が主体的・継続的にスポーツを楽しむ拠点となる施設の整備と利用率の向上を図り

ます。

　　　・町民が自主的・主体的に運営する総合型地域スポーツクラブの育成及び設立を支援しま

す。

　　４　青少年の健全育成

　　　青少年の自主活動の支援

　　　・スポーツ・レクリエーション活動、文化芸術活動、ボランティア活動等への参加機会を

広げ、青少年の自主的活動を支援します。
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２．七戸町まちづくり計画【平成２６年１２月改定】

　この計画は、合併特例法第５条に基づき「七戸町・天間林村合併協議会」が作成するものであ

り、七戸町と天間林村の合併後の魅力あふれる新町を創造するための基本方針と、これに基づく

まちづくり計画を策定し、その実現を図ることにより七戸町と天間林村の速やかな一体化を促進

して、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図ろうとするものです。

新体育館の建設に関わる事項

　第５章　新町の施策

　　５　豊かな心と文化を育むまちづくり（教育・文化の充実）

　　　生涯スポーツの振興

　　　　健康管理への意識や自由時間の増大と余暇志向の高まりを背景に、スポーツ・レクリ

エーションに対するニーズが高まり、多様化する傾向が見られます。

　　　　このため、子どもから高齢者まで各世代に応じたスポーツ・レクリエーション活動が、

主体的・継続的に楽しめるような環境づくりを促進するため、生涯スポーツの拠点となる

総合運動公園の機能強化と有効活用の促進に努めます。

　　　　また、生涯スポーツ社会の形成と競技力の向上を図るため、各種スポーツ団体やクラブ

の育成・支援と指導体制の強化に努め、住民が自主的・主体的にスポーツに親しめる環境

づくりを促進します。

　　　　　【事業の概要】

施　策　名 主要事業の概要

生涯スポーツの振興

総合運動公園の機能分担による利用率の向上（利

活用の棲み分け）

各種スポーツ教室の開催の促進

スポーツ団体の育成・支援

スポーツ指導者の養成の推進

地域イベント（各種大会）の共同開催及びリレー

開催の推進

スポーツ合宿等の利用者の開拓促進

各施設間の交通ネットワーク整備（コミュニティ

バスの運行計画）

地域交流スポーツ大会（総合体育大会）の開催

　　　青少年の健全育成

　　　　少子化の進展と核家族化に伴う地域構成は、価値観の変化と多様化をもたらしています。

また、人間関係の希薄化等を起因とした社会環境の変化が、青少年の意識や行動に大きな

影響を及ぼし、非行の低年齢化や広域化へとつながり、大きな社会問題となっています。
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　　　　このため、家庭、学校、地域社会等が相互に連携・協力しながら青少年健全育成を推進

し、指導体制の確立に努めるとともに、青少年が自主的に地域活動や社会活動に参加でき

るような社会環境の整備と支援体制の充実を図っていきます。

　　　　　【事業の概要】

施　策　名 主要事業の概要

青少年の健全育成

青少年活動の促進（スポーツ・レクリエーション

活動、ボランティア活動、子ども会活動等の支援

体制の強化）

　　６　一体感あふれる魅力あるまちづくり（連携・交流の促進）

　　　⑴　新町内の連携・交流の促進

　　　　　各種イベント・スポーツ大会等開催による地域間交流（共同開催・持ち回り開催・種

目別開催等々）の促進

　　　⑵　国内の連携・交流の促進

　　　　　高速交通時代の到来を間近に控え、優れた自然環境や全国的な生産高を誇る農林畜産

物など、新町における地域の特性と多彩で豊富な資源を有効活用しながら、教育・文

化、スポーツ、産業などの多様な分野において、都市圏域等との交流活動を積極的に進

めていきます。

３．七戸町都市計画マスタープラン【平成２２年３月策定】

新体育館の建設に関わる事項

　第３章　まちづくりの目標

　　５－２．拠点

　　　⑹　スポーツ・レクリエーション拠点

　　　　・中央公園、東八甲田家族旅行村周辺を「スポーツ・レクリエーション拠点」と位置付

け、各拠点との連携を図りつつ、引き続きスポーツ・レクリエーションの場として有

効活用を図ります。

　第４章　全体構想

　　７．活力のあるまちづくりの方針

　　　⑴　観光のまちづくり

　　　　・市街地周辺のスポーツ・レクリエーション地については、適正な施設の整備・管理運

営に努め、町内外から交流人口を確保し、地域のにぎわい創出を図るため、周辺施設
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や企業等との連携を強化し、各種観光交流イベントの開催等、施設の有効活用を促進

します。

　　　⑵　町の活性化

　　　　③地域間の連携・交流

　　　　・地域に根ざした祭りや伝統芸能等について、情報のネットワーク化を推進し、交流イ

ベントやスポーツ・レクリエーション活動等の相互参画や共同開催などにより、地域

間交流を深め、町民が一体となって町の活性化を目指すまちづくりを進めていきま

す。

４．まち・ひと・しごと創生　七戸町総合戦略【平成２７年１２月策定】

新体育館の建設に関わる事項

　〇政策分野４－２．町民一人ひとりの健康づくりの推進

　　⑵　講ずべき施策の基本方針

　町民が健康の大切さを理解し、互いに支え合いながら健康づくりをすすめ、誰もが健や

かに生活し充実した人生を送れるよう「健康のまちづくり宣言」に基づき、健康づくりを

推進します。

　また、健康増進スポーツの普及を図りながら町民一人ひとりの健康づくりを推進し、活

気にあふれるまちづくりを目指します。さらに、幅広いライフスタイルに応じてスポーツ

を楽しめる機会を増やすための環境整備を図ります。

　スポーツイベントの開催をきっかけに、今後は町民の健康への関心度を向上させること

を目標とします。

　　【実施予定もしくは検討中の主な取り組み】

　　・健康のまちづくり宣言に基づく健康づくりの推進

　　・スポーツ指導者等育成事業の実施（スポーツ講習会）

　　・健康増進生涯スポーツ普及事業の実施（軽スポーツの集い）

　　・既存スポーツ施設などを利用した健康増進の促進

　　・スポーツクラブなどの推奨
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第２章　上位計画における位置づけ

５．七戸町過疎地域自立促進計画【平成２８年３月策定】

　

新体育館の建設に関わる事項

　　７　教育の振興

　　　⑴　現況と問題点　ウ　社会教育

　　　　　社会体育については、運動公園（野球場、多目的グラウンド、テニスコート）のほ

か、体育館、武道館、讃道館、屋内温水プール、ゲートボール場、全天候型の屋内ス

ポーツセンター等、スポーツ・レクリエーション活動の整備が着実に進んできた。

　　　　　こうした恵まれたスポーツ環境のもと、子どもから高齢者までこぞってスポーツに親

しみ、各種大会で活躍している。今後、こうしたスポーツ環境と活動実績を活かして、

住民がより自主的・継続的にスポーツ・レクリエーションに親しむことができるよう、

生涯スポーツ振興体制の充実が求められている。

　　　　　スポーツ施設の一部には利用者からの改善ニーズがある。施設間の機能分担やネット

ワーク化によって有効活用を図り、町民のスポーツ参加率を高めることが重要である。

また、今後は、計画的な改善・整備を検討していかなければならない。

　

　　　⑵　その対策　ウ　社会教育

　　　　②社会体育施設については、いずれも整備されてからかなりの年数が経過しており、施

設の維持管理費用が嵩んでいることから、利用者からの改善ニーズを踏まえながら施

設の有効利用等を考慮し、計画的に整備（新設・除却）する。

　　　　　　また、町民のスポーツ参加率を高め、自主的・継続的活動のため、総合型地域ス

ポーツクラブ等の設置を支援し、生涯スポーツ振興を図る。



１．基本方針

２．整備方針

第３章　新体育館建設の基本的な考え方
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１．基本方針（コンセプト）

　新体育館の整備にあたっては、七戸町の特性や地域課題、町民ニーズなどを踏まえつつ、七戸

町長期総合計画に掲げた「潤いと彩りあふれる田園文化都市」の実現に向けて、町民の暮らしに

寄与できるような魅力あふれる施設づくりが求められます。

　新体育館の基本方針（コンセプト）を以下のように設定します。

　町民が自主的・継続的に利用でき、地域のコミュニティー活動を通じて、健

康・生きがいづくりを楽しめる、スポーツ・レクリエーション活動の拠点となる

体育館

２．整備方針

　新体育館における具体的な整備方針として、以下の７点を掲げます。

整備方針１ 誰もが気軽に利用しやすい体育館
　スポーツや健康づくりなどのために団体、個人に関わらず、町民が気軽に立寄り、自由に利用

できる場を設けます。

　　【必要な機能】

　　・会議室・研修室

　　・健康・体育相談室

　　・トレーニング室

　　・体力測定室

　　・ランニングコース　　

整備方針２ 立地を生かした各種スポーツ大会に対応した体育館
　国道４号から近く、東北新幹線「七戸十和田駅」から徒歩圏内に位置する利便性を生かし、各

種スポーツ大会を誘致します。メインアリーナには観覧席を設け、コートは公式規格を基準とし

たレイアウトとします。また、ウォームアップ用コートとしても利用できるサブアリーナを設け

ます。

　　【必要な機能】

　　・メインアリーナ・サブアリーナ

　　・観覧席

　　・放送室

　　・広い駐車場　

　　・大型バス駐車場
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第３章　七戸町新体育館建設の基本的な考え方

整備方針３ スポーツ・レクリエーション活動を通じて交流を生み出す体育館
　スポーツ・レクリエーション活動を通じて、子どもから高齢者までが世代を超えて交流を深

め、町民の地域の連携を生み出す施設とします。

　　【必要な機能】

　　・メインアリーナ・サブアリーナ

　　・会議室・研修室

整備方針４ 環境に配慮した体育館
　再生可能エネルギーの採用を検討するとともに、環境への負荷が少ない省エネ型機器を積極的

に採用します。

　　【必要な機能】

　　・太陽光や風力発電などの自然エネルギーの利用

　　・省エネルギー機器の採用

　　・積雪に配慮した建物形状や除雪スペースの確保

整備方針５ 七戸らしさ（田園文化的な佇まい）と調和する体育館
　田園文化都市として、七戸らしさ（歴史・教育・文化の彩り）を感じる施設とします。

　　【必要な機能】

　　・七戸の雄大で豊かな自然や歴史・文化を感じる色彩計画・外観

整備方針６ 誰にもやさしい体育館
　誰もが使いやすい安心で安全な体育館とします。

　　【必要な機能】

　　・車椅子対応型エレベーターの設置

　　・多目的トイレ（オストメイト対応※）の設置

　　・授乳室などを設置し子ども同伴での利用者に配慮

　　・バリアフリー化への配慮

※ オストメイト：消化管や尿管が損なわれたため、腹部などの排泄のための開口部（ストーマ（人工肛

門・人工膀胱））を造設した人。

整備方針７ 災害時の避難所として機能する体育館
　地震などの災害に対応できるよう、避難所としての機能も検討します。

　　【検討する機能】

　　・耐震性の確保

　　・非常用自家発電設備の設置

　　・備蓄倉庫の設置



１．建設地の前提条件

２．施設整備計画

３．施設配置等のイメージ

４．施設整備において配慮すべき事項

第４章　新体育館建設施設整備計画
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１．建設地の前提条件

⑴ 建設地選定の経緯
　新体育館の建設地については、将来の人口減少や少子高齢化を見据えた公共施設の集積を目

的に、町が取得予定の荒熊内地区に位置する七戸畜産農業協同組合所有地に決定しました。

　＜建設地の選定理由＞

　　・多くの町民が利用するスポーツ施設として、様々な交通手段によるアクセスがしやすい場所

　　・公共交通機関の利便性がよい場所

　　・災害時の避難所となる場所

　　・他公共施設と連携が図れる場所

　　・体育館としての機能を担うことができる広大な敷地を確保できる場所
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第４章　施設整備計画

⑵ 建設予定地と周辺環境の関係
　【概要】

住 所 七戸町字荒熊内67番地155他

交 通 ア ク セ ス
ＪＲ東北新幹線七戸十和田駅から徒歩10分

道の駅しちのへから徒歩10分

敷 地 面 積 約66,000㎡（新体育館建設用地は一部）

用 途 地 域 都市計画区域内　指定なし

建ぺい率・容積率 70％・400％

近隣の公共施設

道の駅しちのへ、鷹山宇一記念美術館、七戸町観光交流

センター、（仮称）道の駅しちのへ情報館（Ｈ30年度完成

予定）、七戸警察署、中部上北広域事業組合消防本部

近隣の民間施設
ＪＲ七戸十和田駅、各社レンタカー、東八甲田温泉

イオン七戸十和田駅前店

　【建設予定地の周辺】

建設予定地

ＪＲ東北新幹線
七戸十和田駅

イオン
七戸十和田駅前店

道の駅しちのへ

東八甲田温泉

消防本部

警察署

徒歩10分

国 

道 

４ 

号

徒歩10分
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２．施設整備計画

⑴ 施設機能の設定
　新体育館の建設に関する町民や競技団体などに対する「新体育館の建設に関するアンケート調

査」や、新体育館建設検討委員会、七戸町スポーツ推進審議会の意見を踏まえ、新体育館の施設

機能を以下のように設定します。

　 【体育施設部門】

　　①　メインアリーナ

　　　・公式大会の主会場として利用できるように計画します。

　　　・公式のバスケットボール２面、バレーボール（６人制）２面、バドミントン１０面、ハ

ンドボール１面、テニス２面、フットサル１面、卓球１２台などを確保します。

　　　　（４７ｍ×３８ｍ程度）

　　　・国際バレーボール連盟や日本バレーボール協会主催の試合規格よりコートの表面から梁

下の高さは１２．５ｍ以上を確保します。

　　　・空調設備（冷暖房設備）や照明設備は、競技環境に適したものを整備します。

　　　・自然通風と自然採光に配慮した計画とします。

　　　・電気配線やコンセントなどは各種大会やイベント開催時の利便性に十分配慮した計画と

します。

　　　・防護ネットを設けるなど、各種競技の利用に対応した計画とします。

　　　※各競技のアリーナのコート利用イメージはＰ３２、３３を参照

　　②　サブアリーナ

　　　・大規模な大会の開催時には練習場やウォームアップスペースとして利用できるほか、多

種多様なスポーツ、レクリエーション活動の場としても利用できるように計画します。

　　　・バスケットボール１面、バレーボール（６人制）１面、バドミントン３面、卓球２台な

どを確保します。

　　　　（３２ｍ×２０ｍ程度）

　　　・国際バレーボール連盟や日本バレーボール協会主催の試合規格よりコートの表面から梁

下の高さは１２．５ｍ以上を確保します。

　　　・電気配線やコンセントなどは各種大会やイベント開催時の利便性に十分配慮した計画と

します。

　　　※各競技のアリーナのコート利用イメージはＰ３４を参照

　　③　観覧席

　　　・メインアリーナの２階に設け、固定式として７００～８００席程度を確保します。

　　　・車椅子利用者に配慮した席を設けます。

　　　・大規模な大会開催時に観覧席が不足する場合は、アリーナに仮設席を設けることで対応

します。
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第４章　施設整備計画

　　④　ランニングコース

　　　・体育館利用者のウォームアップや冬期間・雨天時のランニングに利用できるランニング

コースを観覧席の横通路と兼用して設けます。一周約２００ｍとします。

　　⑤　トレーニング室

　　　・健康増進や競技力向上を目的とした運動機器を設けます。

　　　　（１６０㎡程度：七戸体育館と同規模）

　　　・トレーニングの指導やアドバイスを行うスポーツトレーナーの配置を検討します。

　　⑥　器具庫

　　　・メインアリーナ及びサブアリーナに隣接して設けます。

　　　・アリーナで使用する可動式のバスケットゴールやネット、支柱などの必要な器具が収納

できる大きさを確保します。

　　　・外部から機材を直接搬出入できる位置に配置します。

　 【スポーツ便益部門】

　　（共用部）

　　①　エントランスホール・ホール

　　　・選手の集合場所や休憩場所となるように、ゆとりのある広さを確保します。

　　　・誰もが自由に利用できる開放的な空間とし、自動販売機等を備えた談話・休憩スペース

を設けます。

　　　・キッズコーナーや授乳室を隣接して設け、女性や子ども連れでも安心して利用できる空

間を計画します。

　　②　風除室

　　　・自動ドアを設けます。

　　　・扉が同時に開閉しないよう、適切な奥行きを確保します。

　　③　エレベーター

　　　・高齢者や車椅子利用者が安全かつ円滑に垂直移動を行うために、十分な広さを確保します。

　　④　トイレ（男・女）

　　　・メインアリーナやサブアリーナなど各室の位置を考慮しながら、適正な規模で計画します。

　　　・女性に配慮した十分な器具数を確保します。

　　　・清掃のしやすい素材を選定し、清潔で快適な空間を作ります。

　　　・利用者に配慮し各階に設けます。

　　⑤　多目的トイレ

　　　・障がい者や高齢者、乳幼児連れの方などにも配慮した設備を設けます。

　　　・１ケ所はオストメイトに対応した設備を設けます。
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　　⑥　更衣室・シャワー室（男・女）

　　　・メインアリーナやサブアリーナ、トレーニング室など各室の位置を考慮しながら、適正

な規模で計画します。

　　　・男女それぞれにロッカー室とシャワー室を設けます。

　　　・女性用は室内にパウダーコーナーの設置を検討します。

　　⑦　健康・体育相談室

　　　・健康・体力づくりを町民が気軽に相談できる場所として設けます。

　　⑧　体力測定室

　　　・身長や体重、体脂肪などの形態測定と、筋力や持久力、柔軟性などの体力の測定を行い

ます。

　　　・トレーニング室に併設して設けます。

　　⑨　授乳室

　　　・乳幼児連れの方に配慮して、ベビーベッドと流し台を設けます。

　　　・キッズコーナーとの位置関係に配慮した設置場所とします。

　　⑩　キッズコーナー

　　　・乳幼児や未就学児を対象としたキッズコーナーを設けます。

　　　・授乳室との位置関係に配慮した設置場所とします。

　

　　（サービス部）

　　⑪　会議室

　　　・各種スポーツ団体などの会議や各種研修に利用します。

　　　・大会開催時には大会本部席や役員控室、選手控室などとして利用します。

　　　・メインアリーナに隣接して配置し、窓を設けることで競技の様子が見えるようにしま

す。また、メインアリーナから直接出入りできるように計画します。

　　⑫　研修室

　　　・各種スポーツ団体などの会議や各種研修に利用します。

　　　・１２０人程度の利用に対応できる広さを確保します。移動間仕切壁により、用途に合わ

せて２室に分割して利用できます。

　　⑬　放送室

　　　・メインアリーナに面して設け、競技やイベントの様子を確認できる計画とします。

　　　・音響調整卓を設置し、各種大会やイベント開催時には室内から音響の操作を行います。

　 【管理部門】

　　①　事務室

　　　・利用者動線と管理動線を考慮しながら、エントランスに面して設けます。

　　　・風除室に近く、来館者に分かりやすい位置に受付カウンターを設けます。
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　　　・事務系の関連諸室をまとめて配置し、管理者の動線にも配慮した機能的な計画としま

す。

　　②　医務室

　　　・緊急時の応急処置ができるように医務室を設けます。

　　　・処置用ベッドや流し台などの設備を設けます。

　　③　倉庫

　　　・管理用の備品や書類などを収納する場所として適宜設けます。

　　④　機械室

　　　・導入する熱源・空調設備などに適した規模とします。

　　　・メンテナンスや将来の設備機器更新を考慮し、機器の搬出入が容易な位置に配置しま

す。

　 【防災関連部門】

　　①　備蓄倉庫

　　　・災害時の応急・復旧支援に必要な物資の保管場所として設けます。

　　　・災害時の支援物資などの集積場所となるメインアリーナに隣接して設けます。

　　②　非常用自家発電設備

　　　・災害発生時から７２時間（３日間）の電源供給が可能な燃料を確保した非常用自家発電

機の設置を検討します。

　 【駐車場・駐輪場】

　　①　一般車両駐車場

　　　・公共交通機関の利用促進を図りつつも、自動車による来館が多くなることが想定される

ため、２９０台程度の駐車場を確保します。大規模な大会などにより駐車台数の不足が

想定される際は、隣接して整備される予定の東北新幹線七戸十和田駅利用者用の駐車場

を利用し、必要な台数を確保します。

　　　・車椅子利用者のための駐車スペースを出入口付近に確保します。　

　　②　大型バス駐車場

　　　・大規模な大会や各種イベント開催時には大型バスによる来場者が想定されるため、大型

バス用の駐車場を１２台程度確保します。

　　③　駐輪場

　　　・利用者に配慮し、新体育館の出入口付近に設けます。

　　　・自動車や歩行者動線に配慮した位置に設けます。

　　※室名に下線があるものは、交付金申請のために設置が必要な室を示します。



－ ３２ －

メインアリーナのコート利用イメージ（４７．０ｍ×３８．０ｍの場合）
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メインアリーナのコート利用イメージ（４７．０ｍ×３８．０ｍの場合）

■規格一覧

バスケットボール：（公財）日本バスケットボール協会

バレーボール：（公財）日本バレーボール協会

バドミントン：（公財）日本バドミントン協会

ハンドボール：（公財）日本ハンドボール協会

テニス：（公財）日本テニス協会

ソフトテニス：（公財）日本ソフトテニス連盟

フットサル：（公財）日本サッカー協会

卓球：（公財）日本卓球協会

柔道：全日本柔道連盟

剣道：全日本剣道連盟

弓道：（公財）全日本弓道連盟

※（　）内の数値は公式規格で必要な間隔を示す。
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サブアリーナのコート利用イメージ（３２．０ｍ×２０．０ｍの場合）

※（　）内の数値は公式規格で必要な間隔を示す。
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３．施設配置等のイメージ

⑴ 機能構成と配置
　新体育館の機能構成・各室の配置は、概ね下図のイメージ例のように想定されます。なお、

今後の詳細設計等により変更となる場合があります。
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４．施設整備において配慮すべき事項

⑴ 新体育館へのアクセス・動線への配慮
　新体育館の整備にあたっては、歩行者・自転車・自動車の動線に配慮し、車寄せの設置や歩行

空間の確保など、誰もが安心・安全にアクセスできる環境を整えます。敷地内における交通動線

については、歩車分離を明確にし、自動車・自転車の車両動線と歩行者動線が交錯しないよう安

全に配慮した動線計画とします。

⑵ 耐震安全性への配慮
　官庁施設の総合耐震計画基準によると、避難所として位置付けられた体育館の耐震安全性の分

類は、構造体Ⅱ類、建築非構造部材Ａ類、建築設備乙類として計画する必要があります。耐震安

全性の目標は、大地震後、構造体及び非構造部材（天井仕上材や家具など）は、人命の安全確保

が図られ、軽微な補修のみで継続使用が可能な仕様とします。建築設備は大地震後の人命の安全

確保及び二次災害が発生しない仕様とします。

・耐震安全性の目標

部　位 分類 耐震安全性の目標

構造体 Ⅱ類

大地震後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できる

ことを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるもの

とする。

建築

非構造部材
Ａ類

大地震後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管

理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しない

ことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られ

るものとする。

建築設備 乙類 大地震後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られるものとする。

※官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年版）より抜粋

⑶ 環境への配慮
　環境への負荷を低減するとともに、ライフサイクルコスト※の低い新体育館の整備をめざしま

す。太陽光発電設備などの再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入のほか、自然通風・自

然採光を効果的に取り入れた計画を検討します。

　※ライフサイクルコスト：建物の企画段階から施工・運営され、それが解体されるまでに係る費用。

⑷ 防災への配慮
　新体育館は多くの人々が利用する施設であり、地震などの災害時には避難所としての役割を担

うことから、地震などの災害に強い建物構造とします。また、平成２５年に策定された「道の駅

周辺防災拠点化計画」では、道の駅周辺施設の防災力の強化を目的に道の駅を拠点とし、周辺の

東北新幹線七戸十和田駅、七戸町観光交流センター、イオン七戸十和田駅前店、東八甲田温泉、

駅前レンタカー各社の荒熊内地区の主要施設と近隣の消防本部、警察署などが連携し、帰宅困難

者の宿泊場所、水・食料などの提供について役割を明確にしています。新体育館が建設された際
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には対象施設に組み込まれることが想定されるため、備蓄倉庫や非常用自家発電設備などの防災

用設備の設置を検討します。

⑸ ユニバーサルデザイン※への配慮
　誰もが安心・安全にかつ快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインを導入します。具体的

には高齢者や障がい者に配慮したスロープやエレベーター、多目的トイレ、障がい者用駐車ス

ペースなどを整備します。

　※ ユニバーサルデザイン：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい、能力の如何を問わず

に利用しやすいように製品やサービス、環境をデザインすること。

⑹ 電気・空調設備への配慮
　①電気設備

　　電気設備は省エネルギーや長寿化に配慮し、維持管理がしやすく、ライフサイクルコストの

低減を図れるものを設置します。なお、キュービクル※と非常用自家発電設備は、建設予定地

が海から十分に離れた場所に位置しているため塩害の恐れがないこと、七戸町洪水ハザード

マップでも浸水の恐れがないことから、屋外への設置を前提に計画します。

　※ キュービクル：発電所から変電所を通して送られてくる高圧電力を変圧するための受電設備を収めた金属

製の箱。

　②空調設備

　　空調設備は全館に設けます。アリーナ部は大空間に適したものとし、バドミントンなど風の

影響を受けやすい競技に配慮した空調方式とします。また、観覧席も快適な環境が保てるよう

にします。

　　アリーナ部以外は個別運転が可能な方式とし、ランニングコストの低減が図れるものとしま

す。
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１．事業スケジュール

　新体育館は平成３７年度に青森県で開催予定の第８０回国民体育大会において「剣道競技」の

会場地として内定しています。開催までの準備期間を踏まえ、平成３５年度の供用開始をめざし

ます。設計業務については平成３０年度に基本設計、平成３１年度に実施設計を行います。平成

３２年度から造成工事に着手し、平成３３、３４年度の２ヶ年で新体育館の建設を行います。

項　目 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度

基本計画

基本設計

実施設計

造成工事

建設工事

外構工事

供用開始

２．事業手法の検討

　前述のとおり、新体育館は平成３４年度までに工事を完成させる必要があります。そのため、

事業の進め方として事業期間が短く、市場動向の変化などによる価格変動に対応しやすい方式の

選択が必要です。考えられる事業方式を以下に示します。

事　業　方　式 概　　　　　要

方式1

設計・施工分離発注方式

（従来方式）

民間事業者に設計と施

工を個別に発注する方

式。町が維持管理を行

う。（一部、業務委託）

・設計者が実施した設計による工事

の仕様を条件に、施工だけを発注

する方式。

・事業プロセスのうち、設計が終了

した段階で工事を発注する。

方式2

設計・施工一括発注方式

民間事業者に設計と施

工を一括して発注する

方式。町が維持管理を

行う。（一部、業務委

託）

・具体的な仕様の検討も含めた設計

を施工者に一括発注する方式。

・設計段階から施工者による独自の

技術や提案が可能となる。

・事業プロセスのうち、基本設計段

階から施工者が関わる。
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方式3

ＰＦＩ※方式

民間事業者に設計と施

工、管理運営まで一括

して発注する方式。

・工事が完成した段階で発注者は引

き渡しを受け、維持管理業務の継

続的な実施を求める。

・発注の際は、工事目的物に関する

仕様だけでなく、維持管理に関す

る仕様についても発注する。

　「方式1」は従来の方式で、町が主導権をもって運営できるメリットはありますが、民間事業者

の独自技術や管理運営手法を反映させることはできません。

　「方式2」は設計・施工を同一企業へ発注するため、独自の技術や工法を活用し、設計内容を熟

知したものが施工を行うため、工期短縮やコスト縮減が期待できますが、様々な実績・ノウハウ

を有する大規模な民間事業者（建設会社など）が有利になり、町内企業を限定または優先した発

注条件を設定できません。

　「方式3」も「方式2」と同様に大規模な民間事業者が有利になります。さらに、町ではＰＦＩ方

式による発注業務実績がないため、新たな発注業務の支援委託費を見込む必要もあります。ま

た、発注に向けての導入可能性調査や発注仕様書作成に係る委託費と期間を見込む必要がありま

す。以上から、本事業の事業手法は「方式1」の設計・施工分離発注方式が最も適していると判

断します。

　※ PFI：民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設などの設計・改修・更新や維持管

理・運営を行う公共事業の手法。

３．概算事業費

　新体育館の建設に係る概算事業費については、想定延床面積を６，０００㎡とし、建設工事

費を約２７．５億円と想定しています。この金額は近年の労務単価や建設資材の高騰、消費税

１０％への引き上げを考慮したものですが、今後の市場動向によっては変動する可能性がありま

す。

　建設工事費に加えて、外構工事や備品購入などのその他の経費を加味すると、概算事業費は約

３１．６億円と想定されます。

項  目 概　算　額 備  考

建設工事費 2,748,000,000円 6,000㎡×458,000円/㎡

外構工事費 160,000,000円 約12,000㎡、駐車場一般車両290台程度、

大型バス12台程度

委託費等 100,000,000円 設計・監理費等

上下水道工事費 50,000,000円 上水道：約350ｍ、下水道：約250ｍ

その他事業費 100,000,000円 備品購入費等

総事業費 3,158,000,000円 消費税含む
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４．財源確保の考え方

　建設などの事業に係る財源は、学校施設環境改善交付金を活用し、残りの事業費については、

地方債（過疎債）や町が負担する一般財源での対応を想定しています。その他、活用できる交付

金を検討します。

体育館建設工事費 2,748,000,000円  建設工事費

財　

 

源

国庫支出金 225,612,000円 学校施設環境改善交付金

地　方　債 2,522,300,000円 過疎債

一 般 財 源 88,000円 町が負担する額




