令和５年度全国高等学校総合体育大会北海道実行委員会設立総会 会議録
１ 日

時

令和４年６月７日（火）13:30～13:55

２ 場

所

３階 議会１号会議室

３ 出席者
（１）実行委員会構成員
（２）事 務 局

18名（リモート出席、代理出席、書面参加及び委任状を含む）
７名（室蘭市教育委員会）

４ 会議次第
（１）開
会
（２）挨
拶
（３）報告事項
ア 令和５年度全国高等学校総合体育大会概要
イ 令和５年度全国高等学校総合体育大会準備経過の概要
ウ 令和５年度全国高等学校総合体育大会開催基本方針
エ 令和５年度全国高等学校総合体育大会開催基本構想
オ 令和５年度全国高等学校総合体育大会「大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター
図案」
カ 令和５年度全国高等学校総合体育大会競技会場・競技日程
（４）議
事
第１号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会の設立について
第２号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会会則
第３号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会委員・役員名簿
（５）閉
会
５ 議 事 録（一部、お名前を所属名等に書き換えている部分があります。
）
（１）開 会
【事務局（生涯学習課主幹）
】
それでは、時間になりましたので始めたいと思います。
本日は、お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございます。
これより、令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会設立総会を開催いたします。
設立総会の司会を務めさせていただきます、室蘭市教育委員会 教育部 生涯学習課 主幹の（氏名
省略）と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
開会に当たりまして、
主催者として室蘭市教育委員会教育長 伊藤 博明から御挨拶を申し上げます。
（２）挨 拶
【教育長】
この４月から教育長を務めております伊藤博明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、お忙しい中、令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会に御出席を賜りまし
て誠にありがとうございます。
皆様には、日頃より本市教育行政の推進に、多大なる御支援、御協力を賜り、心よりお礼を申し上
げます。
また、本日はZOOMにて全国高体連フェンシング専門部、遠方より北海道フェンシング協会様にも御
参加いただき、誠にありがとうございます。
さて、令和５年度の全国高校総体の開催が北海道に決定し、北海道実行委員会は札幌一極開催では
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なく「オール北海道」を掲げ、開催準備を進めているところでございます。室蘭市といたしましても、
道教委よりフェンシング競技の開催の要請を受け、このたび、実行委員会を開催する運びとなったと
ころでございます。
室蘭市におきましては、この４月に新体育館であります栗林商会アリーナがオープンし、市内外か
ら利用を見込み、市内のにぎわいの観点からも全国、全道の各種大会や合宿誘致を進めていきたいと
考えているところでございます。全国の関係者から注目を浴びる本大会を無事開催し、参加者並びに
関係者の皆さんに喜んでいただくことは、にぎわい創出はもとより、室蘭市のＰＲにつながるものと
期待しているところでございます。
これまで、基本的な事項につきまして、北海道実行委員会やフェンシング協会の皆様と協議を行っ
ているところではございますが、是非とも、この大会を市民一丸となって盛り上げ、事故などなく無
事に成功させていきたいと考えておりますので、大会実施に向け、皆様のお力添えを賜りたく、心よ
りお願い申し上げます。
簡単ではございますが、令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会に当たっての御挨
拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
（３）報告事項
ア
イ
ウ
エ
オ

令和５年度全国高等学校総合体育大会概要〈議案書 P.１〉
令和５年度全国高等学校総合体育大会準備経過の概要〈議案書 P.２〉
令和５年度全国高等学校総合体育大会開催基本方針〈議案書 P.３〉
令和５年度全国高等学校総合体育大会開催基本構想〈議案書 P.４〉
令和５年度全国高等学校総合体育大会「大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスタ
ー図案」
〈議案書 P.11〉
カ 令和５年度全国高等学校総合体育大会競技会場・競技日程〈議案書 P.13〉
【事務局（生涯学習課主幹）
】
ありがとうございました。
それでは、本日、御出席の方々を御紹介いたします。
出席者の皆様におかれましては、御着席いただいたままで、私がお名前を読み上げたいと思います。

中 略 ［ 事務局（生涯学習課主幹）が出席者等と事務局員を紹介 ］
紹介は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
【事務局（生涯学習課主幹）
】
それでは、会を進めさせていただきます。
まず、報告事項に入りますが、本会は設立総会でございまして、議事を進行する議長が不在となっ
ております。この設立総会での議長の選出を行いたいと思います。
御出席の方々で、議長をしていただける方、どなたかおりますか。
おられないのであれば、事務局から提案させていただきますが、よろしいですか。
それでは、事務局といたしまして、議長には室蘭市教育委員会 教育部長にお願いしたいと思い
ます。
よろしければ、挙手していただくか、リモートの方は手を挙げるボタンを押していただくように
をお願いします。
ありがとうございます。それでは教育部長、よろしくお願いします。
【教育部長】
皆さん、こんにちは。
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室蘭市教育委員会教育部長の（氏名省略）と申します。よろしくお願いいたします。
誠に僭越ではございますが、議長として設立総会の司会進行を努めさせていただきますので、皆様
方の御協力をよろしく願いいたします。
恐縮ではございますが、着座で進行させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
それでは、報告事項といたしまして、お手元の議案書の表紙、
「Ⅰ 設立総会」
「<報告事項>」にご
ざいます（１）～（６）につきまして、一括して事務局から報告をお願いいたします。
【事務局（生涯学習課高校総体担当）
】
説明を担当いたします、室蘭市教育委員会 教育部 生涯学習課の（氏名省略）と申します。どうぞ
よろしくお願いいたします。
それでは、報告事項（１）～（６）につきまして御報告いたします。なお、これらにつきましては、
北海道実行委員会などにおいて決定された事項から必要と思われるもの抜粋したものでございます。
それでは、お手元の議案書１ページを御覧ください。
「令和５年度全国高等学校総合体育大会概要」について御説明いたします。
全国高等学校総合体育大会とは、
「インターハイ」とも呼ばれておりまして、学校対抗で行われる、
高校生最大のスポーツの祭典です。なお、本道での開催は、昭和62年以来、36年ぶりとなります。
参加想定人数につきましては、北海道実行委員会では60万人程度と見込んでおります。
このうち室蘭市で開催されますフェンシング競技大会におきましては、私ども事務局といたしまし
ては、選手500名程度と役員及び関係者を合わせまして、合計1,000名程度と見込んでおります。
次に２ページを御覧ください。
「令和５年度全国高等学校総合体育大会準備経過の概要」について御説明いたします。
平成30年８月に全国高等学校体育連盟から令和５年度インターハイの北海道開催につきまして依頼
があり、令和元年９月に令和５年度の北海道開催が正式に決定いたしました。
その後、令和２年８月の北海道準備委員会を経て、令和３年６月に鈴木北海道知事を会長といたし
ます北海道実行委員会が設立されました。
なお、室蘭市におきましては、令和元年度に北海道教育委員会からの依頼を受け、フェンシング競
技大会の開催地として決定いたしました。
それでは、３ページを御覧ください。
北海道実行委員会が決定いたしました「令和５年度全国高等学校総合体育大会開催基本方針」につ
いて御説明いたします。
「開催のねらい」としまして、教育活動の一環であることや、高校生活動を含
めた生徒相互の親睦を深めることなどの他に、
「高校生が輝く大会」をキーワードとしまして、未来へ
飛躍する高校生の育成の機会であることが掲げられております。
また、
「基本方針」といたしましては、お手元の資料のとおりとなっております。
それでは、４ページを御覧ください。
「令和５年度全国高等学校総合体育大会開催基本構想」について御説明いたします。
議案書４ページから10ページの開催基本構想は、３ページの開催基本方針を、より具体的に示した
ものでございますが、詳細の説明は割愛させていただきます。
それでは、11ページを御覧ください。
「令和５年度全国高等学校総合体育大会『大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター
図案』
」について御説明いたします。
北海道開催にあたり、全道の高校生を対象として令和２年に募集し、多数の作品の中から選ばれた
最優秀作品を掲載してございます。また12ページは、大会スローガンを揮毫（きごう）した作品にな
っております。今後、これらの作品を用いて大会のＰＲ活動等を行うこととなっております。
それでは、13ページを御覧ください。
「令和５年度全国高等学校総合体育大会競技会場・競技日程」について御説明いたします。
競技につきましては、29競技33種目が北海道での開催となります。カヌー競技につきましては、北
海道に開催可能な施設がありませんことから、山形県での開催となります。また、ヨット競技につき
ましても、令和６年度まで和歌山県での固定開催となっております。
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なお、室蘭市開催のフェンシング競技大会は、８月２日（水）～６日（日）に栗林商会アリーナで
の開催となっております。
報告事項は以上でございます。
【教育部長】
ただいま事務局からありました報告事項全体をとおして、何かご質問はございますか。御質問のあ
る方は挙手願います。
よろしいでしょうか。それでは、報告事項を終わります。
（４）議 事
第１号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会の設立について〈P.14〉
第２号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会会則〈P.15〉
第３号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会委員・役員名簿〈P.18〉

第１号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会の設立について
【教育部長】
それでは、次に審議事項に入ります。
第１号議案「令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会の設立について」を、事務局
から説明をお願いいたします。
【事務局（生涯学習課高校総体担当）
】
議案書の14ページを御覧ください。
「令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会の設立について」を御説明いたします。
室蘭市実行委員会の設立趣旨案でございます。
実行委員会設立の目的としまして、大きく２つの柱としてございます。
一つは、参加選手が憧れの舞台で、本来の実力を最大限に発揮し、最高の結果を納められるような
大会を、地域の高校生との親睦などを図りながら目指すことで、心身ともに健全な青少年の育成を図
るというものでございます。
もう一つは、この大会開催をとおして、室蘭市のスポーツ振興はもちろんのこと、子どもたちの「夢
に挑戦する力」を育む一助とするとともに、市民や関係団体、行政などが一体となって「誇り輝く室
蘭」の推進に向けて取り組むというものでございます。
これらを達成すべく、本実行委員会を設立することとしております。
説明は以上でございます。御審議をお願いいたします。
【教育部長】
ただいまの第１号議案の説明につきまして、何か御意見、御質問はございませんでしょうか。
ございましたら、挙手していただくか、手を挙げるボタンを押していただきますようにをお願いし
ます。いかがでしょうか。
ないようですので、第１号議案について、原案のとおり御承認いただくということでよろしいでし
ょうか。
よろしければ、挙手していただくか、手を挙げるボタンを押していただくようにをお願いします。
ありがとうございます。
皆様の御賛同を頂きましたので、第１号議案は原案のとおり承認されました。
ありがとうございます。
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第２号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会会則
【教育部長】
次に、
「第２号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会会則案」を、事務局か
ら説明をお願いいたします。
【事務局（生涯学習課高校総体担当）
】
15ページを御覧ください。
令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会会則案につきまして、要点を御説明いたし
ます。
第２条にありますとおり、室蘭市で開催される本大会に関しまして、準備及び運営に必要な事業を
行うことを目的としております。
また、第３条にありますとおり、実行委員会の行う事業は、必要な総合企画、開・閉会式、大会開
催への協力及び支援に関することなどとしております。
さらに、第６条にありますとおり、会長を室蘭市教育委員会教育長としております。
次に16ページを御覧ください。
委員の任期につきましては第８条とおりでございますが、令和５年度末までを予定しております。
第９条にありますとおり、実行委員会には総会を置き、総会の議長は会長または会長が指名した者
としております。
第11条にありますとおり、事務局は室蘭市教育委員会教育部生涯学習課に設置することとしており
ます。
説明は以上でございます。御審議をお願いいたします。
【教育部長】
それでは、第２号議案につきまして、何か御意見、御質問はございませんか。
ありましたら、挙手をお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、第２号議案について、原案のとおり御承認していただける方は、挙手をお願いします。
ありがとうございます。
皆様の御賛同を頂きましたので、第２号議案は原案のとおり承認され、会則は本日、令和４年６月
７日から施行することといたします。
よろしくお願いいたします。
第３号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会委員・役員名簿
【教育部長】
それでは次に、
「第３号議案 令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会委員・役員名
簿」について、事務局から説明をお願いいたします。
【事務局（生涯学習課高校総体担当）
】
18ページを御覧ください。
実行委員会の構成員につきましては、先ほどの設立趣意に添って18ページに掲げられた方々にお願
いいたしました。委員の皆様におかれましては御快諾いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
また、会則第６条第２項にありますとおり、副会長及び監事につきましては、委員のうちから互選
し、総会の同意を得て、会長が任命することとなってございます。副会長と監事につきまして、互選
をお願いいたします。
説明は以上でございます。
【教育部長】
まず、第３号議案につきまして、何か御意見、御質問はございますでしょうか。
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ありましたら、挙手をお願いします。
それでは、第３号議案のうち、まず委員名簿について、原案のとおり承認することとしてよろしい
でしょうか。よろしければ、挙手をお願いします。
ありがとうございます。
続きまして、副会長及び監事について、お願いできる方はいらっしゃいますでしょうか。
それでは、事務局で案をお持ちであれば、提案をお願いします。
【事務局（生涯学習課高校総体担当）
】
それでは事務局案について、御説明いたします。
まず、副委員長には全国高体連フェンシング専門部常任委員（氏名省略）様と北海道フェンシング
協会理事長（氏名省略）様に、また監事には北海道フェンシング協会理事（氏名省略）様と室蘭市経
済部長（氏名省略）にお願いすることを御提案いたします。
御審議をお願いいたします。
【教育部長】
ただいま事務局より副会長と監事について提案がございましたが、何か御意見、御質問はございま
すでしょうか。
それでは、事務局案のとおり御承認いただくことでよろしいでしょうか。
よろしければ、挙手をお願いします。
ありがとうございます。
皆様の御賛同を頂きましたので、第３号議案は委員については原案のとおり、副会長と監事につい
ては、事務局提案のとおり承認されました。ありがとうございます。
以上で、設立総会の議事について終了いたしました。
皆様方の御協力のもと、本日付をもちまして、
「令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委
員会」を設立いたします。
それでは、議長の任を解かせていただき、進行をお返しいたします。御協力ありがとうございまし
た。
（５）閉 会
【生涯学習課主幹】
ありがとうございました。
以上をもちまして、令和５年度全国高等学校総合体育大会室蘭市実行委員会設立総会を閉会いたし
ます。
なお、副会長及び監事が決定いたしましたので、後ほど室蘭市実行委員会委員名簿をお配りいたし
ます。
次第では、この後休憩を挟むことになっておりますが、会がスムーズに進んでおりますので、この
まま第１回総会に入らせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
（終了）
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