
　徳島市立体育館を利用している競技団体や体育連盟など４６団体に対して、過去に県内で開催した大会

で最も大きい大会、全国大会規模の開催に必要な施設規模、新体育館に求める機能等の調査を実施した。

　集計結果はつぎのとおり。

　　【　調査概要　】

　　　　　調査期間　：　平成３０年６月２６日から７月３１日まで

　　　　　調査団体　：　市体育協会及び県体育協会に加盟する競技団体

　　　　　　　　　　　　　　小学校・中学校・高等学校の体育連盟など４６団体

　　　　　回 答 数   ：　１７団体（回答率　３７．０％）

１　過去に県内で開催した大会で、最も大きい大会について

競技団体名 大会名 開催年月日 開催場所 参加団体数 参加者数

徳島県バスケットボール協
会
徳島市バスケットボール協
会

第24回FIBAｱｼﾞｱ男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会兼2008北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｱ
ｼﾞｱ地区予選

H19.7.28～8.5
アスティ徳島

徳島市立体育館
１６ヶ国 約５００人

徳島県バレーボール協会
H15　全日本９人制バレーボール
総合女子選手権大会

H15.11.21～24
徳島市立体育館

北島北公園総合体育館
６２チーム ９３０人

徳島県バドミントン協会 全日本シニア大会 H13.11 徳島市立体育館
鳴門アミノバリューホール

４７都道府県 約１，６００人

徳島県サッカー協会（フッ
トサル）

全日本フットサル選手権大会徳島
県大会

H26.9 鳴門アミノバリューホール ２０団体 約３００人

徳島県剣道連盟
第16回全国健康福祉祭　剣道交流
大会

H15.10.19～20 阿南総合スポーツセンター ５９団体 ３６１人

徳島県卓球協会
全日本卓球選手権大会（カデットの
部）

H18.11.10～12 鳴門アミノバリューホール ４７都道府県 約８００人

徳島県スポーツチャンバラ
協会

四国大会 H28.6.19 田園パーク　健康の館 １５団体 約１５０人

徳島市卓球協会 徳島市卓球選手権大会（オープン大会） H30.5.27 徳島市立体育館 － 約８００人
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　　　　　　　　　競技団体へのアンケート調査の結果報告について
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２　全国大会規模の開催に必要な施設規模等

必要面数・台数 コート間の余裕 必要な施設 必要な設備・機能 観客席 駐車場 その他の意見

徳島県バスケットボール ６面（メイン４面×サブ２面） コート間３～４m　壁まで３～４m 多数の控室及び諸室 可動式リング、電光掲示版 5,000席（可動席含む） ３００台以上 天井１５m以上

協会 （全国大会誘致には最低条件） (審判、オフィシャル、競技委員、役員等） 　　　　　　　　　　　（各コート） 固定席で1,500席ぐらい （多ければ多い 明るさ１，５００ルクス以上

空調設備 （サブコートにも必要） 　　　　　　ほどよい） エレベーター・バリアフリー(車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄ）

Wi-Fi環境・更衣室男女各２部屋以上

徳島県バレーボール 男子　５面（１面　２１．５ｍ×１０．５ｍ） コート間６ｍ（最小） 選手アップ場２面程度 空調（冷暖房） ４，０００席以上　 ３００台以上 天井高　１５ｍ（標準１２．５ｍ以上）

協会 女子　６面（１面　１８．０ｍ×　９．０ｍ） （可動席共） 大型バス　５台 エレベーター・バリアフリー

県大会は最大１０面～１２面 県大会　2,000席以上 マイクロバス　５台 障害者用の観客席

メイン２０面 コート間４～５m アップ場としてサブ必要 空調設備 ３，０００席以上　 ３５０台以上 天井２０m以上

徳島県バドミントン協会 サブ６面 バス　１０台以上 エレベーター・バリアフリー

障害者用の観客席設置

徳島県サッカー協会 メインアリーナ３面（1面　２０ｍ×４0ｍ） コート間５ｍ 更衣室（最低４室）、シャワールーム、 空調、電光掲示板 1,000席以上　可動席要 ５００台以上 天井高　15ｍ以上

　　　(フットサル） サブアリーナ１面（２０ｍ×４0ｍ） 会議室（大１、中２、小２）、放送室、医務室 移動式パーテーション （県大会　５00席以上） バス　１０台程度 エレベーターの設置

バリアフリー・障害者用の観客席の設置

徳島県剣道連盟 剣道場（試合場）１１ｍ×１１ｍが４面必要 コート間４ｍ 選手アップ場として別途２～３面必要 空調 １，０００席以上　 ５００台以上 球技種目の意見とする

バス　３０台以上

徳島県卓球協会 メインアリーナ３０台（県大会６０台） 台と台の間　１４ｍ（県大会　７ｍ） 空調 ２，０００席以上　 ５００台以上

サブアリーナ１０台（県大会２０台） バス　２０台程度

徳島県スポーツチャン ２０面（１面６ｍ×６ｍ） コート間３ｍ １，５００席以上　 なるべく多く

バラ協会 ※できれば１面７ｍ×７ｍが望ましい 料金は無料

徳島市バスケットボール メイン４面 コート間４ｍ 会議室２　　　大会役員控室１ 可動式リング ３，０００席以上　 ３００台以上 エレベーター

協会 サブ２面 壁まで４ｍ 競技役員控室１ 電光掲示板　　空調 更衣室（男女各２部屋）

２４面（１面１４ｍ×７ｍ） ８面×３列 練習会場８面程度 空調 1,000席～2,000席 ５００台以上 天井、照明５ｍ以上

３列間に通路　２ｍ×２ 照明５００ルクス以上 エレベーター・バリアフリー

遮光 ミーティングルーム多数
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必要な施設規模・大会開催の規模等

徳島市卓球協会



３　新体育館に求める機能等

諸室名

シャトルが白なので濃い色・コートラインを貼るための目印

採光の良い窓が望ましいが、直射日光が入らないようにすることが必要

照明は調光できるようにすることが望ましい・オレンジは疲れやすい

バスケットボールコート４面（８０ｍ×４５ｍ）を基本に

観客席は可動席２，０００席を含め４，０００席

２階からコート観覧スペースまたは少なくてもいいので観覧席の設置

バレーボールコート２面（２６ｍ×３２ｍ）を基本に

５０名程度２室・２０名程度４室

広く多めにとってほしい

できるだけたくさん必要（審判控室、オフィシャル控室、競技委員控室、広報控室等）

５０㎡～２００㎡ぐらい　（大きい部屋は分割構造でもよい）

来賓用控室・６畳程度の和室

懸垂幕や看板が容易に取り付けられるバトンシステム・横断幕、日本国旗を設置できるように

多くのイベントにも使用できるように、広く充実した設備・舞台両側に控室

舞台上にボールが飛び込まないようなネットもしくは緞帳

必要なし

役員室・選手控室・更衣室への変更可能

軽スポーツ用具等の設置・卓球台５台程度置ける広さ

多くの使用用途に対応できるように用具、器具の整備

２５ｍ×１５ｍ（センター仕切り）

ダンス、フィットネス系スポーツに利用

自由に使用できること

控室に使用変更可能

広く確保したい（２００㎡程度）

２００㎡以上で１００人以上が収容できる部屋・パーテーション等で区画できる構造

音響設備、マイク、プロジェクター、Wi-Fi設備

大会議室（200人収容）１室、中会議室（150人収容）２室、小会議室（30人収容）３室以上

舞台

本部席設置のため必須（５０名から１００名の役員）

必要機能等

メインアリーナ

空調設備・照明（１，５００ルクス以上）・照明はLEDとし修理しやすいもの・国際水準のもの

床は明るい滑りやすいものは不可・床面木板製・内壁、天井色は白色以外

遮光（カーテン）・可動式リング（プレッシャーリリース搭載型）・電光掲示版

フットサルボールが当たっても破損しない強度のある壁面

あらかじめ描かれている床面のラインを床面と同色にする

屋内用鉄棒を２面設置

サブアリーナ

メインアリーナと同様

控室

空調設備・トイレ設置・シャワー室設置

１００名程度の会議ができる室が１室（会議室と併用）

　多目的ルーム

少人数の練習会場として使用可能を望む

固定鏡（２ｍ×４ｍ）、移動式ミラー４枚

トレーニングルーム

多種多様なトレーニングに対応できるよう機器の整備

有酸素系マシン、筋力系マシン、フリーウェイト機器など

会議室

１００名程度の会議ができる広さが必要

モニター・スクリーン・インターネット回線

５０人～１００人が使用できる広さ　

６室以上必要
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諸室名

遊具の設置

広く確保したい

男女各２部屋以上（合計４部屋以上）全国大会誘致には必要条件

シャワー完備（男女５基）

シャワー室を各控室に設置

役員・選手・スタッフ・参観応援者用として多数必要・各控室に設置

子供用と乳児用の設備を整備

アリーナを見渡せる放送室・開会式やセレモニーに対応した音響効果の良い放送設備

空調、ベット２台、担架、製氷機、応急手当が可能な備品等の設備の整った医務室の整備

メインとサブに必要

サポートネット・カウンター６０台分収納・戦績掲示板の保管庫

２階、３階の観客席の１階部分を利用して設置

自動販売機の充実（飲み物や食べ物）・軽食・売店・徳島のお土産店

物販販売が可能な広さ（３～４社が配置できるスペース）

パーテーションが出来るボード（衝立）

アリーナに近い位置

エントランスホールに面して配置

観客席のイスは長イスではなく個別のイス

必要機能等

キッズコーナー

他室と兼用でも可

整備すること望ましいが、必須項目ではないと思われる

託児ルーム、テレビ、ビデオなど

更衣室・シャワー室

ロッカー・更衣室　男女各５０個

談話・休憩コーナー

空調設備

机、椅子を完備し、１００名程度が食事のできるスペース

トイレ・授乳室

トイレは最低４ヶ所（男女別、障害者用）・メインの入口あたりに４ヶ所必要

２階にも男女トイレ設置

５００人～１，０００人の観客をスムーズに回転できるトイレ数

手洗い場のみを設置

放送室・医務室

器具庫

卓球台８０台収容・フェンス（防球）（１４０ｃｍ×７５ｃｍ）５００枚

できる限り広く、器具の出し入れが容易な構造

ハンドボールやフットサルのゴールを分解しなくても収納できる器具庫

競技備品のほか、貸出用器具や遊具も保管できるスペース必要

エントランスホール

明るく広いスペース・大会グッズの販売スペースの設置

事務室

競技場入口近くで、窓口を広くする

玄関近くの便利な位置に設置

コピー等のサービス機能を一ヶ所に集中して設置・FAX、パソコン等

その他

メインアリーナに西側に通路の設置（屋内）・各協会の事務所設置・コンビニ設置

駐車場　普通車４００台、大型バス５０台

開館時間をフレシキブルに対応してほしい（大会によっては早朝からの開館対応など）

アリーナ内ステージ近くにコンセントをたくさん設置（大会記録用のパソコン・プリンター用）
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４　その他、意見・要望等

■公共交通機関の発達していない徳島市では、駐車場の確保が体育施設の必須条件となると思う。

■徳島の市体育館ということで、今後減免などの措置も検討してもらいたい。県総体も生徒数減少等により運営が

非常に困難になってきており、会場費がそのままでは非常に厳しい。

■駐車場が全国大会に対応できる規模にしてほしい。

■Vプレミアリーグや全国大会が可能なアリーナの広さ、観客席の数が設備的に可能な体育館を希望。

【観客席　４，０００以上（２階　２，５００席以上、１階１，５００席）・役員控室　６室以上（プレス室）・シャワー付更衣室４室】

■２０２２年に四国ブロックインターハイで、バドミントンは徳島県での開催が決定した。コートは３６コート使用で空

調、サブ、メイン会場が条件であるが、現時点では空調は鳴門と市立体育館のみで、２６コートしかない。調整に苦

労しているため、大型体育館をお願いしたい。

に新しい武道館を新設してもらいたい。

■全国大会開催可能な独立棟の武道館建設を熱望しており、これまでに徳島県知事、徳島県議会及び徳島市、徳

島市議会に建設要望書を提出し、その概要を知事、市長等に面談のうえ概要説明を済ましている。

■現在の内町小学校を旧動物園跡地に移転し、内町小学校跡地にアリーナまたは新体育館を建設。市立体育館跡

地に文化センターを建設する案を提案したい。

■メインアリーナについては、全日本級の各種大会を誘致するためには、バスケットボールコートが４面取れる広さ

が条件である。（トーナメント、リーグ戦とも偶数面数が理想）

■徳島市の財政状況を考えると厳しいとは思うが、県都徳島市にふさわしい複合施設（体育館・プール・テニスコート

等）の整備を望む。

■早期に着工してほしい。

線が重ならないように把握も必要となる。

■スポーツチャンバラは裸足でするスポーツのため、滑らず段差の少ない床にしてもらいたい。

■現在どこの体育館も冷暖房費別で、かなり高い料金設定になっており、特に冷房は熱中症予防の為には不可欠

となってきているため、できれば料金込みの使用料またはリーズナブルな料金設定を希望したい。

■県外選手が宿泊できる施設の設置。（寮、合宿所のような大人数の対応でき、また低料金で）
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■弓道は「弓道場」があるが、全国大会規模では仮設道場で対応する必要があり、現在県内では「アスティとくしま」

しか実施できない。交通の便、宿泊施設等を考えると、徳島市中心部で開催できる施設が望まれる。メインアリーナ

で仮設道場が出来るような規模であることを要望したい。（近的２８ｍ、遠的６０ｍ）また、駐車場も規模に応じた台数

が確保できるよう願いたい。

■剣道、柔道及び弓道の県内武道関係３連盟は、武道の内容の特殊性から、この体育館とは別に新体育館の近く

■大会の規模にもよるが、全国大会等の複数チーム参加の大会になれば、諸室、控室ごとの把握、選手と観客の動


