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スポーツを核としたまちづくり
～地方創生関係交付金の活用と施設運営における民間ノウハウの導入～茨城県境町

©Naoki Gaman / JFBF 



＜茨城県境町×アルゼンチン共和国＞

ペリー来航を契機に90年続く交流の歴史

1853年(嘉永6年) 浦賀にペリーが来航

ペリー御一行のアルゼンチン人モンテネグロ氏を、下総関宿藩の右筆であった

野本作次郎氏が幕府の役人の一人として接待

1933年(昭和8年)
作次郎氏の孫(作兵衛氏)とモンテネグロ氏の孫(モンテネグロ代理公使)が面会

1935年(昭和10年)
モンテネグロ代理公使が、長田小学校(現、町立長田小学校)を訪問

1937年(昭和12年)
モンテネグロ代理公使が建築費を援助され、地域の青年研修所として境町に

「モンテネグロ会館」を建設

2020年(令和2年)
隈研吾氏設計によりモンテネグロ会館を改築

1933年(S8年)から交流開始！

▼主な歴史

▼モンテネグロ代理公使(左)と野本作兵衛氏(右)▼1853年(嘉永6年)に浦賀にペリーが来航

▼モンテネグロ代理公使、長田小学校訪問

▼モンテネグロ会館建設
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＜ホストタウンとしての取組＞

アルゼンチンと事前キャンプに関する覚書を締結

▲2020東京五輪における事前キャンプに関する覚書締結

2018年(H30年)4月

2016年(平成28年)6月
国にアルゼンチン共和国のホストタウンとして登録

2018年(平成30年)4月

●アルゼンチンオリンピック委員会との事前キャンプに関する
覚書締結

●東京オリンピックでの同国選手団の事前キャンプ誘致に向け、
施設の整備等、互いに協力することを決定

▼これまでの取組み
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▲町内外施設の視察及び受入れ協議を実施

2018年(平成30年)  4月 オリンピック委員会
2018年(平成30年)  7月 オリンピック委員会
2019年(令和 元年)  6月 女子柔道選手団

2019年(令和 元年)  8月 オリンピック委員会
2019年(令和 元年)11月 オリンピック委員会

2020年(令和 ２年)  1月 ハイパフォーマンスセンター
（ENARD）

▼アルゼンチンからの視察一覧



＜ホストタウンとしての取組＞

アルゼンチン共和国大統領への表敬訪問

▲アルゼンチンオリンピック委員会へ訪問した橋本町長

▲ブエノスアイレス・ユースオリンピック競技の視察及び閉会式への出席

2018年(H30年)10月

2018年(平成30年)10月
事前キャンプの誘致に向け、橋本町長がアルゼンチンオリンピック
委員会を訪問しトップセールスを実施した他、同委員会から招
待を受け、ブエノスアイレス・ユースオリンピック競技を視察し、閉
会式に出席。
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▲マウリシオ・マクリ大統領
への表敬訪問

▲ブエノスアイレス市ディエゴ・
サンティッリ副市長への表敬訪問

▼整備を要望された主な施設

▲ホッケー場 ▲テニスコート ▲柔道場

2018年(平成30年)10月
ユースオリンピック競技を視察した翌日、ユースオリンピック
代表選手団のマクリ同国大統領（当時）への表敬訪問
に橋本町長が同行し、同大統領等に表敬訪問した際、
大統領より直接、ホッケー場の整備等を要望される。



＜アルゼンチンより要望＞

オリンピック基準のホッケー場を整備
●圏央道（首都圏中央連絡自動車道）境古河IC周辺土地区画整理事業地区内に、アルゼンチン共和国の

マクリ大統領（当時）や同国オリンピック委員会より要望されたホッケー場を整備。

●日本国内では数少ない、オリンピック基準の「ウォーターベース人工芝」を採用。

▼2020年(令和2年)3月に完成した境町ホッケーフィールド

■予算年度
■完成年月
■コート面積
■芝の種類

■照明
■オープン日

▲自動散水 ▲MUSCO社のナイター設備

▼施設詳細

総事業費 約5億2,360万円

町の持ち出し

60％（約3億1,416万円）

社会資本整備総合交付金

40％（約2億944万円）

：令和元年度
：令和2年3月
：縦101.4m×横63m
：ショートパイル人工芝
（ウォーターベース）
：MUSCO社 スポーツライティング
：令和3年1月

2020年(R2年)3月完成！
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＜アルゼンチンより要望＞

オリンピック基準のテニスコートを整備
●アルゼンチン選手団の事前キャンプ誘致等を目的に、オリンピック基準の屋内外テニスコートを整備。

●2020東京五輪の会場となった、有明テニスの森公園と同じ仕様のハードコート（デコターフ）となっており、

うち2面は屋内コートであるため、天候に左右されずプレイすることが可能。

▼2020年(令和2年)3月に完成したSAKAI Tennis court 2020

■予算年度
■完成年月
■コート仕様
■コート数
■照明
■オープン日

▲屋内コート（2面）

▼施設詳細

▲屋外コート（手前2面）

総事業費 約4億4,165万円

町の持ち出し

50％（約2億2,082万円）

社会資本整備総合交付金

50％（約2億2,083万円）

：令和元年度
：令和2年3月
：Deco Turf（デコターフ）
：4面（屋内2面、屋外2面）
：MUSCO社 スポーツライティング
：令和3年11月

2020年(R2年)3月完成！
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＜アルゼンチンより要望＞

オリンピック基準の柔道場を整備
●アルゼンチン選手団の事前キャンプ誘致等を目的に、オリンピック基準の柔道場を整備。

●畳の張り替えや照明のLED化を行った他、エアコンの設置やシャワールームの改修、脱衣所付きの更衣室を設

置するなど事前キャンプの受入れ整備を実施。

▼2020年(令和2年)3月に改修を終えた柔道場

■予算年度
■完成年月
■照明
■その他

▼施設詳細

総事業費 約6,600万円

町の持ち出し

87％（約5,770万円）

地方交付税措置額

13％（約830万円）

：令和元年度
：令和2年3月
：LED照明
：エアコン完備

2020年(R2年)3月完成！
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コロナウイルス感染症による
東京オリンピックの延期

2020年(R2年)3月

オリンピック前の会場整備で東京の大井
ホッケー競技場等の利用が不可能
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境町ホッケーフィールド

→ 東京から車で約1時間の境町が注目される
→ 密を避ける良環境
→ ホッケー場からホテルまでは、徒歩で行き来が可能

バブル方式でコロナ禍の合宿に最適！
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＜境町ホッケーフィールド＞

ホッケー女子日本代表が合宿を実施
●新型コロナウイルス感染症の影響で東京五輪が延期となり、会場である大井ホッケー場が使用できない中、

東京から車で約1時間の境町のホッケー場が注目され、これまで、2021年1月～4月にかけてホッケー女子

日本代表「さくらジャパン」が3度の合宿を行った他、同年6月には、ホッケージャパンリーグ(HJL)の会場とし

て使用された。

▲2021年1月～4月にかけ、2020東京五輪へ向けて
境町で3度の合宿を行った、ホッケー女子日本代表「さくらジャパン」

▲合宿の様子

▲橋本町長への表敬訪問

2021年(R3年)1月～4月
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＜境町ホッケーフィールド＞

日本代表 vs アルゼンチン代表のテストマッチを開催

●東京オリンピックに向けた事前キャンプとして、アルゼンチン代表選手団（男女）がホッケー場を使用し、キャンプ

中に同国女子代表と、日本代表「さくらジャパン」とのテストマッチが開催された。

▲日本代表「さくらジャパン」とのテストマッチを終えた、
アルゼンチン女子代表

▲日本代表

▲テストマッチの様子

2021年(R3年)7月14・16日開催！

▲アルゼンチン代表
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＜ホストタウンとしての取組＞

アルゼンチン選手団100人を受入れ
●2021年7月2日～19日にかけ、ホッケーや柔道等のアルゼンチン選手団100人の事前キャンプを受入れた。

●うち、ホッケー女子は、東京オリンピックで銀メダルを獲得。

▼アルゼンチン選手団 事前キャンプ受入実績

日付 種目 人数

7/2～18 柔道（女子） 4人

7/8～18 アルゼンチンオリンピック委員会 4人

7/9～17 ハンドボール（男子） 22人

7/12～19 ホッケー（男子） 26人

7/12～19 ホッケー（女子） 27人

7/14～18 バレーボール（女子） 17人

合 計 100人

▲柔道 パウラ・パレト選手

▲銀メダルを獲得した女子ホッケーチーム

2

2021年(R3年)7月2日～19日
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＜常設としては日本初！＞

世界レベルのアーバンスポーツパークを整備
●東京オリンピック後のレガシーとして、また、アーバンスポーツの国際大会招致を目的に、東京大会で新たな競

技種目として追加された「BMXフリースタイル・パーク」や「スケートボード」などの競技が実施可能な施設を整備。

●常設としては日本初となる世界大会が開催可能なレベルの施設であり、アーバンスポーツの総合国際大会で

ある「ＦＩＳＥ(エクストリーム・スポーツ国際フェスティバル)」等を誘致可能。

▼2021年(令和3年)3月に完成した境町アーバンスポーツパーク

■予算年度
■完成年月
■設計
■サーフェース
■延べ面積
■ランプの高さ
■照明
■利用可能競技

■オープン日

▼施設詳細

▲360°進入可能なジャンプランプ

総事業費 約2億2,400万円

町の持ち出し

25％（約5,600万円）

地方創生拠点整備交付金

50％（約1億1,200万円）

地方交付税措置額

25％（約5,600万円）

：令和2年度
：令和3年3月
：ハリケーン・パークス社（仏国）
：Skatelite（米国）
：縦55m×横35m 延べ1,888㎡
：最高3,500mm
： MUSCO社 スポーツライティング

：令和3年5月

：BMXフリースタイル、スケート
ボード、インラインスケート 等

2021年(R3年)3月完成！
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＜境町アーバンスポーツパーク＞

BMXフリースタイル ジャパンカップ開催
●東京オリンピック開催前の完成となったことにより、大会前最後の国内戦が境町で開催された。

●本大会には、BMXフリースタイル・パークの世界トップ選手で、既に東京大会への出場が内定していた中村輪夢

(ナカムラ リム)選手や大池水杜(オオイケ ミナト)選手も参加した。

■大会名

■種目
■日程

■主催
■協賛

■出場者数
■優勝者

▼大会詳細

©Naoki Gaman / JFBF 

：マイナビ Japan Cup
※公益財団法人 日本自転車競技連盟 公認大会

：BMXフリースタイル・パーク
：令和3年５月14日（金） 公式練習

15日（土） 予選
16日（日） 決勝

：一般社団法人 全日本フリースタイルBMX連盟（JFBF）
：特別協賛 株式会社マイナビ
：協賛 ヤフー株式会社
：59名
：男子エリートクラス 中村 輪夢（ナカムラ リム）
女子エリートクラス 大池 水杜（オオイケ ミナト）

2021年(R3年)5月開催！
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＜境町アーバンスポーツパーク＞

ローラーフリースタイル 全日本選手権開催
●ローラーフリースタイル（アグレッシブインラインスケート）の世界トップ選手である、東千尋(アズマ チヒロ)選手も

参加する同競技の全日本選手権「JASPA2021 PARK」を開催。

■大会名
■種目
■日程
■主催
■協賛

■後援

■出場者数
■優勝者

▼大会詳細

：JASPA2021 PARK
：ローラーフリースタイル パーク
：令和3年11月14日（日）
：日本ローラーフリースタイル協会
：グッドスケート株式会社、株式会社キュー、
株式会社ベアフット・リパブリック

：一般社団法人ワールドスケートジャパン
一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会

：26名
：パークMEN 片山 昂（カタヤマ ノボル）
パークWOMEN 東 千尋（アズマ チヒロ）大会ポスター

2021年(R3年)11月開催！
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スポーツパークの課題

→ 建設費がかかる
→ 運営管理費がかかる

負の遺産になりがち！

さかいスタイルの施設運営方法を確立
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維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法①

総工費

新しい財源
(ふるさと納税等)

補助金
①

補助金
②

境町モデル

①補助金やふるさと納税を活用、
町の持ち出しを減らして施設を設立
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維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法②

従来の施設管理境町スタイル

②複数施設をまとめて一社に委託し管理、維持管理費０円

維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法②

18



＜境町ホッケーフィールド＞

企業版ふるさと納税を活用したクラブハウス
●全国初となる(株)一条工務店からの企業版ふるさと納税を活用して、ホッケーフィールドのクラブハウスを整備。

●南海トラフ地震等の国難級の災害時には、当該施設を被災地に迅速に移設して応急仮設住宅や本設の災害

公営住宅として提供。

●整備にかかる費用は全額寄付のため、町の持ち出しは0円。

維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法②

＜ホッケー場＞

企業版ふるさと納税を活用したクラブハウス

▼境町ホッケーフィールド クラブハウス外観

■完成年月
■設計・施工
■延べ床面積
■建築面積
■規模・構造
■最高高さ
■部屋の種類

▲アイスバスが設置可能なシャワールーム ▲トイレ等完備

▼施設詳細

整備費 約1億4,000万円（予定）

企業版ふるさと納税による寄付

100％

：令和3年12月予定
：株式会社一条工務店
：402.42㎡
：201.25㎡
：木造 2階建
：6,594㎜
：施設受付、管理人室、ミーティングルーム、
シャワールーム、ロッカールーム、役員室、
審判室、給湯室

19



＜境町アーバンスポーツパーク・SAKAI Tennis court 2020＞

企業版ふるさと納税を活用したクラブハウス
●(株)アーキビジョン21 からの企業版ふるさと納税を活用し、テニスコート及びアーバンスポーツパークのクラブ

ハウスを整備。

●地震や水害等の災害時には、当該施設を避難場所として活用。

●整備にかかる費用は全額寄付のため、町の持ち出しは0円。
▼SAKAI Tennis court 2020・境町アーバンスポーツパーク

クラブハウス外観

■完成年月
■設計・施工
■延べ床面積
■規模・構造
■最高高さ
■部屋の種類

▲施設受付 ▲ミーティングルーム

▼施設詳細

整備費 5,000万円

企業版ふるさと納税による寄付

100％

：平成31年4月
：株式会社アーキビジョン21
：49.96㎡
：木造 平屋建
：3,160㎜
：施設受付、管理人室、ミーティングルーム、
ロッカールーム、給湯室

2019年(H31年)4月完成！維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法②

＜アーバンスポーツパーク・テニスコート＞

企業版ふるさと納税を活用したクラブハウス
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維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法➂

▲（例）自動運転バスに、寄付金をいただいた企業のステッカーを掲載

➂自己財源でやらないとならない部分を、
企業からの投資やスポンサー、広告宣伝費等によって補う

維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法➂
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維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法④

▲茨城県境町公式HP

④運営費をふるさと納税の使い道に指定

維持管理費０円

さかいスタイルの施設運営方法④
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一線級の方を

地域おこし協力隊として採用①
●BMXフリースタイル業界で活躍する一線級の方に、境町に移住していただき、地域おこし協力隊として採用。

●子どもたちに向けた教室を開催するなど、本物の指導が実現。

2021年(R3年)11月1日付けで採用！

▼2021年(令和3年)5月に開催された、BMXフリースタイル・パークの大会
「マイナビ Japan Cup」でジャッジを務めた稲葉氏（中央） ▼左から2番目が稲葉氏

■氏名
■主な経歴

▼隊員プロフィール

：稲葉 充秋（いなば みつあき）
：UCI※公認国際審判員（BMXフリースタイル・パーク界で

は日本で唯一）、全日本フリースタイルBMX連盟理事、
BMXフリースタイル次世代ターゲットスポーツ育成事業情報
戦略スタッフ、理学療法士
※国際自転車競技連合

▼左から2番目が稲葉氏

▼主な活動場所である境町アーバンスポーツパーク

23



●Jリーグ加盟を目指し、2016年にNPO法人境スポーツクラブが、境町サッカー場を本拠地とする社会人サッカー

チーム「境トリニタス」の運営を開始。

●2017年に、Jリーグ創成期に浦和レッズで活躍した広瀬治 氏が、2020年に、鹿島アントラーズなどで活躍

した、地元茨城県西地区出身の眞中 靖夫 氏が、それぞれ境町の地域おこし協力隊として監督に就任。

◀2021年の茨城県社会人
サッカーリーグ1部で13得点
を上げ、得点王に輝いた
結城 凌 選手

■2016年

■2017年

■2020年

■2021年

▼チーム概要及び主な成績

▲出典：境トリニタス公式HP

：境トリニタス 運営開始
：茨城県社会人サッカーリーグ3部 優勝
：広瀬 治 氏 監督就任
：茨城県社会人サッカーリーグ2部 優勝
：眞中 靖夫 氏 監督就任
：元Jリーガーで境町出身の金久保彩 選手加入
：茨城県社会人サッカーリーグ１部 ２位
：茨城県社会人サッカーリーグ１部 優勝
：第55回関東社会人サッカー大会 ３位

▲橋本町長より、眞中監督等へ地域おこし協力隊の委嘱状交付

2021年(R3年)10月24日 県1部リーグ優勝一線級の方を

地域おこし協力隊として採用②
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スポーツ振興くじ(toto)助成金を活用し

人工芝のサッカー場を整備

▼2016年(平成28年)5月に完成した境町サッカー場

■リニューアルオープン日：平成28年5月7日
■芝の種類：ロングパイル人工芝（t=60mm）

アストロピッチEV N-60
■照明 ：LED照明

▼施設詳細

平成28年5月7日
リニューアルオープン

総事業費 約1億2,373万円

町の持ち出し

46％（約5,726万円）

スポーツ振興くじ（toto）助成金

54％（約6,647万円）

リニューアル後の施設利用料

約30倍増‼

（H25年度比）

2016年(H28年)
3月完成！

●次世代のサッカー選手育成のため、スポーツ振興くじ（toto）助成金を活用し、既存のサッカー場グラウンドを

土の状態から人工芝生化し、また、LED照明設備を設置し、リニューアル。
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年度 H25H26H27 H28 H29 H30 R1 R2

施設
利用料

9.3
万円

11.3
万円

16.8
万円

146
万円

188
万円

230
万円

271
万円

136
万円



宮崎県新富町
「地域おこし協力隊」制度を活用しサッカーチームを創設

●総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して選手を誘致し、2020年12月に女子サッカーチームを創設。

●所属する選手等24名のうち、元プロサッカー選手含む選手15名とスタッフ2名の計17名が地域おこし協力隊。
●チームは「九州女子サッカー2部リーグ」で優勝し、来季、「九州女子サッカー1部リーグ」に昇格決定。

参考事例

▼2020年12月に活動を開始した
「ヴィアマテラス宮崎」
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出典：宮崎県新富町役場 公式HP
「地域おこし協力隊の活動日誌」

▼オーストラリアのプロチームに所属していた
福丸 智子(ふくまる ともこ)選手（鹿児島県出身）

出典：宮崎県新富町役場 公式HP

▼地域おこし協力隊として住民へ図書の配送支援

出典：宮崎県新富町役場 公式HP
「地域おこし協力隊の活動日誌」

■チーム名
■創部
■活動拠点
■所属人数
■所属リーグ
■地域おこし協力隊業務内容（例）：スポーツ観光・町民交流・
サッカー活動を軸に活動し、町内やチームの広報活動やイベント企画、
施設管理、農業に関する業務も行う。

▼チーム概要

：ヴィアマテラス宮崎
：2020年12月
：宮崎県新富町
：24名（うち、地域おこし協力隊17名）
：九州女子サッカー1部リーグ（来季より）



＜境町ホッケーフィールド＞

主な利用実績（2021年1月25日～12月15日現在）

▼合宿
2021年1月～2月 ホッケー女子日本代表「さくらジャパン」（第1次合宿）
2021年3月 ホッケー女子日本代表「さくらジャパン」（第2次合宿）
2021年4月 ホッケー女子日本代表「さくらジャパン」（第3次合宿）
2021年7月 アルゼンチン代表選手団(男女)

※東京オリンピック事前キャンプ

▼大会・イベント 等
2021年6月 高円宮牌2021 ホッケー日本リーグ（HJL）
2021年7月 日本代表 vs アルゼンチン代表(女子)（テストマッチ）

▼大学・実業団チーム等の利用
・学習院大学 男子・女子ホッケー部（東京都）
・学習院高等科 男子ホッケー部（東京都）
・メトロ東京クラブ（東京都）
・ソニーHC BRAVIA Ladies（愛知県）
・東京ヴェルディホッケーチーム（東京都）
・南都銀行 SHOOTING STARS（奈良県）
・グラクソ スミスクライン女子ホッケー部（栃木県）
・東京都ホッケー協会(女子)（東京都）
・セントポールスホッケークラブ(男子)（東京都） 等

土日は予約でいっぱい！

●これまで、さまざまな大学や実業団チームが練習場として利用。

●2021年6月からは、高円宮牌2021 ホッケー日本リーグ(HJL)の会場としても使用されている。

▲さくらジャパン第1次合宿時
（選手・スタッフ合わせ計52名が参加）

▲日本代表とアルゼンチン代表とのテストマッチ
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茨城県境町
■人口：約2万4,000人
■面積：46.59㎢

境古河IC

目的地 所用時間

成田空港 約1時間

茨城空港 約1時間

羽田空港 約1時間

東京駅 約1時間

八王子駅 約1時間20分

福島飯坂IC 約2時間50分

上越IC 約3時間20分

高崎IC 約1時間

赤城高原SA 約1時間20分

高尾山IC 約1時間20分

大月IC 約1時間50分

海老名SA 約1時間30分

2017年2月26日圏央道 茨城区間全線開通！

東京

28



羽田空港

成田空港

茨城空港

東京駅八重洲口

境町高速バスターミナル

東京駅から
高速バス直通

約80分

2021年7月1日高速バス 境町-東京駅線運行開始！

ACCESS

東京駅八重洲南口

バスターミナル

3番のりば

「境町高速バスター

ミナル行き」乗車

約80分

29



茨城県境町の

隈研吾建築群

全国最多の６施設！

①さかいサンド ②さかい河岸レストラン「茶蔵」

➂粛粲寶美術館「S-Gallery」 ④研究開発施設「S-Lab」

⑤モンテネグロ会館 ⑥干し芋カフェ「S-ブランド」

圏央道 境古河IC

境町役場

ホッケー場

テニスコート

アーバンスポーツパーク

サッカー場

柔道場
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境町高速バスターミナル

2020年11月26日 全国自治体初自動運転バス 定常運行開始！

NAVYA社(仏)のARMAを

3台導入・5年間運行

累積乗車人数

5,667人

累積走行便数

5,136便

2021年12月15日時点

累積視察件数：110団体
累積視察人数：427人

2021年12月15日時点
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バス停全16箇所

全2ルート運行

土日運行

運行概要

各スポーツ施設にも繋がる！自動運転バス の運行ルート

葵カフェ

高速バス
ターミナル

境高校
エコス

干し芋カフェ 道の駅さかい

第1期ルート
（2020年11月26日～）

第2期ルート
（2021年8月2日～）

6 3

1

2

5

4

▼隈研吾氏設計施設
①さかいサンド
②さかい河岸レストラン「茶蔵」
➂粛粲寶美術館「S-Gallery」
④研究開発施設「S-Lab」
⑤モンテネグロ会館
⑥干し芋カフェ「S-ブランド」

かごや

ニコニコパーク

▼スポーツ施設
①SAKAI Tennis court 2020
②境町アーバンスポーツパーク
➂境町サッカー場
④柔道場

1

2

3
4
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選ばれる町・住みたい町

茨城県境町
隈研吾建築先進的な取組み

●手厚い移住・定住施策
●全ての子どもへの質の高い教育

ひとの創生
国内外との
交流協定

防災力強化 健康促進
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質の高いスポーツ施設

©Naoki Gaman / JFBF 



オリンピックレガシーを活かした

親子で楽しめる人工サーフィン場の整備
●東京オリンピックで正式種目となり、注目が集まるサーフィン等の体験ができる人工サーフィン場。

●初心者からオリンピック選手などのプロサーファーまで、幅広い方々が利用可能。

●波を止めた状態では、水中ウォーキングや親子で楽しめるシュノーケリング、また、ＳＵＰヨガなど日々の体力

づくりにも活用可能。

▼2021年度(令和3年度)中の完成を予定している人工サーフィン場(※イメージ)

■予算年度
■完成年月
■造波装置
■構造
■プール
■体験可能種目

▼施設詳細

▲波を止めた状態

総事業費 約2億8,200万円

町の持ち出し

25％（約7,050万円）

地方創生拠点整備交付金

50％（約1億4,100万円）

地方交付税措置額

25％（約7,050万円）

：令和3年度
：令和4年3月予定
：citywave（ドイツ製）
：鉄骨造2階建
：長さ26m、幅9m
：サーフィン、ボディーボード、
水中ウォーキング、シュノーケリング、
SUPヨガ 等

2021年度(R3年度)中完成予定！

▲初心者でも利用できるよう
ポールにつかまりながらサーフィンが可能
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将来、茨城県境町から

世界に羽ばたく選手を！
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