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常総市立水海道中学校・坂東市立岩井中学校による 

吹奏楽部合同演奏会 
 

 

 

 

○曲目 

 １曲目  オーメンズ・オブ・ラブ 

 ２曲目  アニメメドレー 

 ３曲目  いきいき茨城ゆめ国体 イメージソング 『そして未来へ』 

 

 

 

 

○演奏者 

常総市立水海道中学校吹奏楽部 ２・３年生の皆さん（２９名） 

坂東市立岩井中学校吹奏楽部 ２・３年生の皆さん（５６名） 

 

 

 

 

○指導者 

 

常総市立水海道中学校吹奏楽部 顧問  袖山 文広 先生 

 

坂東市立岩井中学校吹奏楽部  顧問  長峯寺 徹 先生 

 

 

 

 

 



 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会  

第２回総会次第 

 

 

日時 平成２９年８月１８日（金）午後１時３０分～ 

場所 坂東市民音楽ホール（ベルフォーレ） 

 

 

 

１ 開 会 

・あいさつ 

 

 

２ 報告事項 

・報告第１号  いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会役

員，委員等の変更 

 

・報告第２号  国体及びリハーサル大会の開催日程 

 

・報告第３号  実行委員会 会長の専決処分した事項 

 

・報告第４号  実行委員会の諸会議に係る傷害保険の加入 

 

・報告第５号  実行委員会第１回常任委員会における審議決定事項 

 

   （１）実行委員会会則の一部改正 

   （２）専門委員会規程の一部改正 

   （３）平成２８年度事業報告及び収支決算 

   （４）平成２９年度事業計画及び収支予算 

   （５）各種計画等の策定 

①運営ガイドライン 

     ②広報啓発実施計画 

     ③市民協働推進実施計画 

     ④リハーサル大会開催基本計画 

  ⑤競技役員等編成要項 

  ⑥競技用具整備要項 

  ⑦協賛取扱要項 

 

３ カウントダウンボード点灯 

 

４ 閉 会 
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報告第１号

　実行委員会第１回総会（平成２８年８月２４日開催）以降，平成２９年８月１８日まで

の間における会長，副会長及び委員等の変更について，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・

常総市・坂東市実行委員会会則第８条第３項の規定により報告する。

○会長 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

常総市長 神達　岳志
守谷市長
会田　真一

平成29年3月1日

○副会長 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

守谷市長 松丸　修久
常総市長
神達　岳志

平成29年3月1日

坂東市長 木村　敏文 吉原　英一 平成29年4月17日

○常任委員 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

茨城県ハンドボール協会会長 会田　真一 － 平成29年3月22日

茨城県ハンドボール協会理事長 古矢　勲 安田　博之 平成29年4月2日

守谷市学校長会会長 椎名　和良 菊池　靖夫 平成29年4月1日

茨城県取手警察署署長 小松崎　邦二 藤崎　克久 平成29年3月24日

首都圏新都市鉄道㈱
守谷駅務管理所所長

六笠　良二 羽賀　俊哉 平成29年1月1日

常総市校長会会長 海老原　治夫 山中　久司 平成29年4月1日

常総市観光物産協会会長 熊谷　昇 生井　邦彦 平成29年5月17日

坂東市議会議長 桜井　広美 林　順藏 平成29年6月15日

坂東市教育委員会教育長 大竹　良彦 内桶　博仁 平成29年4月1日

坂東市校長会会長 倉持　英夫 海老原　孝之 平成29年4月1日

茨城県境警察署署長 岡崎　成人 諸澤　精二 平成29年3月1日

茨城西南地方広域市町村圏
事務組合消防本部消防長

中山　道夫 木村　実 平成29年4月1日

東武鉄道㈱東武柏駅管区
七光台駅駅長

大橋　文雄 佐藤　修一 平成28年10月1日

○監事 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

常総市会計管理者
（平成29年8月18まで）

飯田　恒夫 平間　武 平成29年4月1日

守谷市会計管理者 飯野　亘
常総市会計管理者
飯田　恒夫

平成29年8月19日

坂東市会計管理者 金久保　吉之 大久保　正己 平成29年5月1日

機関・団体名及び役職

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会

会長，副会長及び委員等の変更
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○委員 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

茨城県ハンドボール協会統括 安田　博之 － 平成29年6月30日

茨城県ハンドボール協会副理事長 滝川　一徳 － 平成29年6月30日

茨城県ハンドボール協会副理事長
兼総務部長兼事務局長

滝川　剛司 － 平成29年6月30日

茨城県立守谷高等学校校長 海老沼　洋 足立　仁一 平成29年4月1日

関東鉄道㈱守谷駅管区駅長 大山　正 吉原　隆 平成29年6月16日

日本旅行業協会関東支部
茨城地区委員会代表

山口　尚孝 須惠　靖 平成28年10月1日

守谷市金融団幹事行代表 伊藤　哲也 市村　均 平成29年4月1日

茨城県ハンドボール協会副会長 神坂　行雄 山崎　満男 平成29年4月2日

守谷市中学校体育連盟会長 小口　勝洋 辺見　芳宏 平成29年4月1日

守谷市文化協会会長 霜多　俊治 塚原　三千勝 平成29年4月30日

守谷市ＰＴＡ連絡協議会会長 森山　克彦 若杉　勇 平成29年4月29日

守谷市商工会青年部部長 飯島　崇人 高橋　希 平成29年3月27日

守谷ロータリークラブ会長 土田　達雄 橋本　秀明 平成29年7月1日

守谷ライオンズクラブ会長 中里　憲文 兼田　彰二 平成29年7月1日

東日本電信電話㈱茨城支店支店長 松本　健一郎 徳成　卓也 平成29年7月1日

守谷市保健福祉部部長 堀　浩 木澤　正幸 平成29年4月1日

守谷市都市整備部部長 古谷　浩一 山中　毅 平成29年4月1日

守谷市上下水道事務所所長 海老原　光雄 寺田　弘 平成29年4月1日

常総地方広域市町村圏事務組合
管理課長兼施設課長

瀬崎　香代 鈴木　彰 平成29年4月1日

常総市副市長 藤島　忠夫 塩畑　実 平成29年4月1日

茨城県立水海道第一高等学校校長 横田　和巳 武井　一郎 平成29年4月1日

水海道金融団幹事行代表 内村　尚史 横山　信行 平成29年4月1日

石下金融団幹事行代表 廣瀬　寿嗣 霜村　正行 平成29年4月1日

常総市体育協会副理事長 笠倉　不二 稲葉　克徳 平成29年5月15日

常総市文化協会会長 中山　治 堀込　昇 平成29年4月1日

常総市子ども会育成連合会会長 中莖　武江 宮田　憲一 平成29年4月16日

常総市小中学校ＰＴＡ
連絡協議会会長

舘野　光洋 大塚　芳克 平成29年5月13日

常総市公立幼稚園ＰＴＡ
連絡協議会会長

稲葉　幸子 伊藤　洋子 平成29年5月12日

常総市シルバー人材センター
常務理事兼事務局長

坂巻　幸一 後ノ上　賢治 平成29年8月1日

常総市商工会青年部部長 相山　隆司 菊池　健郎 平成29年4月13日
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○委員 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

水海道ロータリークラブ会長 石塚　克己 斎藤　広巳 平成29年7月5日

水海道ライオンズクラブ会長 岡野　光一 寺田　幸男 平成29年6月30日

石下ライオンズクラブ会長 関井　利徳 中野　潔 平成29年7月1日

常総市スポーツ少年団本部長 増田　利一 倉持　栄 平成29年5月30日

常総市市長公室長 染谷　佳男
企画部　部長
加倉田　謙二

平成29年4月1日

常総市総務部部長 荒木　悟志 沼尻　貴如 平成29年4月1日

常総市市民生活部部長 柴　典明 須藤　一徳 平成29年4月1日

常総市保健福祉部部長 吉原　克美 石塚　晴代 平成29年4月1日

常総市都市建設部部長 木村　茂樹 小林　茂 平成29年4月1日

常総市議会事務局事務局長 長妻　克美 斉藤　収 平成29年4月1日

常総市教育委員会教育部長 沼尻　秀子 染谷　佳男 平成29年4月1日

坂東市金融団幹事行代表 池田　芳伸 川島　弘行 平成29年4月1日

ばんどう建設業協会会長 鹿野谷　孝男 岡野　利雄 平成29年4月1日

坂東市スポーツ推進委員会委員長 名越　宏
副委員長
中村　比呂代

平成29年4月1日

坂東市小中学校
ＰＴＡ連絡協議会会長

倉持　守一 鈴木　和彦 平成29年4月1日

坂東市シルバー人材センター
常務理事兼事務局長

鈴木　康夫 飯田　隆夫 平成29年6月17日

坂東市商工会青年部部長 堀　和友 松本　和将 平成29年4月17日

岩井ロータリークラブ会長 奥村　秋夫 海老原　秀幸 平成29年7月1日

猿島ライオンズクラブ会長 森田　孝夫 野口　宜伸 平成29年7月1日

日本郵便㈱岩井郵便局局長 横澤　智志 落合　裕巳 平成29年4月1日

坂東市シニアクラブ連合会会長 染谷　武良夫 谷上　富次 平成29年4月20日

坂東市総務部部長 鈴木　清 塚原　一雄 平成29年7月1日

坂東市企画部部長 大久保　正己 古矢　登士夫 平成29年5月1日

坂東市市民生活部部長 中村　清一郎 前澤　達也 平成29年7月1日

坂東市都市建設部部長 亀井　義弘 染谷　恒雄 平成29年5月1日

坂東市教育委員会教育部部長 和田　聡 石塚　則夫 平成29年7月1日

○顧問 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

行方市長 鈴木　周也 － 平成29年6月1日

守谷市議会運営委員会委員長 高橋　典久 松丸　修久 平成28年12月13日

守谷市議会
保健福祉常任委員会委員長

寺田　文彦 高橋　典久 平成28年12月13日
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○顧問 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

常総市議会副議長 倉持　守 中村　博美 平成29年5月16日

常総市議会運営委員会委員長 中村　安雄 坂巻　文夫 平成29年5月16日

常総市議会総務常任委員会委員長 堀越　輝子 倉持　守 平成29年5月16日

常総市議会
文教厚生常任委員会委員長

坂巻　文夫 金子　晃久 平成29年5月16日

常総市議会
建設経済常任委員会委員長

小林　剛 中村　安雄 平成29年5月16日

坂東市議会副議長 風見　正一 眞喜志　修 平成29年6月15日

坂東市議会運営委員会委員長 風見　好文 木村　敏文 平成28年12月14日

坂東市議会
総務常任委員会委員長

青木　和之 風見　正一 平成28年12月14日

坂東市議会
教育民生常任委員会委員長

青木　浩美 滝本　輝義 平成28年12月14日

坂東市議会
産業建設常任委員会委員長

後藤　治男 染谷　栄 平成28年12月14日

○参与 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

守谷市議会議員 浅川　俊夫 － 平成28年11月21日

守谷市議会議員 末村　英一郎 － 平成28年11月21日

守谷市教育委員会教育長職務代理者 町田　香 髙山　博 平成28年12月1日

守谷市教育委員会教育委員 河原　健 町田　香 平成28年12月22日

常総市教育委員会 教育長職務代理者 入江　昭三郎 － 平成28年9月24日

常総市議会議員 中村　博美 小林　剛 平成29年5月16日

常総市議会議員 金子　晃久 堀越　輝子 平成29年5月16日

常総市教育委員会教育委員 東谷　綾子 石塚　理治 平成28年10月1日

坂東市議会議員 林　順藏 桜井　広美 平成29年6月15日

坂東市議会議員 眞喜志　修 風見　正一 平成29年6月15日

坂東市議会議員 滝本　輝義 青木　浩美 平成29年6月15日

坂東市議会議員 染谷　栄 後藤　治男 平成29年6月15日

坂東市教育委員会教育長職務代理者 倉持　恒幸 風見　治雄 平成29年5月18日

坂東市教育委員会教育委員 倉持　利之 倉持　恒幸 平成29年5月18日

坂東市監査委員事務局代表監査委員 飯田　修 横張　弘志 平成29年5月17日

坂
東
市
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総
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　　報告第２号

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

守 谷 市 成 年 女 子 常総運動公園総合体育館 ● ● ● ●

少 年 男 子 ● ● ● ●

少 年 女 子 ● ●

少 年 男 子 ●

少 年 女 子 ● ● ● ●

成 年 男 子 坂東市総合体育館 ● ● ● ● ●

成 年 男 子 ●

成 年 女 子 ●

29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

守谷市 男 子 常総運動公園総合体育館 ● ● ●

男 子 水海道総合体育館 ● ● ● ●

女 子 県立水海道第二高等学校体育館 ● ●

男 子 ・ 女 子 坂東市総合体育館 ● ● ●

女 子 県立岩井高等学校体育館 ●

守　谷　市

常　総　市

坂　東　市

会場地 種別等 競　技　会　場

坂東市立岩井第一小学校体育館

リハーサル大会(第23回ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ) 大会日程と会場一覧

競
技
別
開
会
式

競　  　技 　 　日　　  程　（　決　定　）

大会会期（2018年8月4日～8月7日）

2018年7月 2018年8月

坂東市立南中学校体育館

坂 東 市

練　習　会　場

2017.8.18現在

競
技
別
開
会
式

第７４回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体) 大会日程と会場一覧

県立岩井高等学校体育館

県立守谷高等学校体育館

坂東市立岩井中学校体育館

水海道総合体育館

県立水海道第二高等学校体育館

開　放　日　程　（　未　定　）

守谷市立御所ケ丘中学校体育館

常 総 市

全体会期（2019年9月28日～10月8日）競技別会期（2019年10月3日～10月7日）

2019年9月 2019年10月会場地 種別等 競　技　会　場

競　  　技 　 　日　　  程　（　決　定　）

開　放　日　程　（　未　定　）

坂東市立岩井中学校体育館

坂東市

守谷市

常総市

坂東市

常総市立水海道中学校体育館

常総市立水海道西中学校体育館

坂東市立岩井第二小学校体育館

県立守谷高等学校体育館

県立水海道第一高等学校体育館

練　習　会　場

守谷市立けやき台中学校体育館

県立水海道第一高等学校体育館

常総市立鬼怒中学校体育館

常総市
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報告第３号 

 

 

専決処分した事項 

 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則第１５条

第１項の規定に基づき，平成２９年３月２９日に専決処分したことから，

同条第２項の規定により別紙のとおり報告するので，承認願いたい。 
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報告第３号

（平成２９年３月２９日専決処分）

本年度
予算額

暫定
予算額

比較 説明

１　負担金及び助成金 45,000,000 45,000,000 0
守谷市，常総市，坂東市から1,500万
円

２　繰入金 36,500,000 36,500,000 0 国体開催準備積立金から

３　繰越金 499,284 0 499,284 前年度繰越金

４　諸収入　 600,000 600,000 0
預金利子，啓発品販売手数料及び事業参
加負担金等

82,599,284 82,100,000 499,284

本年度
予算額

暫定
予算額

比較 説明

１　総務管理費 7,751,000 7,079,000 672,000

01会議費 1,086,000 803,000 283,000 01諸会議運営事業

需用費 202,000 202,000 0 用紙代，卓上花代，会議費賄い

役務費 869,000 586,000 283,000 郵便料，傷害保険料

使用料及び賃借料 15,000 15,000 0 会議室使用料

02事務局費 6,665,000 6,276,000 389,000 01事務局庶務事務

需用費 2,501,000 2,249,000 252,000 消耗品，ガソリン，封筒印刷

役務費 733,000 613,000 120,000 郵便料，電話料，振込手数料等

使用料及び賃借料 3,374,000 3,338,000 36,000 ＨＰ，ＯＡ機器，電話，車両等

備品購入費 57,000 76,000 ▲ 19,000 ハードディスク等

２　国体開催推進費 15,003,000 17,262,000 ▲ 2,259,000

01開催推進事業 15,003,000 17,262,000 ▲ 2,259,000 01国体開催推進事業

報償費 600,000 100,000 500,000 ３市ｲﾍﾞﾝﾄ等出演者謝礼等

旅費 3,520,000 2,971,000 549,000 大会視察（福井県，愛媛県）

需用費 1,450,000 1,220,000 230,000 競技用消耗品等

役務費 74,000 74,000 0 スポーツ保険（ダンスチーム）

委託料 6,980,000 5,900,000 1,080,000 会場実施設計，懸垂幕，看板等

使用料及び賃借料 826,000 860,000 ▲ 34,000 有料道路，駐車場，車両等

備品購入費 1,253,000 5,837,000 ▲ 4,584,000 ハンドボールゴール

負担金補助及び交付金 300,000 300,000 0 日本リーグ開催権料

３　諸支出金 57,000,000 55,000,000 2,000,000

01国体開催積立金 57,000,000 55,000,000 2,000,000 01国体開催準備積立金

４　予備費 2,845,284 2,759,000 86,284

2,845,284 2,759,000 86,284

82,599,284 82,100,000 499,284

収入

01予備費

合計

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
平成29年度暫定収支予算

科目

合計

支出

科目

　平成２９年度に実施する会議の開催や事務局の運営にかかる経費のうち，年度当初から
常任委員会開催までの期間の必要額について，暫定収支予算として専決処分を行った。
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報告第４号 

 

実行委員会委員の諸会議に係る傷害保険の加入について 

 

１ 趣旨 

「いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会」においては，

任意団体であるため，非常勤公務災害保険の加入条件が満たせず，補償の対

象にならない状況にあります。 

  そこで，実行委員会委員等に安心して活動していただけるよう，非常勤公

務災害保険に代わる傷害保険に加入するものです。 

 

２ 対象者 

  市役所職員を除く実行委員会委員及び専門委員会委員等 

 

３ 主な保険内容 

保険金の種類 保険金額 補償内容 

死亡保険金 3千万円 
事故発生日から 180 日以内死亡さ

れた場合 

入院補償（日額） 1万 5千円 
事故発生日から 180 日以内の入院

日数に対して補償 

通院補償（日額） 5千円 
事故発生日から 180 日以内の通院

日数に対し 90日を限度として補償 

手術補償（入院） 15万円 
事故発生日から 180 日以内の手術 

    （外来） 7万 5千円 

※ 被保険者が会議中と，行き帰りの旅程が保険の対象 

 

４ 保険対象とならない主な例 

（1）故意又は重大な過失 

（2）酒気帯びなど，正常な運転ができない状態での運転 

（3）脳疾患，疾病又は心神喪失 

（4）妊娠，出産，早産又は流産 

（5）外国の武力行使，暴動等によるもの 

（6）地震等，災害によるもの 

（7）「むちうち症」，腰痛等で，医学的他覚所見のないもの 

※ 頸部捻挫，腰部捻挫の診断に基づくものは対象 
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報告第５号 

 

 

 

実行委員会第１回常任委員会における決定事項 

 

 

 いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則第１２条第１

０項の規定により報告する。 

 

 

１ 第１回常任委員会（平成２９年６月２１日開催） 

 

（１）実行委員会会則の一部改正 

 

（２）専門委員会規程の一部改正 

 

（３）平成２８年度事業報告及び収支決算 

 

（４）平成２９年度事業計画及び収支予算 

 

（５）各種計画等の策定 

 

  ①運営ガイドライン 

 

  ②広報啓発実施計画 

 

  ③市民協働推進実施計画 

 

  ④リハーサル大会開催基本計画 

 

  ⑤競技役員等編成要項 

 

  ⑥競技用具整備要項 

 

  ⑦協賛取扱要項 
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 報告第５号（１） 

 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則の一部改

正について 

 

 

 いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会に係る旅費に

関する事項を定めるため，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市

実行委員会会則の一部を改正したので，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常

総市・坂東市実行委員会会則第１１条第４項第３号の規定により下記のと

おり報告する。 

 

 

記 

 

 いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則（平成２

８年８月２４日準備委員会第２回総会決定）の一部を次のように改正する。 

 

 第８条第４項を次のように改める。 

４ 委員等は無報酬とし，会議等に係る旅費は原則支給しない。 

 

 

 

 

  附 則 

この会則は，平成２９年６月２１日から施行する。 
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報告第５号（２） 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会 

専門委員会規程の一部改正について 

 

  常任委員会から専門委員会への委任事項を定めるため，いきいき茨城ゆめ

国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会専門委員会規程を一部改正したので，

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則第１１条第４項

第３号の規定により下記のとおり報告する。 

 

記 

 

 第２条第１項を次のように改める。 

専門委員会の名称及び，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行

委員会常任委員会からの付託事項及び委任事項は，別表のとおりとする。 

 

別表を，以下のとおり改正する。 

別表（第２条関係） 

  附 則 

この規程は，平成２９年６月２１日から施行する。 

名 称 付託事項  委任事項  

総務企画 

専門委員会 

１ 総合的な計画の立案に関すること。 

２ 広報及び市民運動の基本的事項に関す

ること。 

３ 観光，接伴及び歓迎装飾の基本的事項

に関すること。 

４ 他の専門委員会に属さない重要な事項

に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関すること。 

２ 広報及び市民運動の実施に関するこ

と。 

３ 観光，接伴及び歓迎装飾の実施に関

すること。 

４ 他の専門委員会に属さない事項に関

すること。 

競技式典 

専門委員会  

１  競技会運営の基本的事項に関するこ

と。 

２ 式典の基本的事項に関すること。 

３ その他競技式典に係る重要な事項に関

すること。 

１ 競技運営の実施に関すること。 

２ 表彰式の実施に関すること。 

３ その他競技式典に関すること。 

宿泊衛生 

専門委員会 

１ 宿泊及び配宿の基本的事項に関するこ

と。 

２ 環境衛生及び食品衛生の基本的事項に

関すること。 

３ 医療救護の基本的事項に関すること。 

４ その他宿泊衛生に係る重要な事項に関

すること。 

１ 宿泊及び配宿の実施に関すること。 

２ 環境衛生及び食品衛生対策の実施に

関すること。 

３ 医療救護の実施に関すること。 

４ その他宿泊衛生に関すること。 

輸送交通 

専門委員会 

１ 輸送及び交通の基本的事項に関するこ

と。 

２ 駐車場の基本的事項に関すること。 

３ 警備及び消防防災の基本的事項に関す

ること。 

４ その他輸送交通に係る重要な事項に関

すること。 

１ 輸送及び交通業務の実施に関するこ

と。 

２ 駐車場業務の実施に関すること。 

３ 警備及び消防防災対策の実施に関す

ること。 

４ その他輸送交通業務に関すること。 

企業協賛推進 

専門委員会 

１ 企業協賛の基本的事項に関すること。 

２ その他企業協賛に係る重要な事項に関

すること。 

１ 企業協賛の推進に関すること。 

２ その他企業協賛に関すること。 
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報告第５号（３） 

 

 

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市実行委員会平成２８年度事業報告 

 

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則第１１条第４項第１号の

規定により，平成２８年度事業報告を行う。 

 

 

１ 会議等の開催 

会議名称 開催日 場所 

第１回幹事会 平成２８年５月２３日 もりや学びの里（守谷市） 

準備委員会第１回常任委員会 平成２８年６月２０日 いこいの郷常総（守谷市） 

第２回幹事会 平成２８年７月１２日 もりや学びの里（守谷市） 

第 1回専門委員会合同会議 平成２８年８月１０日 岩井図書館（坂東市） 

準備委員会第２回常任委員会 平成２８年８月２４日 中央公民館（守谷市） 

準備委員会第２回総会・実行委員

会第１回総会 
平成２８年８月２４日 中央公民館（守谷市） 

第３回幹事会 平成２８年１０月１３日 もりや学びの里（守谷市） 

第４回幹事会 平成２９年２月１５日 もりや学びの里（守谷市） 

第２回競技式典専門委員会 平成２９年３月２１日 もりや学びの里（守谷市） 

第２回企業協賛推進専門委員会 平成２９年３月２１日 もりや学びの里（守谷市） 

 

 

２ 事業の推進 

（１）総務企画 

ア 広報基本計画の策定 

イ 市民協働基本計画の策定 

ウ 歓迎・接伴基本計画の策定 

エ 啓発ＰＲ活動の推進 

(ア) いばラッキーの活用等による各市イベントへの参加 

 実施日 
事 業 名 会 場 等 

月 日 

４ 
９・１０ 

（土・日） 
第１６回水海道千姫まつり 

水海道市街地（市民の広

場） 

５ 
７・８ 

（土・日） 

常総市長杯（県中学校ハンドボー

ル大会） 
水海道総合体育館 

  １４（土） MOCOフェスタ 守谷駅西口駅前広場 
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月 日 事 業 名 会 場 等 

５ ２５（水） 松前台小学校運動会予行演習 守谷市立松前台小学校 

６ ４（土） もりやアヤメ祭り 四季の里公園 

  １２(日) 絆フェスティバル 取手ウェルネスプラザ 

 ２５（土） こどもフェスタ 
水海道総合体育館・プー

ル等 

  ２５（土） ようこそ守谷へ２０１６ 常総運動公園体育館 

  ２６（日） ハンドボール体験練習会 私立開智望小学校体育館 

７ ３（日） ナイター天国 坂東市猿島球場 

８ ２５（木） 辻選手常総市長表敬 常総市役所 

９ ２０（火） 内野山小学校運動会予行演習 坂東市立内野山小学校 

  ２４（土） 
守谷市商工まつり 

きらめき守谷夢彩都フェスタ 
守谷駅西口駅前広場 

  ２５（日） 玉小学校運動会 常総市立玉小学校 

１０ ２３（日） 守谷市民スポーツフェスティバル 常総運動公園 

  ２９（土） 
KENSEIフェスティバル（絹西小学

校学校公開） 
常総市立絹西小学校 

１１ ３（木）祝 猿島地域体育祭 坂東市立猿島中学校 

  ６（日） 常総ふるさとまつり  石下庁舎 

   〃 坂東市立中川小学校感謝の集い 坂東市立中川小学校 

  １３（日） 
第２６回坂東市いわい将門ハーフ

マラソン大会 
坂東市内 

   〃 第４３回岩井将門まつり 坂東市内 

  ２３（水） 親子 deいきいきスポーツフェスタ 石下総合運動公園 

１２ ２（金） 豊岡小学校持久走大会 常総市立豊岡小学校 

  ３（土） 

茨城県近隣少年少女ハンドボール

大会兼 第２２回田中杯ハンドボ

ール大会 

常総運動公園体育館 

  ６（火） 

平成２８年度 ３校合同走ろう大

会（弓馬田・飯島・神大実合同マ

ラソン大会） 

幸神平公園 

１ １２(木） 平成２９年常総市賀詞交歓会 水海道総合体育館 

  １８（水） 平成２９年坂東市賀詞交歓会 ホテルグリーンコア坂東 

  ２０（土） 
PR活動（文科省キャリア教育学校

表彰記念） 
常総市立水海道西中学校 

 ２１（土） 
第１回関東小学生選抜ハンドボー

ル大会 
行方市麻生体育館 
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月 日 事 業 名 会 場 等 

１ ２２（日） 
圏央道坂東ＩＣ開通記念プレイベ

ント 
圏央道坂東ＩＣ 

 ２４（火） 平成２９年守谷市賀詞交歓会 ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞｱｼﾞｭｰﾙ 

  ２９（日） 
茨城県ハンドボール協会岩手国体

天皇杯・皇后杯第一位報告会 
ホテルグランド東雲 

２ １（水） 
市民栄誉賞授与式（水海道二高ハ

ンドボール部） 
常総市生涯学習センター 

  ５（日） 第３３回守谷ハーフマラソン 守谷市内 

 ８（水） 岩井中男子全国大会出場取材 坂東市立岩井中学校 

  １１（土） 
坂東市体育協会創立１０周年記念

式典・祝賀会 
ホテルグリーンコア坂東 

  １２（日） S49年茨城国体水海道二高 OG取材 坂東市立中川小学校 

  １３（月） PR活動（確定申告 e-tax） 常総市役所 

  ２６（日） 圏央道常総ＩＣ開通記念イベント 常総ＩＣ 

３ ５（日） ミズノスポーツまつり 石下総合体育館 

 ８（水） 坂東市飯島小学校ダンス練習 坂東市立飯島小学校 

 

(イ) 印刷物による広報 

物品等名称 作成数 内容・配布先・大会名等 

HANDBALL通信 

（号外） 
１，０００部 

「水海道二高ハンドボール部三冠達成」 

実行委員及び関係団体，イベント来場者等 

HANDBALL通信 

（創刊号） 
１，０００部 

「ハンドボールのレジェンド達」 

実行委員及び関係団体，イベント来場者等 

チラシ １，５００枚 イベント，スポーツ大会の来場者等 

よみうりＭＯＶＥ ４４５，０００部 

「2019茨城国体市町村探訪記」 

スポーツ情報誌（2017.4.20発行 vol.037） 

茨城県内全域 読売新聞折込配布 

プログラム等広告掲載 

５００部 茨城県近隣少年少女ハンドボール大会 

６，８００部 第３３回守谷ハーフマラソン 

１７０部 ハンドボール茨城（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会発行誌） 

 

(ウ) メディアによる啓発 

   ・ホームページの活用・・・随時 

   ・フェイスブック・ツイッターの活用・・・随時 

・市役所コミュニティービジョンの活用 
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（エ） 工作物等による啓発 

工作物名称 作成数 設置先 

ＰＲ用のぼり旗 ５０本 各市競技会場等 

いばラッキーかかし（手作り） １体 常総市ふるさとまつり（かかしコンテスト） 

 

（オ） 啓発物品等による啓発 

物品名称 作成数 配布先 

卓上のぼり旗 ２００本 各市宿泊施設，金融機関等 

ピンﾊﾞｯﾁ ２，０００個 学校，関係機関団体等 

シール（手作り） ８００枚 イベント，スポーツ大会の参加者等 

クリアファイル ６，５００枚 関係機関団体，スポーツ大会の参加者等 

ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ（印刷部手作り） ２，５００個 各市イベント来場者等 

ポロシャツ １，２３８枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販売） 

ボタンダウンポロシャツ ３３９枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販売） 

ウインドブレーカー ４４５枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販売） 

ベスト ８４枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販売） 

ハーフジップトレーナー １５３枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販売） 

 

 （カ） 国体ダンスによる啓発 

イベント名 参加者 団体名 備考 

準備委員会第２回総会・

実行委員会第１回総会 
１７５名 

ＧＥＮＫＩＤＳ及び３市小学生ハン

ドボールチームによる合同 

３回の事前練

習を実施 

親子 deいきいきスポーツ

フェスタ 
５００名 

水海道一高チアリーディング及び

スマイルキッズ，ＧＥＮＫＩＤＳ 

 

 

（キ） ご当地いばラッキーの決定 

 

 

  

市のシンボル（松・小綬鶏・

山百合） 

守谷駅・ビール工場 

千姫・豊田城・桜 

平将門・国王神社・桜・ア

ルパカ（坂東市観光交流セ

ンター秀緑） 
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（２）競技式典 

ア 競技運営基本計画の策定 

イ リハーサル大会実施計画の策定 

ウ 式典基本計画の策定 

エ 施設整備基本計画の策定 

オ 競技別リハーサル大会 運営経費調査(第二次)の実施 

 

（３）宿泊衛生 

ア 宿泊基本計画の策定 

イ 医事・衛生基本計画の策定 

 

（４） 輸送交通 

ア 輸送・交通基本計画の策定 

 

（５） 企業協賛推進 

ア 企業協賛推進基本計画の策定 

 

 

３ 関係機関及び競技団体との連絡調整 

会議名称 開催日 場所 

第１回競技団体調整会議 平成２８年６月７日 もりや学びの里（守谷市） 

第２回競技団体調整会議 平成２８年１０月２６日 もりや学びの里（守谷市） 

 

 

４ 先催都市の準備状況等の調査及び研究 

内容 期日 場所 人数 

愛媛リハーサル大会の視察 平成２８年８月５日～６日 松山市・西条市 ２名 

希望郷いわて国体の視察 平成２８年１０月５日～７日 花巻市 ２名 

国体事業概要説明会 平成２８年１２月１５日～１６日 花巻市 ４名 

日本リーグ視察 平成２９年３月４日 さいたま市 ６名 
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報告第５号（３）

本年度
予算額

流用後
予算額

決算額 比較 説明

1 負担金及び助成金 42,304,000 42,304,000 42,304,000 0

1 振興会助成金 12,304,000 12,304,000 12,304,000 0
守谷市・常総市・坂東市ハンド
ボール競技振興会から

2 市負担金 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 守谷市，常総市，坂東市から

2 雑収入 99,576 99,576 226,896 127,320

1 雑収入 99,576 99,576 226,896 127,320 預金利息及び啓発品売上手数料等

3 繰越金 335,424 335,424 335,424 0

1 繰越金 335,424 335,424 335,424 0 H27年度会計から
42,739,000 42,739,000 42,866,320 127,320

本年度
予算額

流用後
予算額

決算額 比較 説明

1 総務費 3,756,000 3,756,000 3,692,702 63,298 実行委員会，常任委員会等

1 会議費 159,000 159,000 136,505 22,495

1 消耗品費 20,000 20,000 20,000 0 用紙代，卓上花代

2 食糧費 53,000 53,000 40,505 12,495 会議時賄い

3 通信運搬費 76,000 76,000 76,000 0 郵送代

4 使用料 10,000 10,000 0 10,000

2 事務局費 3,597,000 3,597,000 3,556,197 40,803

1 消耗品費 453,000 462,000 461,742 258 事務用品，ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代等

2 燃料費 58,000 47,000 45,419 1,581 ｶﾞｿﾘﾝ代

3 通信運搬費 591,000 601,000 600,928 72 郵送代，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ，通話料等

4 手数料 20,000 20,000 14,256 5,744 振込手数料

5 使用料 732,000 712,000 680,013 31,987
高速道路，共有ﾃﾞｰﾀ，ｺﾋﾟｰ機，財
務会計ｼｽﾃﾑ等

6 賃借料 1,306,000 1,316,000 1,315,513 487
ﾊﾟｿｺﾝ，ﾌﾟﾘﾝﾀｰ，自動車，ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾌｫﾝ等

7 備品購入費 437,000 439,000 438,326 674
ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾗｯｸ,ブルーﾚｲﾄﾞﾗｲﾌﾞ，ﾜｲﾔﾚ
ｽｱﾝﾌﾟ，ﾏｲｸﾛﾎﾝ，ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ-
，ICﾚｺｰﾀﾞｰ，ｲｽ等

2 開催推進費 2,083,000 2,083,000 2,008,971 74,029

1 事業費 2,083,000 2,083,000 2,008,971 74,029

1 旅費 308,000 259,000 190,800 68,200
ﾘﾊｰｻﾙ大会視察（愛媛県），国体
視察・国体事業説明会（岩手県）

2 消耗品費 326,000 375,000 374,119 881 ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾅｰ，のぼり立てｽﾀﾝﾄﾞ等

3 印刷製本費 49,000 49,000 48,988 12 長３封筒印刷代

4 委託料 1,400,000 1,400,000 1,395,064 4,936
着ぐるみ，のぼり旗，卓上のぼ
り，ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ，ｸﾘｱﾌｧｲﾙ等

3 諸支出金 36,500,000 36,500,000 36,500,000 0

1 開催準備金 36,500,000 36,500,000 36,500,000 0
国体開催準備積立金（各市分3千
万円，振興会分650万円）

4 予備費 400,000 400,000 165,363 234,637

1 予備費 400,000 400,000 165,363 234,637 暫定予算時の不足分消耗品等
42,739,000 42,739,000 42,367,036 371,964

収入総額 42,866,320 円
支出総額 42,367,036 円
差引残額 499,284 円

差引残額 499,284 円は，平成29年度に繰り越し。

　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則第１１条第４項第２号
の規定により，平成２８年度収支決算を報告する。

合計

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会 平成２８年度収支決算

収入

科目

合計

支出

科目
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報告第５号（４） 

 

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市実行委員会 

平成２９年度事業計画 

 

 いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則第１１条第４項第

１号の規定により，平成２９年度事業計画を報告する。 

 

 いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技会の開催準備を推進するため，次の事業

を行う。 

             月 

区分 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 備考 

１ 会議等の開催 

 (1)常任委員会   ●      ●    6／21 他 

(2)総会     ●        8／18 

(3)専門委員会   ●   ●   ●    6／15 他 

２ 各種計画等の策定 

 (1)運営ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ   ●          常審議 

(2)広報啓発実施計

画 
  ●          常審議 

(3)市民協働推進実

施計画 
  ●          常審議 

(4)炬火ｲﾍﾞﾝﾄ実施計

画 
        ●    専審議 

(5)競技会場仮設設

置計画 
        ●    専審議 

(6)駐車場管理運営

計画 
        ●    専審議 

(7)警備消防防災基

本計画 
        ●    常審議 

３ 事業の推進 

（１）総務企画関係 

 ①開催推進総合計

画の進行管理 

● 

 

 

 
    

 
     

 

②広報啓発活動の

推進 
●            

 

ア 「いばラッキー」

の活用 
        

 
   

 
各市ｲﾍﾞﾝﾄ等へのﾏｽｺｯﾄの参加 

計画の進行管理・経費の調査研究 
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             月 

区分 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 備考 

 
イ 印刷物による広

報 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ウ メディアの活用 
 

 

 

 
 

 
        

 

エ 工作物の設置  
 

 
     

 
    

 

オ 啓発物品の活用 
 

 

 

 
          

 

（２）競技式典関係 

 ①競技団体との連

絡調整 
●             

②競技役員等編成

要項 
  ●          常審議 

③競技用具整備要

項 
  ●          常審議 

④ﾘﾊｰｻﾙ大会開催基

本計画 
  ●          常審議 

⑤競技用具整備・配

置計画 
        ●    専審議 

⑥競技会係員・補助

員編成計画 
        ●    専審議 

⑦競技会係員・補助

員要請計画 
        ●    専審議 

⑧ﾘﾊｰｻﾙ大会実施要

項 
        ●    専審議 

⑨ﾘﾊｰｻﾙ大会係員・

補助員の要請 
        ●    専審議 

（３）宿泊衛生関係 

 ①配宿に関する調

査研究 
●            

 

②弁当調達に関す

る調査研究 
●            

 

③医事・衛生に関す

る調査研究 
●             

④弁当調達要項         ●    専審議 

ｲﾍﾞﾝﾄ参加時にﾁﾗｼ，名刺の配布 

ｽﾎﾟｰﾂ大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの広告掲載の配布 

専用 HP，ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ，ﾂｲｯﾀｰ等の活用 

のぼり旗及び横断幕，懸垂幕の設置，ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝﾎﾞｰﾄﾞの製作設置 

ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ，缶ﾊﾞｯﾁ，ｸﾘｱﾌｧｲﾙ等の作製・配布 
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             月 

区分 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 備考 

 ⑤弁当調整施設選

考基準 
        ●    専審議 

⑥弁当調整選考委

員会要項 
        ●    専審議 

⑦医事救護要項・要

領 
        ●    専審議 

⑧防疫対策要項・要

領 
        ●    専審議 

 ⑨食品衛生対策要

項・要領 
        ●    専審議 

⑩環境衛生対策要

項・要領 
        ●    専審議 

（４）輸送交通関係 

 ①輸送交通に関す

る調査研究 
●             

②警備・消防防災に

関する調査研究 
●             

③輸送・交通業務実

施要項 
     ●       専審議 

④警備・消防防災業

務実施要項 
        ●    専審議 

（５）企業協賛推進関係 

 ①企業協賛等の推

進 
●             

 ②協賛取扱要項   ●          常審議 

４ 先催都市の準備状況の調査及び研究 

 先催都市の調査及

び研究 
●             

(1)福井ﾘﾊｰｻﾙ大会     ●        8/4～8 

(2)えひめ国体       ●      10/4～9 

(3)事業概要説明会          ●    

５ 実行委員会主催イベント 

 (1)強化講習会 ●            4/22～23 

(2)関東学生リーグ      ●       9/17 

(3)日本リーグ           ●  2/25 
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平成２９年度 守谷市・常総市・坂東市実行委員会主催イベントの概要 
 

 

①実業団チームによるハンドボール競技強化講習会 

３市の中高生ハンドボール部を対象とした強化講習会を開催する。日本リーグに

参戦をしている実業団チームの三重バイオレットアイリス（女子）を講師とし，日

本トップレベルの選手の指導や交流によるスキルアップを図る。 

1日目 

【日 時】平成 29年 4月 22日（土）13時～17時 

【会 場】常総運動公園体育館 

【対 象】守谷市・常総市・坂東市内県立高等学校女子ハンドボール 

2日目 

【日 時】平成 29年 4月 23日（日）8時 30分～16時 30分 

【会 場】水海道総合体育館 

【対 象】守谷市・常総市・坂東市内中学校男女ハンドボール部 

 

 

②関東学生ハンドボール秋季リーグ戦（男子１部リーグ） 

県内小中高ハンドボール部に高い技術を観戦してもらい，競技者の意識向上を高め

るとともに，ハンドボールを知らない一般市民にもスピードとパワー両方兼ねそろえ

たハンドボールの魅力を知ってもらい茨城国体の機運向上を図る。 

【日 時】平成２９年 9月 17日（日） 10時 30分～（予定） 

【会 場】水海道総合体育館 

【出場大学】明治大・国士舘大・日本大・早稲田大・筑波大・日体大・中央大・法政大・ 

順天堂大・東海大 

【協 力】茨城県ハンドボール協会 

【その他】男子１０チーム総当りのリーグ戦，各大学に茨城県出身選手が在籍 

 

 

③第 42回日本ハンドボールリーグ（男子） 

日本トップクラス選手が出場する日本ハンドボールリーグを身近に観戦すること

により，国体ハンドボール競技への開催意識を高め，３市の競技人口拡大及び競技力・

意識向上を図る。 

【日 時】平成 30年 2月 25日（日）13時～（予定） 

【会 場】坂東市総合体育館 

【対戦カード】大崎電気 × 北陸電力 

【協 力】茨城県ハンドボール協会 

【その他】大崎電気（埼玉県）には茨城県出身選手が４名在籍（4名全員日本代表） 

茨城県出身選手…小室大地選手，信太弘樹選手，元木博紀選手， 

木村昌丈選手（常総市立鬼怒中学校出身） 
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報告第５号（４）

本年度
予算額

暫定
予算額

比較 説明

１　負担金及び助成金 45,000,000 45,000,000 0
守谷市，常総市，坂東市から1,500万
円

２　繰入金 36,500,000 36,500,000 0 国体開催準備積立金から

３　繰越金 499,284 0 499,284 前年度繰越金

４　諸収入　 600,000 600,000 0
預金利子，啓発品販売手数料及び事業参
加負担金等

82,599,284 82,100,000 499,284

本年度
予算額

暫定
予算額

比較 説明

１　総務管理費 7,751,000 7,079,000 672,000

01会議費 1,086,000 803,000 283,000 01諸会議運営事業

需用費 202,000 202,000 0 用紙代，卓上花代，会議費賄い

役務費 869,000 586,000 283,000 郵便料，傷害保険料

使用料及び賃借料 15,000 15,000 0 会議室使用料

02事務局費 6,665,000 6,276,000 389,000 01事務局庶務事務

需用費 2,501,000 2,249,000 252,000 消耗品，ガソリン，封筒印刷

役務費 733,000 613,000 120,000 郵便料，電話料，振込手数料等

使用料及び賃借料 3,374,000 3,338,000 36,000 ＨＰ，ＯＡ機器，電話，車両等

備品購入費 57,000 76,000 ▲ 19,000 ハードディスク等

２　国体開催推進費 15,003,000 17,262,000 ▲ 2,259,000

01開催推進事業 15,003,000 17,262,000 ▲ 2,259,000 01国体開催推進事業

報償費 600,000 100,000 500,000 ３市ｲﾍﾞﾝﾄ等出演者謝礼等

旅費 3,520,000 2,971,000 549,000 大会視察（福井県，愛媛県）

需用費 1,450,000 1,220,000 230,000 競技用消耗品等

役務費 74,000 74,000 0 スポーツ保険（ダンスチーム）

委託料 6,980,000 5,900,000 1,080,000 会場実施設計，懸垂幕，看板等

使用料及び賃借料 826,000 860,000 ▲ 34,000 有料道路，駐車場，車両等

備品購入費 1,253,000 5,837,000 ▲ 4,584,000 ハンドボールゴール

負担金補助及び交付金 300,000 300,000 0 日本リーグ開催権料

３　諸支出金 57,000,000 55,000,000 2,000,000

01国体開催積立金 57,000,000 55,000,000 2,000,000 01国体開催準備積立金

４　予備費 2,845,284 2,759,000 86,284

2,845,284 2,759,000 86,284

82,599,284 82,100,000 499,284

01予備費

合計

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
平成29年度収支予算

　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則第１１条第４項第２号の
規定により，平成２９年度収支予算を報告する。

収入

科目

合計

支出

科目
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報告第５号（５）② 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市 

広報啓発実施計画 

 

１ 趣旨 

 第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」（以下「国体」という。）

に対する市民の関心を高めるため，「第７４回国民体育大会守谷市・常総

市・坂東市広報基本計画」に基づき，効果的かつ積極的な広報活動を展開

するための取組について定めることを目的として計画を策定する。 

 

２ 広報啓発活動 

（１）大会愛称，マスコットキャラクター等の活用による広報 

ア 愛称，スローガン及びシンボルマークの活用及び普及 

大会愛称の「いきいき茨城ゆめ国体」，スローガンの「翔べ 羽ばたけ 

そして未来へ」の標章等を積極的に活用し，普及により市民への周知を

図る。  

イ マスコットキャラクター，イメージソング及び公式ダンスの活用及び普及  

 マスコットキャラクター「いばラッキー」，大会イメージソング「そして未来

へ」を活用し，普及させる。 

 公式ダンスについては，市内の小中学校の授業の教材や運動会等で

発表の場を設けてもらうよう協力を依頼する。 

ウ マスコットキャラクターの着ぐるみの活用 

 いばラッキーの着ぐるみについては，子どもたちを中心に高い人気を

誇ることから，ＰＲイベント等に参加する際には可能な限り活用する。 

（２）印刷物による広報 

ア ポスター，パンフレット，リーフレット等の作成 

 市民向けに開催スケジュール，開催競技及び開催会場の周知を図

るほか，花いっぱい運動，企業協賛，ボランティア募集等目的や対

象者に合わせたパンフレット等を作成し，配布する。 

イ 広報，関係機関の広報紙等の活用 

 ３市の広報紙や関係機関の情報誌を利用し記事を掲載する。 

また，国体広報紙（HANDBALL通信）を活用し事業報告や準備経

過等を周知する。 

ウ 啓発グッズ等の作成 

 缶バッジ，クリアファイル等オリジナルの啓発物品を作成し，イベント等

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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で配布する。 

（３）メディアによる広報 

ア 新聞，ラジオ及びテレビの活用 

 国体に関する情報は，メディアにより多く取り上げられるよう積極的に情

報提供する。 

イ インターネットやＳＮＳの活用 

ホームページ，フェイスブック，ツイッター等を活用し，発信する情報の

充実に努める。 

（４）イベントによる広報 

ア 市，各種団体等の主催によるイベント，大会等との連携 

観光イベントや文化イベント，スポーツ大会等の集客力を生かし，効果

的なＰＲを行う。 

 

（５）工作物等による広報 

ア 懸垂幕，横断幕等の設置 

全競技会場や３市の市役所庁舎に懸垂幕，横断幕等を設置する。 

なお，施設の状況により，懸垂幕，横断幕の設置が困難な場合，または，

効果が期待できない場合は，より宣伝効果の高い他の方法により実施す

る。 

イ 案内板等の設置 

 平成２９年度中に国体開催までの残り期日を表示するカウントダウンボ

ードを作成し，３市の市役所庁舎や宣伝効果の高い場所に設置する。 

25



報告第５号（５）③ 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市 

市民協働推進実施計画 

 

１ 趣旨 

  この実施計画は，「第７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市市

民協働基本計画」に基づく市民運動の実践活動について定める。 

 

２ 内容 

（１）市民一人ひとりが主体的に携わる大会 

ア 大会の運営をサポートする各種ボランティア活動 

円滑な大会運営を行うためボランティアを募集する。 

イ 全国から３市を訪れる大会参加者や一般観覧者の歓迎・接伴 

市民運動の一環として関係機関，関係団体に協力を求め，心のこも

ったおもてなしを提供する。 

（２）おもてなしの心で温かく迎える大会 

ア 花いっぱい運動の実施 

市内小中学校や各種団体を中心に栽培する。また，大会では，育成

した花を競技会場や市内各所に配置し，全国から訪れる選手・監督等

の大会関係者をはじめ，一般観覧者の方々を歓迎する。 

イ 手づくりのぼり旗の作製等 

市内小中学校や関係団体等の協力を得て作成し競技会場を飾り選

手の方々を応援し，歓迎する。 

ウ おもてなし料理の振る舞い 

選手，大会関係者及び観覧者を歓迎するために，競技会場で地元食

材を活用した食によるおもてなしを実施する。 

（３）３市の魅力を発信する大会 

ア 郷土文化の普及啓発等を目的とした文化プログラムへの市民参加 

多くの市民が文化活動を通じて大会に参加することにより開催の

喜びと感動を分かち合う。 

イ ３市の特産品や食文化の紹介 

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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実際に足を運んでもらえるような観光ガイドブック・マップ等を作

成し，全国から訪れる方々に魅力を発信する。 

ウ 観光ボランティア活動 

総合案内所等にＰＲブースを設け，観光，文化，歴史，自然，食な

どの魅力を発信する。 

 

（４）環境に配慮したクリーンな大会 

ア 競技会場周辺及び市内全域の清掃美化活動 

選手等が気持ちよく大会を迎えられるよう，競技会場，会場周辺及

び駅など市内各所のごみ・空き缶拾い等の清掃活動を，大会にあわせ

て実施する。 

イ 各競技会場におけるごみの分別の徹底やリサイクルの推進 

大会において，分別やリサイクルに配慮したごみ箱を設置する。ま

た，ごみ分別の啓発を行う。 
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報告第５号（５）④ 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市 

リハーサル大会開催基本計画 

 

１ 目的 

第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」（以下「国体」という。）

の開催に備え，県の「第７４回国民体育大会競技別リハーサル大会開催基準

要項」及び「第７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市競技運営基本計

画」に基づき，競技会運営能力の向上と市民の国体及び競技に対する関心を

高め，理解を深めるため，県，競技団体及び関係機関等と協力して，「競技別

リハーサル大会」（以下「大会」という。）を開催する。 

 

２ 大会の運営 

大会の運営は，原則として国体に準じて実施するものとし，競技団体と協

力し，創意工夫をこらして，簡素で効率的な大会運営に努める。 

 

３ 内容 

(１)実施本部の設置 

大会の運営に万全を期するため，大会実施本部を設置する。 

(２)競技運営 

ア 競技役員等の編成 

原則として国体に準じた編成とするが，競技団体等の実情に応じた編

成とする。 

イ 競技運営及び競技会運営 

競技運営の主管は，県競技団体とするが，実行委員会との密接な連携

のもとに，合理的，効率的に行う。 

ウ 競技記録の収集及び速報 

競技団体と緊密な連携のもとに，迅速かつ正確な記録の収集，速報に

努める。 

(３)競技施設及び練習会場 

大会で使用する競技施設及び練習会場は，国体で使用する会場を充てる

ことを原則とし，できる限り国体と同じ条件により行う。 

また，大会運営に必要な仮設施設は，競技団体及び施設管理者と十分協

議の上，必要に応じて整備し，円滑な競技運営を図る。 

(４)競技用具及び大会運営物品 

ア 競技用具及び大会運営に必要な物品は，既存物品をできる限り活用し，

不足するものについては，借用，レンタル・リース等での対応を基本とす

る。 

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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イ 競技用具及び物品を新たに購入する場合は，国体での使用を考慮し，

県，市，競技団体及び施設管理者と協議の上，必要最小限とする。 

(５)式典 

ア 開・閉会式及び表彰式 

開・閉会式及び表彰式は，競技団体と協議の上，競技運営に支障のな

いように実施する。 

イ 式典音楽 

式典で使用する音楽は，ＣＤ等の活用を図るなど，できる限り簡素な

ものとする。 

(６)宿泊・衛生 

ア 宿泊 

大会に参加する選手，監督，役員，視察員，報道員その他関係者及び

一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）がそれぞれの分野で十分な

活躍ができるよう，関係機関・団体の協力を得て，快適な宿泊環境の提

供に努める。 

イ 医事・衛生 

大会参加者等が十分な活躍と観覧ができるよう，関係機関等の協力を

得て医療救護体制を整えるとともに，清潔で快適な環境の整備に努め

る。 

(７)輸送・交通 

大会参加者等の輸送については，原則として既存の公共交通機関を利用

する。ただし，競技会場・宿泊施設間の公共交通機関の状況等を考慮し，

必要に応じて計画輸送を行う。 

(８)警備・消防 

雑踏事故，火災その他の災害，事故等を未然に防止するため，関係機関

等と連携し万全を期す。 

(９)広報・市民運動 

国体開催に対する市民の関心や参加意欲を高めるため，各種広報活動及

び市民運動を展開する。 

(１０)歓迎・接伴 

大会参加者等を温かく迎えるため，必要に応じて各競技会場等に歓迎装

飾をおこない，案内所，休憩所を設置する。また，関係機関等の協力を得

て，必要に応じて競技会場に売店等を設置する。 

４ その他 

この計画に定めるもののほか，大会開催に必要な事項は，各種基本計画に

準じて実施する。 
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報告第５号（５）⑤ 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市 

競技役員等編成要項 

 

１ 目的 

この要項は，県の「第７４回国民体育大会競技役員等編成基本方針」及び「第

７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市競技運営基本計画」に基づき，競

技役員等の編成を行う。 

 

２ 競技役員等の定義及び編成方法 

（１）主に競技会（試合等）運営に携わる役職 

種 類 定 義 編成方法 

競技会役員 

国民体育大会開催基準要

項第 23 項第 2 号に該当

する者 

名誉会長，会長，副会長，顧問，

参与，委員長，副委員長及び委員

とする。 

競
技
役
員 

審判員 
直接競技の審判に携わる

者 

県内の有資格者をもって編成す

ることを原則とし，必要に応じ

て中央および近県競技団体関係

者を含めて編成する。 

運営員 
直接競技会の運営に携わ

る者（審判員を除く。） 

県競技団体関係者と３市関係者

等をもって編成することを原則

とし，必要に応じて中央及び近

県競技団体関係者を含めて編成

する。 

競技補助員 
競技役員の補助として競

技会の運営に携わる者 

３市及び周辺市町村に在住する

当該競技関係者で編成する。 

 

（２）主に競技会場運営に携わる役職 

種 類 定 義 編成方法 

競技会係員 

宿泊，輸送，歓迎，駐車場

等の競技会を支援する業

務に携わる者 

３市関係者をもって編成する。 

競技会補助員 
競技会係員の業務の補助

に携わる者 

３市及び周辺市町村に在住する

者をもって編成する。 

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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３ 業務内容 

（１）主に競技会（試合等）運営に携わる業務内容 

役職名 業務内容 

競技役員 

総括，総務，運営，審判，記録，監察，放送，召集，掲示，

進行，報道，表彰，救護，得点掲示，記録送受信，総合成績

計算 等 

競技補助員 競技役員の業務を補助する。 

 

（２）主に競技会場運営に携わる業務内容 

役職名 業務内容 

競技会係員 
総括，総務，受付案内，接待，宿泊，輸送，会場整理，警備，

施設管理，会場美化，練習会場，駐車場管理等 

競技会補助員 競技会係員の業務を補助する。 
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報告第５号（５）⑥ 
 
 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市競技用具整備要項 
 

１ 目的 
この要項は，県の「第７４回国民体育大会競技用具整備要項」及び

「第７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市競技運営基本計画」に
基づき，いきいき茨城ゆめ国体及び競技別リハーサル大会（以下「大
会」という。）の運営を円滑に行うため，競技用具の整備について必要
な事項を定める。 

 
２ 競技用具の種別 

種 別 内 容 例 示 

競技用 
備 品 

競技を実施するために直接必
要な備品（施設に付帯するも
のは除く。） 

ゴールポスト，タイマ
ー，得点板等 

消耗品 
競技を実施するために直接必
要な消耗品 

ボール，ホイッスル 
ラインテープ等 

運営用 

備 品 

競技を実施するために直接必
要な備品以外のもので，競技
会運営に必要な備品（施設に
付帯するものは除く。） 

テント，机・椅子，パ
ソコン，放送機器等 

消耗品 
競技を実施するために直接必
要な消耗品以外のもので，競
技会運営に必要な消耗品 

プラカード，事務用品 
清掃用具等 

 
３ 規格及び数量の決定 

競技用具の規格及び数量については，県，競技団体等と充分協議し，
決定する。 

 
４ 競技用具の整備 
（１）競技用具については，競技会場等の施設管理者が所有しているも

のを原則として活用する。 
（２）大会終了後において継続的な利用がないものについては，県その

他の自治体，競技団体，業者等から借用する。 
（３）上記(1)，(2)により整備してもなお不足する場合は，施設管理者

と協議のうえ，必要とするものを購入する。 
（４）ルール等の改正により規格等が変更になった場合には，競技団体

と協議のうえ，必要最小限の整備を行う。 
（５）運営用備品で不足するものについては，原則として借用で対応す

る。 
 

５ その他 
この要項に定めるもののほか，競技用具の整備に関して必要な事項は，

別に定める。 

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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報告第５号（５）⑦ 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市･常総市･坂東市協賛取扱要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は，いきいき茨城ゆめ国体の守谷市･常総市･坂東市開催競技

及びその競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）における協賛

の取扱いに関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 協賛の内容 

（１）協賛は，原則として大会の広報啓発及び歓迎装飾に係る物品その他

大会の運営に要する用具等について受け入れるものとする。 

（２）協賛者が資金による協賛を申し出たときは，その資金を別表に掲げ

る物品の中から必要なものに充て，当該物品を協賛物品として受け入

れるものとする。 

 

３ 協賛の実施方法 

(１)協賛は，いきいき茨城ゆめ国体守谷市･常総市･坂東市実行委員会

（以下「実行委員会」という。）が受け入れる。 

(２)協賛方法は，提供又は貸与とする。 

(３)協賛の申込みは，協賛申込書（様式第１号）により行う。 

(４)協賛の受入れを決定し，これを受領したときは，協賛受領証明書 

（様式第２号）を協賛者に交付する。 

(５)協賛物品等の搬入，据付，撤去等に要する費用が必要な場合は，原

則として，協賛者の負担とする。 

 

４ 協賛として受け入れないもの 

次の各号のいずれかに該当する場合は，協賛として受け入れないもの

とする。 

(１)大会の趣旨に反するもの 

(２)法令等に違反するもの及び公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れが

あると認められるもの 

(３)政治活動，宗教活動等に係るものと認められるもの 

(４)個人の氏名を宣伝する目的のものと認められるもの 

(５)その他実行委員会が適当でないと認めるもの 

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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５ 協賛の表示 

(１)協賛物品には，協賛者の意向に応じ，協賛の表示を行うことができ

る。ただし，協賛品に直接表示することが適当でない場合は，その他

の方法により表示するものとする。 

(２)前号の協賛の表示は，表示方法，表示箇所，文字等の大きさ等につ

いて，事前に実行委員会と協議し，実行委員会の承認を得て行うもの

とする。 

 

６ 協賛への謝意 

  協賛の提供を受けたときは，協賛者に対して感謝状，その他の方法に

より謝意を表すとともに，必要に応じてホームページ等にその旨を掲載

するなど，周知に努めるものとする。 

 

７ 協賛の受入期間 

  協賛の受入期間は，大会の終了までとする。 

 

８ その他 

この要項に定めるもののほか，協賛の取扱いに関し必要な事項は，別

に定める。 
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別表 

協 賛 物 品 リ ス ト 

※ 物品の提供につきましては，搬入，据付，撤去等が必要な場合は，これらに係る費用

もご負担していただきますようお願いいたします。 

項 目 内 容 

（１）広報啓発用物品の提供 

 掲示物 大中小看板，壁面看板，パンフレット 等 

配布物 うちわ，タオル，ポケットティッシュ，風船 等 

掲載物 テレビ・ラジオ CM，新聞掲載，雑誌掲載 等 

（２）市民運動用物品の提供 

 花いっぱい運動関係 プランター，プランター用ステッカー，花苗，培養

土，肥料，軍手，花壇設置 等 

環境美化用 タオル，軍手 等 

競技観戦応援用 スティックバルーン 等 

（３）歓迎装飾用物品の提供 

 市内装飾用 のぼり，卓上のぼり，横断幕，懸垂幕，バナー，旗，

タペストリー 等 

競技会場用 ウエルカムゲート，看板，のぼり，横断幕 等 

（４）おもてなし用物品の提供 

 大会関係者・競技会場用 飲料水，大会参加記念品，特産品，副賞 等 

（５）開催準備用物品の提供・無償貸与 

 実行委員会用 業務・広報用自動車，OA機器，資料用袋 等 

（６）競技会用物品の提供・無償貸与 

 事務・記録撮影・服飾用等 携帯電話，トランシーバー，発電機，机・いす，テ

ント，デジタルカメラ・ビデオ，記録媒体，大会ス

タッフ用ジャンバー・Tシャツ・帽子，雨具 等 

（７）その他 

 実行委員会との協議によるもの 実行委員会の計画物品 
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（様式第１号） 

協 賛 申 込 書 

平成  年  月  日 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市･常総市･坂東市実行委員会 

会 長  神 達  岳 志 様 

 

（申込者） 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名             ㊞ 

電 話 番 号 

 

守谷市･常総市･坂東市で開催される競技及びリハーサル大会の開催趣

旨に賛同し，下記のとおり協賛します。 

 

記 

 

協賛物品等名  

仕様（規格，内容等）  

単価及び数量  

総額（相当額）  

協賛方法 提供  ・  貸与 

引渡し年月日   年  月  日 

そ の 他  

協賛の周知 
ホームページへの掲載を 

□希望する    □希望しない 

※ 協賛品の搬入，据付，撤去等に要する費用は，申込者において負担します。 
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（様式第２号） 

 

協 賛 受 領 証 明 書 

 

守谷市･常総市･坂東市で開催される協議及びリハーサル大会の開催趣

旨にご賛同いただき，下記のとおり協賛品等を受領したことを証明します。 

 

記 

 

協賛物品等名  

仕様（規格，内容等）  

単価及び数量  

総額（相当額）  

協賛方法 提供  ・  貸与 

引渡し年月日   年  月  日 

そ の 他  

 

平成  年  月  日 

 

                様 

 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市･常総市･坂東市実行委員会 

会 長  神 達  岳 志 
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第７４回国民体育大会 守谷市・常総市・坂東市 
開催推進総合計画 

 

 

１ 趣旨 

第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」（以下「茨城国体」という。）

の成功に向け，守谷市・常総市・坂東市（以下「３市」という。）の英知と情熱を

結集し，真心のこもった魅力あふれる大会の開催を目指すとともに，新たな活力

とにぎわいの創出を図るため，第７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市基

本方針に基づき開催推進総合計画を定めるものとする。 

 

２ 主要項目 

（１）総務企画関係 

①総務企画 

   県，競技団体，関係機関及び関係団体と連携を図り，茨城国体を一過性の

ものとせず，将来のまちづくりにつながる大会とするため，総合的な計画を

立案し，施策を推進する。 

②財務 

   県，競技団体等関係機関及び関係団体との相互協力のもと，簡素な中にも

実りある国体を目指し，適切で効率的な財務を運営する。 

③広報 

   茨城国体開催に対する市民の関心や参加意欲を高めるため，様々な媒体や

機会を通じて，効果的かつ積極的な広報啓発活動を展開するとともに，３市

の自然や歴史・文化・産業など魅力ある地域資源を全国に発信する。 

④市民協働 

   市民一人ひとりが茨城国体開催に積極的に参加する機運を高めるととも

に，市民総参加のもと茨城国体を盛り上げていくことで，市民協働のまちづ

くりの推進につなげる。 

⑤歓迎・接伴 

   選手や監督をはじめ，応援観戦に訪れる方々を温かくお迎えするとともに，

３市の観光・文化・産業等を広く紹介し，もう一度訪問していただけるよう

な心のこもったおもてなしや観光案内を提供する。 

 

（２）競技式典関係 

①競技 

   競技会の開催に当っては，県，競技団体，関係機関及び関係団体と緊密な

連携を図り，円滑で効果的な運営を行うものとする。 

②式典 

   競技会における開始式及び表彰式については，華美にならないよう，また，

選手等の負担にならないよう関係者と協議し，簡素の中にもぬくもりのある

ものとなるよう，創意工夫を凝らした式典とする。 

平成２８年６月２０日 

第１回常任委員会決定 
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③施設 

   国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準を尊重し，既存施設

の有効活用に努めることを前提としながら，将来にわたり市民が気軽にスポ

ーツに親しむことができるような整備を実施する。 

 

（３）宿泊衛生関係 

①宿泊 

   選手や監督をはじめ，３市を訪れる方々を温かくお迎えし，宿泊施設その

他関係機関との連携により，十分にくつろいでいただける環境を整えるとと

もに，より多くの方々の受け入れができる効率的な配宿体制の確立を図る。 

②医事・衛生 

   茨城国体に関わる全ての人が快適で安全・安心な環境のもとで，十分な活

躍や観覧等ができるよう，医療機関その他関係機関との連携を強化する。 

   さらに，食品衛生及び環境衛生に配慮するとともに，防疫対策及び医療救

護体制の確立を図る。 

 

（４）輸送交通関係 

①輸送・交通 

   ３市の交通事情を勘案し，交通事業者その他関係機関との連携により，安

全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努める。 

   あわせて，交通混雑の緩和と環境への負担の軽減のために公共交通機関の

利用を促進し，交通安全の徹底を考慮した輸送・交通体制の確立に努める。 

②警備・消防 

   競技会場その他大会関係施設における治安の確保や災害の防止，非常時に

おける緊急対応に万全を期するため，警察・消防その他関係機関と連携を図

りながら，警備・消防防災体制の確立を図る。 

 

（５）企業協賛関係 

①企業協賛推進 

   企業等の理解と協力のもと，大会の準備や運営を支える市民参加による大

会づくりの取組として推進し，併せて大会開催機運の醸成を図る。 
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

総務企画

財　　務

広　　報

市民協働

歓迎・接伴

年度

総
務
企
画
関
係

準備組織

第74回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市開催推進総合計画　　年次計画

リハ大会予算編成

大会開催経費予算編成

大会報告書編成方針

広報基本計画

準備委員会設立総会

常任委員会

専門委員会

実行委員会総会

大会実施本部

リハ大会開催リハ大会実施本部

庁内推進会議

開催推進総合計画

年次計画

総合計画進行管理

年次計画進行管理
運営ガイドライン

識別用品整備要項

支給物品等配布要項

保険加入要項

通信業務要項

遺失物・拾得物

取扱要項

文化プログラム事業

運営ボランティア

募集要項

市民協働基本計画

歓迎・接伴基本計画
歓迎・接伴要項

歓迎装飾要項

案内所・休憩所

設置運営要項

売店設置運営要項

広報啓発実施計画

市民協働推進実施計画

大会実施本部

観光ガイドﾌﾞｯｸ

運営ボランティア

マニュアル

文化プログラム

大会実施本部マニュアル

ボランティア編成・配置

大会報告書

国体予算編成

40



競　　技

式　　典

施　　設

宿  泊

医事・衛生

輸送・交通

警備・消防

企
業
協
賛
関
係

企業協賛

輸
送
交
通
関
係

宿
泊
衛
生
関
係

競
技
式
典
関
係

： 総合計画 ・ 基本計画等 ： 実施計画 ・要項 ・ 要領 ： マニュアル・事業 ・ イベント ・ その他

協賛取扱要項企業協賛推進

基本計画
企業協賛等の推進

輸送・交通本部設置

リハ輸送

輸送・交通基本計画 輸送・交通業務

実施要項

リハ仮設施設設置施設整備基本計画
競技会会場

仮設施設設置

警備・消防防災業務

実施要項
リハ警備・消防防災本部設置

警備・消防防災基本計画 警備・消防本部設置

リハ大会医療救護本部設置

医事・衛生基本計画 救護本部・救護所設置医療救護要項・要領

防疫対策要項・要領

食品衛生対策

要項・要領

環境衛生対策

要項・要領

宿泊本部設置

弁当調整施設

リハ大会弁当調達

リハ大会配宿

宿泊業務実施要項宿泊基本計画
弁当調達要項

弁当調整施設

選考基準

弁当調整施設選考

委員会要項

炬火イベント実施計画 炬火イベント式典基本計画 炬火イベント実施要項

リハ大会開催

競技用具整備・配置

計画

競技会係員・補助員

編成計画

競技会係員・補助員

要請計画

競技運営基本計画

リハーサル大会

開催基本計画

競技別日程

競技実施要項

リハーサル大会

実施要項

競技用具整備要項

競技役員等編成要項

駐車場管理運営計画

競技会場仮設設置計画

会場地輸送計画

国体弁当調達

競技プログラム
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いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会会則 
 

第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会（以下「実行

委員会」という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 実行委員会は，第７４回国民体育大会において，守谷市・常総市・坂東市（以下

「３市」という。）で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に必要

な事業を行うことを目的とする。 

 （所掌事項） 

第３条 実行委員会は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事項を行う。 

（1）競技会の開催及び運営に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（2）競技会の開催及び運営に係る準備に関すること。 

（3）競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（4）関係競技団体，関係団体及び関係機関との連携調整に関すること。 

（5）市民のスポーツ意識の高揚に関すること。 

（6）その他実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

 第２章 組織 

 （組織） 

第４条 実行委員会は，会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（1）３市を代表する者 

（2）３市議会を代表する者 

（3）関係競技団体，関係団体及び関係機関を代表する者 

（4）その他会長が特に必要と認める者 

 （役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（1）会長   １名 

（2）副会長  ２名以内 

（3）常任委員 ５０名以内 

（4）監事   ２名 

 （役員の選任） 

第６条 会長及び副会長は，３市の市長の互選によって決定する。 

２ 常任委員及び監事は，委員のうちから会長が委嘱する。 

 （役員の職務） 

第７条 会長は，実行委員会を代表し，会務を総理する。 

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は欠けたときは，あらかじめ会長が

指名した順位により，その職務を代理する。 

３ 常任委員は，常任委員会を構成し，第１２条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は，実行委員会の財務を監査する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は，委嘱されたときから実行委

員会の目的が達成されたときまでとする。ただし，委員等が就任時におけるそれぞれの

所属の団体又は機関の役職を離れた場合は，その委員等は，辞職したものとみなし，そ

の後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は，委員等に特別な事情が生じたときは，その職を解き，必要に応じて補充する

ことができる。 

３ 会長は，前２項の規定により委員等に変更があったときは，次の総会において報告す

る。 

４ 委員等は無報酬とし，会議等に係る旅費は原則支給しない。 

 （顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に，顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は，会長が委嘱する。 

３ 顧問は，会務の重要な事項について，会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は，会長が必要と認める事項について，会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は，顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

 第３章 会議の種類 

 （会議の種類） 

第 10条 実行委員会に，次に掲げる機関を置く。 

（1）総会 

（2）常任委員会 

（3）専門委員会 

（4）幹事会 

 （総会） 

第 11条 総会は，会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は，必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は，会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会に報告すべき事項は，次に掲げるとおりとする。 

（1）事業計画及び事業報告に関すること。 

（2）予算及び決算に関すること。 

（3）前２号に掲げるもののほか，会長が必要と認める事項に関すること。 

５ 会長は，必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

 （常任委員会） 

第 12条 常任委員会は，会長，副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は，会長をもって充てる。 
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３ 副委員長は，副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は，必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は，委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき，又は欠けたときは，副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は，次に掲げる事項について審議し，決定する。 

（1）競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

（2）会則の制定及び改廃に関すること。 

（3）事業計画及び事業報告に関すること。 

（4）予算及び決算に関すること。 

（5）専門委員会の設置及び専門委員会への付託事項に関すること。 

（6）前各号に掲げるもののほか，重要な事項に関すること。 

８ 常任委員会は，委員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし，常

任委員会に出席できない委員は，あらかじめ通知された事項について，代理人に権限を

委任し，又は書面で議決に加わることができる。 

９ 常任委員会の議事は，出席委員（代理人に権限を委任し，又は書面で議決に加わった

者を含む。）の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

10 会長は，常任委員会が審議し，決定した事項及び次条第２項又は第３項の規定により

専門委員から報告があった事項を，必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

11 第８条の規定は，常任委員の任期等について準用する。 

（専門委員会） 

第 13条 専門委員会は，会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は，常任委員会から付託された事項について調査し，及び審議し，その結

果を常任委員会に報告しなければならない。 

３ 専門委員会は，常任委員会から委任された事項について調査し，及び審議し，その結

果を必要に応じて常任委員会に報告する。 

４ 前３項に定めるもののほか，専門委員会に関し必要な事項は，常任委員会に諮った上

で，会長が別に定める。 

５ 第８条の規定は，専門委員の任期等について準用する。 

（幹事会） 

第 14条 ３市の共通認識を図り具体的な事項を検討するため，幹事会を置く。 

２ 幹事会の幹事は，３市の教育部長及び第７４回国民体育大会担当課長をもって充てる。 

３ 幹事会に幹事長を置く。 

４ 幹事長は幹事の互選により選出する。 

５ 幹事会は幹事長が招集し，幹事長がその議長となる。 

 

 第４章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第 15条 会長は，総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては，これを専決処分するこ

とができる。 
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２ 会長は，前項の規定により専決処分したときは，これを次の総会等に報告し，承認を

得なければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第 16条 実行委員会の事務を処理するため，事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

 

 第６章 会計 

 （経費） 

第 17条 実行委員会の経費は，負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第 18 条 実行委員会の収支予算は，常任委員会の議決により定め，収支決算は，監事の

監査を経て常任委員会の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第 19条 実行委員会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日までとする。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

 

 第７章 解散 

 （解散） 

第 20 条 実行委員会は，第２条に規定する目的が達成されたときは，常任委員会の議決

を経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は，常任委員会の議決を経て処分する。 

 

 第８章 補則 

 （委任） 

第 21 条 この会則に定めるもののほか，実行委員会の運営に必要な事項は，会長が別に

定める。 

 

附 則 

この会則は，平成２８年８月２４日から施行する。 

附 則 

この会則は，平成２９年６月２１日から施行する。 
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いきいき茨城ゆめ国体守谷市･常総市･坂東市実行委員会 

専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員

会会則（平成２８年８月２４日決定）第１３条第４項の規定に基づき，いき

いき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会専門委員会（以下「専

門委員会」という。）の組織及び運営について，必要な事項を定めるものと

する。 

（名称及び付託事項等） 

第２条 専門委員会の名称及びいきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市

実行委員会常任委員会からの付託事項及び委任事項は，別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）委員長 １名 

（２）副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は，専門委員のうちから，いきいき茨城ゆめ国体

守谷市・常総市・坂東市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は，専門委員会を代表し，会務を総理する。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は欠けたときは，

あらかじめ委員長が指定した順位により，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は，必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は，委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会の議事は，出席した専門委員の過半数をもって決し，可否同数

のときは，議長の決するところによる。 

４ 専門委員会は，必要があると認めるときは，専門委員以外の者の出席を求

め，その意見又は説明を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は，運営上必要があるときは，専門部会を設置し，専門的

事項について調査研究等を行わせ，その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は，会長が委嘱した委員（以下「部会委員」という。）をも

って構成する。 

３ 第３条から第５条まで並びに第６条第１項，第２項及び第４項の規定は，

専門部会について準用する。この場合において，これらの条文中「専門委員

会」とあるのは「専門部会」と，「委員長」とあるのは「部会長」と，「副委

員長」とあるのは「副部会長」と，「専門委員」とあるのは「部会委員」と読

平成２９年６月２１日 

実行委員会第１回常任委員会決定 
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み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は，専門委員の任期の例による。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか，専門委員会及び専門部会の運営につい

て必要な事項は，それぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は，平成２８年６月２０日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２８年８月２４日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２９年６月２１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

 

名 称 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

１ 総合的な計画の立案に関すること。 

２ 広報及び市民運動の基本的事項に関

すること。 

３ 観光，接伴及び歓迎装飾の基本的事

項に関すること。 

４ 他の専門委員会に属さない重要な事

項に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関すること。 

２ 広報及び市民運動の実施に関するこ

と。 

３ 観光，接伴及び歓迎装飾の実施に関

すること。 

４ 他の専門委員会に属さない事項に関

すること。 

競技式典 

専門委員会  

１ 競技会運営の基本的事項に関するこ

と。 

２ 式典の基本的事項に関すること。 

３ その他競技式典に係る重要な事項に

関すること。 

１ 競技運営の実施に関すること。 

２ 表彰式の実施に関すること。 

３ その他競技式典に関すること。 

宿泊衛生 

専門委員会 

１ 宿泊及び配宿の基本的事項に関する

こと。 

２ 環境衛生及び食品衛生の基本的事項

に関すること。 

３  医療救護の基本的事項に関するこ

と。 

４ その他宿泊衛生に係る重要な事項に

関すること。 

１ 宿泊及び配宿の実施に関すること。 

２ 環境衛生及び食品衛生対策の実施に

関すること。 

３ 医療救護の実施に関すること。 

４ その他宿泊衛生に関すること。 

輸送交通 

専門委員会 

１ 輸送及び交通の基本的事項に関する

こと。 

２ 駐車場の基本的事項に関すること。 

３ 警備及び消防防災の基本的事項に関

すること。 

４ その他輸送交通に係る重要な事項に

関すること。 

１ 輸送及び交通業務の実施に関するこ

と。 

２ 駐車場業務の実施に関すること。 

３ 警備及び消防防災対策の実施に関す

ること。 

４ その他輸送交通業務に関すること。 

企業協賛推進 

専門委員会 

１  企業協賛の基本的事項に関するこ

と。 

２ その他企業協賛に係る重要な事項に

関すること。 

１ 企業協賛の推進に関すること。 

２ その他企業協賛に関すること。 
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第７４回国民体育大会 開催準備経過概要（日本体育協会及び県関係） 

※３市実行委員会に関係する部分は太字 

年 月 日 経  過  概  要 

平成 23年 
2月 25日 

(財)茨城県体育協会が平成３１年第７４回国民体育大会の招致に関す

る要望書を茨城県、茨城県議会、茨城県教育委員会に提出 

3月 3日 平成２３年第１回定例県議会において、知事が招致を表明 

3月 22日 
平成２３年第１回定例県議会において、平成３１年第７４回国民体育

大会の招致を決議 

5月 31日 (公財)日本体育協会及び文部科学省に開催要望書を提出 

7月 13日 
(公財)日本体育協会理事会において、平成３１年第７４回国民体育大

会の茨城県開催を了解（内々定） 

8月 12日 茨城県が国民体育大会説明に訪問 

9月 30日 誘致・開催希望予備調査を茨城県に提出 

10月 17日 茨城県主催の市町村説明会に出席 

11月 市町村開催希望調査書を茨城県に提出 ※守谷市，坂東市 

平成 24年 １月 市町村開催希望調査書を茨城県に提出 ※常総市 

１月 
茨城県主催の会場地選定聞き取り調査に出席 

守谷市 2/1，常総市 1/30，坂東市 1/25 

5月 28日 
第７４回国民体育大会茨城県準備委員会設立総会・第１回総会並びに

第１回常任委員会開催 

7月 25日 茨城県第１回総務企画専門委員会開催 

8月 
茨城県主催の会場地市町村選定ヒアリングに出席 

守谷市 8/24，常総市 8/29，坂東市 8/22 

8月 7日 茨城県第１回開催基本構想策定検討会議開催 

10月 12日 茨城県第２回開催基本構想策定検討会議開催 

10月 22日 茨城県第２回総務企画専門委員会開催 

11月 
第７４回国民体育大会開催基本構想説明会開催 

県南 11/15 県西 11/16 

11月 26日 茨城県第１回施設整備専門委員会開催 

11月 27日 茨城県第１回競技運営専門委員会開催 

11月 28日 茨城県第３回開催基本構想策定検討会議開催 

平成 25年 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 10日 茨城県第３回総務企画専門委員会開催 

1月 24日 

第１次選定（案）に係る内諾書を茨城県に提出 

（実施競技：ハンドボール） 

※守谷市(成年女子)，常総市(少年男女)，坂東市(成年男子) 

2月 12日 第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第２回常任委員会開催 

2月 20日 茨城県準備委員会から会場地市町村の選定（第一次）通知を受領 

2月 25日 第１回市町村・競技団体連絡会議に出席 

6月 4日 茨城県第４回総務企画専門委員会開催 

6月 14日 茨城県第１回広報・県民運動専門委員会開催 
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年 月 日 経  過  概  要 

平成 25年 
7月 2日 

第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第３回常任委員会並びに第２

回総会開催 

11月 27日 茨城県第１回宿泊・衛生専門委員会開催 

11月 28日 茨城県会第２回競技運営専門委員会開催 

12月 17日 

～18日 
中央競技団体正規視察（ハンドボール競技） 

平成 26年 1月 14日 茨城県第２回施設整備専門委員会開催 

1月 28日 茨城県第１回輸送・交通専門委員会開催 

1月 30日 
茨城県第１回式典専門委員会並びに第２回広報・県民運動専門委員会

開催 

2月 18日 

第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第４回常任委員会開催 

【大会愛称・スローガンの決定】 

大 会 愛 称：いきいき茨城ゆめ国体 

スローガン：翔べ 羽ばたけ そして未来へ 

5月 13日 第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第２回市町村連絡会議に出席 

6月 3日 茨城県第５回総務企画専門委員会開催 

6月 25日 茨城県第３回広報・県民運動専門委員会開催 

7月 8日 
第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第５回常任委員会並びに第３

回総会開催 

10月 6日 第７４回国民体育大会競技運営に係る会場地市町村ヒアリングに出席 

10月 29日 茨城県第４回広報・県民運動専門委員会開催 

11月 26日 茨城県第３回競技運営専門委員会開催 

11月 27日 茨城県第１回警備・消防専門委員会開催 

12月 3日 茨城県第２回宿泊・衛生専門委員会開催 

12月 4日 茨城県第１回式典専門委員会開催 

平成 27年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 15日 茨城県第３回施設整備専門委員会開催 

1月 22日 茨城県第２回輸送・交通専門委員会開催 

2月 16日 第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第６回常任委員会開催 

4月 15日 茨城県第５回広報・県民運動専門委員会開催 

5月 14日 第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第３回市町村連絡会議に出席 

5月 27日 茨城県第６回総務企画専門委員会開催 

5月 28日 茨城県第３回式典専門委員会開催 

6月 25日 第７４回国民体育大会仮配宿に係るヒアリングに出席 

7月 14日 
第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第 7 回常任委員会並びに第４

回総会開催 

8月 5日 茨城県第１回募金・企業協賛推進委員会開催 

8月 26日 茨城県第６回広報・県民運動専門委員会開催 

8月 28日 第７４回国民体育大会競技運営に係る会場地市町村ヒアリングに出席 

10月 22日 茨城県第２回募金・企業協賛推進委員会開催 

11月 26日 茨城県第４回競技運営専門委員会開催 
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年 月 日 経  過  概  要 

平成 27年 11月 27日 茨城県第２回警備・消防専門委員会開催 

平成 28年 1月 13日 茨城県第４回施設整備専門委員会開催 

2月 12日 茨城県第７回総務企画専門委員会開催 

2月 16日 第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第８回常任委員会開催 

2月 17日 茨城県第３回宿泊・衛生専門委員会開催 

2月 19日 茨城県第３回輸送・交通専門委員会開催 

3月 24日 茨城県第３回募金・企業協賛推進委員会開催 

4月 26日 茨城県第８回総務企画専門委員会開催 

5月 9日 第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第４回市町村連絡会議に出席 

5月 18日 茨城県第７回広報・県民運動専門委員会開催 

6月 29日 茨城県第９回総務企画専門委員会開催 

7月 20日 

財団法人日本体育協会第３回理事会において，第７４回国民体育大会

の開催地が茨城県，会期については平成３１年９月２８日（土）～１

０月８日（火）の１１日間に正式決定。 

7月 26日 

第７４回国民体育大会茨城県準備委員会第９回常任委員会及び第５回

総会「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会第 1

回総会」開催  【準備委員会から実行委員会へ組織移行】 

8月 23日 茨城県第４回式典専門委員会開催 

8月 29日 茨城県第５回競技運営専門委員会開催 

9月 14日 第７４回国民体育大会競技運営に係る会場地市町村ヒアリングに出席 

9月 16日 第７４回国民体育大会宿泊業務及び輸送業務に係る説明会に出席 

11月 16日 茨城県第４回募金・企業協賛推進委員会開催 

11月 17日 茨城県第３回警備・消防専門委員会開催 

12月 16日 

公益財団法人日本体育協会国体委員会において，国体各競技会の会期

が正式決定。 

ハンドボール競技会  

平成３１年１０月３日（木）から１０月７日（月）までの５日間 

12月 26日 茨城県第５回式典専門委員会開催 

平成 29年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 12日 茨城県第５回施設整備専門委員会開催 

1月 15日 茨城県第６回競技運営専門委員会開催 

1月 25日 

茨城県第６回競技運営専門委員会開催 

【国体各競技会の練習会場が正式決定】 

ハンドボール競技会は３市１１会場 

1月 31日 茨城県第１回全国障害者スポーツ大会専門委員会開催 

2月 13日 いきいき茨城ゆめ国体茨城県実行委員会第１回常任委員会開催 

2月 14日 茨城県第４回輸送・交通専門委員会開催 

2月 21日 
茨城県第４回宿泊・衛生専門委員会並びに第８回広報・県民運動専門

委員会開催 

3月 29日 茨城県第６回施設整備専門委員会開催 
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年 月 日 経  過  概  要 

平成 29年 3月 13日 第７４回国民体育大会合同配宿実施についての同意書を県に提出 

3月 13日 競技別リハーサル大会に係る市町村訪問 

5月 15日 いきいき茨城ゆめ国体茨城県実行委員会第５回市町村連絡会議に出席 

4月 26日 
いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技リハーサル大会開催申請書を

県実行委員会に提出 

5月 24日 第７４回国民体育大会に係る茨城県運営交付金制度の市町村訪問説明 

5月 29日 
第７４回国民体育大会合同配宿業務受託事業者の決定通知を受領 

【株式会社ＪＴＢ関東 法人営業水戸支店】に決定 

5月 31日 

いきいき茨城ゆめ国体リハーサル大会承認通知を受領 

「第２３回ジャパンオープンハンドボールトーナメント」がリハーサ

ル大会に正式決定  会期：平成 30年 8月 4日～7日 

6月 12日 
第７４回国民体育大会合同配宿業務委託に係る会場地市町村ヒアリン

グに出席 

6月 28日 いきいき茨城ゆめ国体宿泊施設業務説明会に出席 

7月 11日 
いきいき茨城ゆめ国体茨城県実行委員会第２回常任委員会並びに第２

回総会開催 

7月 20日 いきいき茨城ゆめ国体第１回競技運営担当者会議に出席 

8月 2日 茨城国体における競技会場運営研修会（第１回全体会議）に出席 

8月 8日 第７４回国民体育大会競技運営に係る会場地市町村ヒアリングに出席 

 

会議の開催等 

◎平成 27年度 

 年 月 日 名 称 等 

１ 平成 27年 6月 22日 
第７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市準備委員会設立発起

人会（守谷市役所） 

２ 平成 27年 10月 1日 
第７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市準備委員会設立総

会・第１回総会   ≪関東・東北豪雨災害により中止≫ 

３ 平成 28年 2月 16日 
第７４回国民体育大会守谷市・常総市・坂東市準備委員会設立総

会・第１回総会（守谷市中央公民館） 

 

◎平成 28年度 

 年 月 日 名 称 等 

 平成 28年４月１日 もりや学びの里に，国体守谷市・常総市・坂東市事務局を設置 

１ 平成 28年 5月 23日 第１回幹事会（もりや学びの里） 

２ 平成 28年 6月 7日 第 1回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

３ 平成 28年 6月 20日 準備委員会第１回常任委員会（いこいの郷常総） 

４ 平成 28年 7月 12日 第２回幹事会（もりや学びの里） 

５ 平成 28年 8月 10日 第１回専門委員会合同会議（坂東市岩井図書館） 
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 年 月 日 名 称 等 

６ 平成 28年 8月 24日 準備委員会第２回常任委員会（守谷市中央公民館） 

７ 平成 28年 8月 24日 
準備委員会第２回総会・実行委員会第１回総会（守谷市中央公民館） 

【準備委員会から実行委員会へ組織移行】 

８ 平成 28年 10月 13日 第３回幹事会（もりや学びの里） 

９ 平成 28年 10月 26日 第２回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

10 平成 29年 2月 15日 第４回幹事会（もりや学びの里） 

11 平成 29年 3月 21日 第２回競技式典専門委員会（もりや学びの里） 

12 平成 29年 3月 21日 第２回企業協賛専門委員会（もりや学びの里） 

 

◎平成 29年度 

 年 月 日 名 称 等 

１ 平成 29年 5月 10日 第５回幹事会（もりや学びの里） 

２ 平成 29年 5月 17日 第３回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

３ 平成 29年 5月 29日 第６回幹事会（もりや学びの里） 

４ 平成 29年 6月 15日 第２回総務企画専門委員会（坂東市岩井公民館） 

５ 平成 29年 6月 21日 実行委員会第 1回常任委員会（常総市生涯学習センター） 

６ 平成 29年 6月 29日 第４回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

７ 平成 29年 7月 24日 第７回幹事会（もりや学びの里） 

８ 平成 29年 8月 18日 実行委員会第２回総会（坂東市民音楽ホール ベルフォーレ） 

 

先催地視察・事業概要説明会 

◎平成 28年度 

 年 月 日 内    容 

１ 
平成 28年 8月 5日 

～6日 

愛顔つなぐえひめ国体ハンドボール競技リハーサル大会 

第 21回ジャパンオープンハンドボールトーナメント視察 

西条市・松山市（職員 2名） 

２ 
平成 28年 10月 5日 

～7日 

希望郷いわて国体第 71回国民体育大会ハンドボール競技会視察 

花巻市（職員 2名） 

３ 
平成 28年 12月 15日 

～16日 

希望郷いわて国体 花巻市事業概要説明会 （職員 3名） 

ハンドボール競技会分科会（県競技団体 1名） 

４ 平成 29年 3月 4日 日本リーグ視察 さいたま市（職員 6名） 

 

◎平成 29年度 

 年 月 日 内    容 

１ 
平成 29年 8月 4日 

～8日 

福井しあわせ国体ハンドボール競技リハーサル大会 

第 22回ジャパンオープンハンドボールトーナメント視察 

福井市・永平寺町（職員 4名）（県競技団体 4名） 
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【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 43名 【監事】 2名

【委員】 148名 【顧問】　 22名 【参与】　　  69名 合計　 287名

氏名
1 常総市長 神達　岳志
2 守谷市長 松丸　修久
3 坂東市長 木村　敏文
4 守谷市議会 議長 梅木　伸治
5 守谷市教育委員会 教育長 後藤　光良
6 守谷市体育協会 会長 又耒　成人
7 茨城県ハンドボール協会 会長 会田　真一
8 茨城県ハンドボール協会 理事長 古矢　勲
9 守谷市学校長会 会長 椎名　和良
10 守谷市商工会 会長 小川　一成
11 守谷市観光協会 会長 作部屋　義彦
12 守谷市社会福祉協議会 副会長 染谷　桂子
13 （公社）取手市医師会 代表理事 眞壁　文敏
14 茨城県取手警察署 署長 小松﨑　邦二
15 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 消防長 中島　浩
16 茨城みなみ農業協同組合 代表理事組合長 齊藤　繁
17 首都圏新都市鉄道㈱運輸部守谷駅務管理所 所長 六笠　良二
18 関東鉄道㈱ 常務取締役自動車部長 武藤　成一
19 守谷市女性団体連絡協議会 会長 飯島　和子
20 常総市議会 議長 風野　芳之
21 常総市教育委員会 教育長 山口　大
22 常総市体育協会 会長 長　行雄
23 常総市校長会 会長 海老原　治夫
24 常総市商工会 会長 生井　邦彦
25 常総市観光物産協会 会長 熊谷　昇
26 常総市社会福祉協議会 副会長 中山　美代子
27 （一社）茨城県きぬ医師会 会長 中川　邦夫
28 茨城県常総警察署 署長 蔀　靖夫
29 常総ひかり農業協同組合 代表理事組合長 塚本　治男
30 関東鉄道㈱水海道駅 管区駅長 宮田　隆一
31 県ホテル旅館生活衛生同業組合水海道支部 野村　清
32 女性団体じょうそう事業委員会 会長 秋場　ふぢ
33 坂東市議会 議長 桜井　広美
34 坂東市教育委員会 教育長 大竹　良彦
35 坂東市体育協会 会長 荻井　公夫
36 坂東市校長会 会長 倉持　英夫
37 坂東市商工会 会長 中村　静雄
38 坂東市観光協会 副会長 中山　茂
39 坂東市社会福祉協議会 副会長 倉持　嘉男
40 茨城県境警察署 署長 岡崎　成人
41 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 消防長 中山　道夫
42 岩井農業協同組合 代表理事組合長 風見　晴夫
43 茨城むつみ農業協同組合 代表理事組合長 岩瀨　治三郎
44 東武鉄道㈱東武柏駅管区七光台駅 駅長 大橋　文雄
45 茨城急行自動車㈱野田営業所 所長 鈴木　勝己
46 ばんどう市女性団体協議会 会長 服部　惠子
47 常総市 会計管理者 飯田　恒夫
48 坂東市 会計管理者 金久保吉之

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市・実行委員会 役員・委員・顧問・参与 名簿

（平成29年8月18日現在　敬称略）

役職
会長

副会長

機関・団体及び役職

常任委員（守谷市）

常任委員（常総市）

常任委員（坂東市）

監事
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いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市・実行委員会 役員・委員・顧問・参与 名簿

（平成29年8月18日現在　敬称略）
49 守谷市 副市長 橋本　孝夫
50 茨城県立守谷高等学校 校長 海老沼　洋
51 守谷市ボランティア協会 会長 金高　尚文
52 関東鉄道㈱守谷駅 管区駅長 大山　正
53 日本旅行業協会関東支部茨城地区委員会 代表 山口　尚孝
54 守谷市金融団幹事行 代表 伊藤　哲也
55 守谷市建設業協会 会長 久保田　正夫
56 守谷市管工事業協同組合 理事長 大山　孝
57 守谷市産業地域協力会 会長 髙橋　孝造
58 守谷市体育協会 副会長 安達　孝志
59 守谷市体育協会 事務局長 椿　文嶺
60 茨城県ハンドボール協会 副会長 住尾　勉
61 茨城県ハンドボール協会 副会長 鈴木　孝八郎
62 茨城県ハンドボール協会 副会長 大村　久
63 茨城県ハンドボール協会 副会長 大川　洋司
64 茨城県ハンドボール協会 副会長 神坂　行雄
65 茨城県ハンドボール協会 副会長 阿部　浩
66 茨城県ハンドボール協会 副会長 古矢　勲
67 茨城県ハンドボール協会 副会長 神達　岳志
68 茨城県ハンドボール協会 統括 安田　博之
69 茨城県ハンドボール協会 副理事長 滝川　一徳
70 茨城県ハンドボール協会 副理事長兼総務部長兼事務局長 滝川　剛司
71 守谷市小学校体育連盟 会長 小池　義寿
72 守谷市中学校体育連盟 会長 小口勝洋
73 守谷市スポーツ推進委員会 委員長 仁田　栄
74 守谷市食生活改善推進員協議会 会長 澤田　由加利
75 守谷市文化協会 会長 霜多　俊治
76 守谷市PTA連絡協議会 会長 森山　克彦
77 守谷市シルバー人材センター 理事長 一ノ瀬　洵
78 竜ケ崎保健所 所長 緒方　剛
79 守谷市商工会青年部 部長 飯島　崇人
80 守谷市商工会女性部 部長 相良　志津子
81 ボーイスカウト守谷第１団 ビーバー隊隊長 石濱　真一
82 ガールスカウト茨城第39団 団委員長 長谷川　登代
83 守谷ロータリークラブ 会長 土田　達雄
84 守谷ライオンズクラブ 会長 中里　憲文
85 東日本電信電話㈱茨城支店 支店長 松本　健一郎
86 東京電力パワーグリッド㈱竜ヶ崎支社 支社長 塙　裕彦
87 日本郵便㈱守谷郵便局 局長 堀　晋吾
88 茨城県ハイヤー・タクシー協会県南支部 支部長 小坂　博
89 茨城県レンタカー協会 会長 湯原　力
90 取手地区交通安全協会守谷支部 副支部長 伯耆田　富夫
91 守谷市スポーツ少年団 本部長 長谷川　信市
92 守谷市青少年相談員 会長 小川　桂子
93 守谷市シニアクラブ連合会 会長 村田　昌
94 守谷市市民活動連絡協議会 事務局長 髙木　保
95 守谷市ネットワーカー連絡協議会 会長 安藤　聖志
96 もりや市民大学運営委員会 委員長 宮﨑　毅
97 守谷市総務部 部長 須賀　三雄
98 守谷市生活経済部 部長 坂　浩
99 守谷市保健福祉部 部長 堀　浩
100 守谷市都市整備部 部長 古谷　浩一
101 守谷市上下水道事務所 所長 海老原　光雄
102 守谷市議会事務局 事務局長 菅谷　智弘
103 守谷市 会計管理者 飯野　亘
104 守谷市教育委員会 教育部長 山崎　浩行
105 常総地方広域市町村圏事務組合 管理課長兼施設課長 瀬崎　香代

委員（守谷市）
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いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市・実行委員会 役員・委員・顧問・参与 名簿

（平成29年8月18日現在　敬称略）
106 常総市 副市長 藤島　忠夫
107 茨城県立水海道第一高等学校 校長 横田　和巳
108 茨城県立水海道第二高等学校 校長 佐藤　誠
109 茨城県立石下紫峰高等学校 校長 渡邉　宏明
110 常総ボランティア連絡協議会 会長 永瀬　菊江
111 水海道金融団幹事行 代表 内村　尚史
112 石下金融団幹事行 代表 廣瀬　寿嗣
113 常総市工業懇話会 会長 長岡　徳樹
114 常総市体育協会 副会長 小野　広美
115 常総市体育協会 副会長 山野井　寿雄
116 常総市体育協会 理事長 岡田　一夫
117 常総市体育協会 副理事長 笠倉　不二
118 常総市小中学校体育連盟 会長 草間　典夫
119 常総市スポーツ推進委員会 委員長 笠倉　不二
120 常総市食生活改善推進員会 会長 入江　洋子
121 常総市文化協会 会長 中山　治
122 常総市子ども会育成連合会 会長 中莖　武江
123 常総市小中学校PTA連絡協議会 会長 舘野　光洋
124 常総市公立幼稚園PTA連絡協議会 会長 稲葉　幸子
125 常総市シルバー人材センター 常務理事兼事務局長 坂巻　幸一
126 常総保健所 所長 本多　めぐみ
127 常総市商工会青年部 部長 相山　隆司
128 常総市商工会女性部 部長 小倉　道子
129 水海道地方飲食店組合 組合長 穂戸田　実
130 石下・千代川三業組合 組合長 荻野　恭一
131 水海道ロータリークラブ 会長 石塚　克己
132 水海道ライオンズクラブ 会長 岡野　光一
133 石下ライオンズクラブ 会長 関井　利徳
134 日本郵便㈱水海道郵便局 局長 神風　和則
135 日本郵便㈱三坂郵便局 局長 皆葉　正弘
136 日本郵便㈱石下郵便局 局長 吉澤　克三
137 日本郵便㈱石下飯沼郵便局 局長 倉持　保之
138 県ハイヤー・タクシー協会県西支部 松村　仁志
139 常総地区交通安全協会 会長 倉持　泰仍
140 常総市スポーツ少年団 本部長 増田　利一
141 青少年育成常総市民会議 会長 中茎　道夫
142 常総市公民館連絡会 会長 倉持　栄
143 常総市シルバークラブ連絡協議会 会長 沼尻　保
144 常総市市長公室 室長 染谷　佳男
145 常総市総務部 部長 荒木　悟志
146 常総市市民生活部 部長 柴　典明
147 常総市保健福祉部 部長 吉原　克美
148 常総市経済環境部 部長 小室　孝二
149 常総市都市建設部 部長 木村　茂樹
150 常総市石下支所 支所長 吉原　栄
151 常総市議会事務局 事務局長 長妻　克美
152 常総市教育委員会 教育部長 沼尻　秀子

委員（常総市）
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いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市・実行委員会 役員・委員・顧問・参与 名簿

（平成29年8月18日現在　敬称略）
153 坂東市 副市長 南雲　仁
154 茨城県立岩井高等学校 校長 清田　聡
155 茨城県立坂東総合高等学校 校長 大木　直人
156 坂東市ボランティア連絡協議会 会長 飯住　澄夫
157 きぬ医師会坂東支部 支部長 許斐　康司
158 坂東市金融団幹事行 代表 池田　芳伸
159 坂東地区工業連絡会 会長 片山　勝元
160 ばんどう建設業協会 会長 鹿野谷　孝男
161 坂東市岩井上下水道工事店組合 組合長 風見　實
162 坂東市さしま上下水道工事店組合 組合長 桜井　孝男
163 坂東市体育協会 副会長 冨山　孝
164 坂東市体育協会 副会長 木村　仁
165 坂東市体育協会 副会長 相澤　武男
166 坂東市小中学校体育連盟 会長 古矢　勲
167 坂東市スポーツ推進委員会 委員長 名越　宏
168 坂東市食生活改善推進協議会 会長 野口　博子
169 坂東市文化協会 会長 倉持　寅生
170 坂東市子ども会育成連合会 会長 青柳　信夫
171 坂東市小中学校PTA連絡協議会 会長 倉持　守一
172 坂東市シルバー人材センター 常務理事兼事務局長 鈴木　康夫
173 坂東市商工会青年部 部長 堀　和友
174 坂東市商工会女性部 部長 田村　光子
175 坂東市料理飲食店組合 組合長 荒井　武夫
176 ボーイスカウト坂東第１団 団委員長 倉持　善四郎
177 ガールスカウト茨城県第８団 団委員長 武田　まゆみ
178 岩井ロータリークラブ 会長 奥村　秋夫
179 岩井ライオンズクラブ 国体準備委員長 石塚　正樹
180 猿島ライオンズクラブ 会長 森田　孝夫
181 日本郵便㈱岩井郵便局 局長 横澤　智志
182 日本郵便㈱猿島郵便局 局長 沼口　宗夫
183 茨城県バス協会県西支部 支部長 沢木　民夫
184 境地区交通安全協会坂東支部　 副支部長 木村　藤一
185 坂東市スポーツ少年団 本部長 森　久雄
186 青少年育成坂東市民会議 会長 小谷野　伊一
187 坂東市シニアクラブ連合会 会長 染谷　武良夫
188 坂東市総務部 部長 鈴木　清
189 坂東市企画部 部長 大久保　正己
190 坂東市市民生活部 部長 中村　清一郎
191 坂東市保健福祉部 部長 松永　裕之
192 坂東市産業経済部 部長 中山　勝己
193 坂東市都市建設部 部長 亀井　義弘
194 坂東市上下水道部 部長 奥村　達也
195 坂東市教育委員会 教育部長 和田　聡
196 坂東市議会事務局 事務局長 海老原　信之

委員（坂東市）
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いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市・実行委員会 役員・委員・顧問・参与 名簿

（平成29年8月18日現在　敬称略）
197 守谷市議会 副議長 市川　和代
198 守谷市議会議会運営委員会 委員長 高橋　典久
199 守谷市議会総務教育常任委員会 委員長 高梨　恭子
200 守谷市議会都市経済常任委員会 委員長 川名　敏子
201 守谷市議会保健福祉常任委員会 委員長 寺田　文彦
202 行方市長 鈴木　周也
203 茨城県議会 議員 小川　一成
204 衆議院議員 葉梨　康弘
205 常総市議会 副議長 倉持　守
206 常総市議会運営委員会 委員長 中村　安雄
207 常総市議会総務常任委員会 委員長 堀越　輝子
208 常総市議会文教厚生常任委員会 委員長 坂巻　文夫
209 常総市議会建設経済常任委員会 委員長 小林　剛
210 茨城県議会 議員 飯田　智男
211 坂東市議会 副議長 風見　正一
212 坂東市議会運営委員会 委員長 風見　好文
213 坂東市議会総務常任委員会 委員長 青木　和之
214 坂東市議会教育民生常任委員会 委員長 青木　浩美
215 坂東市議会産業建設常任委員会 委員長 後藤　治男
216 茨城県議会 議員 石塚　仁太郎
217 衆議院議員 中村　喜四郎
218 衆議院議員 永岡　桂子
219 守谷市議会 議員 伯耆田　富夫
220 守谷市議会 議員 佐藤　弘子
221 守谷市議会 議員 山田　美枝子
222 守谷市議会 議員 佐藤　剛史
223 守谷市議会 議員 青木　公達
224 守谷市議会 議員 長谷川　信市
225 守谷市議会 議員 渡辺　秀一
226 守谷市議会 議員 高梨　隆
227 守谷市議会 議員 浅川　利夫
228 守谷市議会 議員 末村　英一郎
229 守谷市議会 議員 堤　茂信
230 守谷市議会 議員 神宮　栄二
231 守谷市議会 議員 砂川　誠
232 守谷市議会 議員 渡辺　大士
233 守谷市教育委員会 教育長職務代理者 町田　香
234 守谷市教育委員会 教育委員 山本　キヨ
235 守谷市教育委員会 教育委員 前山　文栄
236 守谷市教育委員会 教育委員 河原　健
237 守谷市 代表監査委員 田向　節三
238 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局 支局長 佐々木　博康
239 国土交通省関東地方整備局常総国道事務所 所長 伊與田　弘樹
240 朝日新聞社水戸総局
241 茨城新聞社取手・龍ケ崎支局
242 産経新聞社水戸支局
243 東京新聞水戸支局
244 毎日新聞取手通信部
245 読売新聞取手通信部
246 NHK水戸放送局つくば報道室
247 時事通信社水戸支局
248 共同通信社つくば通信部
249 茨城放送

顧問（守谷市）

顧問（常総市）

顧問（坂東市）

参与（守谷市）
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（平成29年8月18日現在　敬称略）
250 常総市議会 議員 堀越　道男
251 常総市議会 議員 水野　昇
252 常総市議会 議員 石川　栄子
253 常総市議会 議員 喜見山　明
254 常総市議会 議員 茂田　信三
255 常総市議会 議員 中島　亨一
256 常総市議会 議員 遠藤　正信
257 常総市議会 議員 岡野　一男
258 常総市議会 議員 中村　博美
259 常総市議会 議員 新田　宏安
260 常総市議会 議員 金子　晃久
261 常総市議会 議員 寺田　洋
262 常総市議会 議員 坂野　茂実
263 常総市議会 議員 大澤　清
264 常総市議会 議員 関　優嗣
265 常総市教育委員会 教育長職務代理者 入江　昭三郎
266 常総市教育委員会 教育委員 平井　丈史
267 常総市教育委員会 教育委員 川生　智子
268 常総市教育委員会 教育委員 東谷　綾子
269 常総市監査委員事務局 代表監査委員 荒井　孝典
270 坂東市議会 議員 藤野　稔
271 坂東市議会 議員 渡辺　昇
272 坂東市議会 議員 張替　秀吉
273 坂東市議会 議員 根本　衛
274 坂東市議会 議員 滝本　輝義
275 坂東市議会 議員 野口　理平
276 坂東市議会 議員 滝本　和男
277 坂東市議会 議員 羽富　晶弘
278 坂東市議会 議員 林　順藏
279 坂東市議会 議員 石山　実
280 坂東市議会 議員 石川　寛司
281 坂東市議会 議員 染谷　栄
282 坂東市議会 議員 眞喜志　修
283 坂東市教育委員会 教育長職務代理者 倉持　恒幸
284 坂東市教育委員会 教育委員 張替　玲子
285 坂東市教育委員会 教育委員 井口　理恵
286 坂東市教育委員会 教育委員 倉持　利之
287 坂東市監査委員事務局 代表監査委員 飯田　修

参与（坂東市）

参与（常総市）
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大会会期：２０１９年９月２８日～１０月８日 

ハンドボール競技は２０１９年１０月３日～１０月７日 

守谷市：成年女子(常総運動公園総合体育館) 

常総市：少年男女(水海道総合体育館・県立水海道第二高等学校体育館) 
坂東市：成年男女(坂東市総合体育館・県立岩井高等学校体育館) 

いきいき茨城ゆめ国体 

マスコットキャラクター 

守谷市・常総市・坂東市は， 

ハンドボール競技の会場です。 
 

いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技リハーサル大会 

第２３回ジャパンオープントーナメント 

 
 
大会会期：２０１８年８月４日～８月７日 

守谷市：男子(常総運動公園総合体育館) 

常総市：男女(水海道総合体育館・県立水海道第二高等学校体育館) 
坂東市：男女(坂東市総合体育館・県立岩井高等学校体育館) 


