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日 時 平成３０年５月２１日（月）午後２時００分 

会 場 常総市地域交流センター 

 

 

 

 

いばラッキー 



 

 

 

 

国体５００日前記念イベント 
 

《司会者 赤プル》 
 

 

《守谷市立御所ケ丘中学校による吹奏楽部演奏会》 
 

○曲目 

 ① いきいき茨城ゆめ国体 イメージソング 『そして未来へ』 

 ② 宇宙戦艦ヤマト 

 ③ 勇気１００％ 

 

○演奏者 

守谷市立御所ケ丘中学校吹奏楽部の皆さん（４６名） 

 

○指導者 

守谷市立御所ケ丘中学校吹奏楽部 顧問 磯先生 

 

 

《いきいきゆめダンス２０１９（国体ダンス）を踊ろう！！》 
 

〇指導者 

 坂東市教育委員会  野口 美千代 先生 

 

〇オブザーバー  

 県立水海道第一高等学校 応援チア部の皆さん（２０名） 

顧問 高橋先生 

 

 

《昭和４９年茨城国体出場選手のエピソードトークショー》 
 

○前回大会で大活躍した国体選手がサプライズ登場します！ 

 

 

《ハンドボール体験コーナー》 
 

○本物のハンドボールとゴールを見て・触れて・感じる体験コーナー 

 



 

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３回総会次第 

 

 

日時 平成３０年５月２１日（月）午後３時３０分～ 

場所 常総市地域交流センター 

 

 

【協賛企業感謝状贈呈式】 

株式会社 フジタ 様 

株式会社 野口運輸 様 

エィ・ティー・ロムジャパン 株式会社 様 

 

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・坂東市実行委員会委

員等の変更 

 

・報告第２号  国体リハーサル大会の概要 

 

・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  専門委員会の審議決定事項 

 

・報告第５号  実行委員会第２回常任委員会における審議決定事項 

 

   （１）平成２９年度事業報告及び収支決算 

   （２）平成３０年度事業計画及び収支予算 

 

 

３ 閉 会 



報告第１号

　実行委員会第２回総会（平成２９年８月１８日開催）以降，平成３０年５月２１日まで

の間における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。

○常任委員 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

守谷市教育委員会 教育長 町田　香 後藤　光良 平成30年4月1日

常総地方広域市町村圏事務組合
消防本部 消防長

大久保　慎一 中島　浩 平成30年4月1日

守谷市学校長会 会長 辺見　芳宏 椎名　和良 平成30年4月1日

常総市教育委員会 教育長 岡野　克巳 山口　大 平成30年4月1日

常総市校長会 会長 猪瀨　和男 海老原　治夫 平成30年4月1日

茨城県常総警察署 署長 村上　貴志 蔀　靖夫 平成30年4月1日

坂東市教育委員会 教育長 倉持　利之 大竹　良彦 平成30年4月1日

坂東市校長会 会長 倉持　美由紀 倉持　英夫 平成30年4月1日

○監事 （敬称略）

新任者 旧任者 就任年月日

宇田野　信彦 飯野　亘 平成30年4月1日

森田　一也 金久保　吉之 平成30年4月1日

○委員 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

守谷市 副市長 － 橋本　孝夫 平成30年4月1日

守谷市金融団幹事行 代表 立原　昇 池田　勇 平成30年4月1日

守谷市体育協会 事務局長 宮本　博行 椿　文嶺 平成30年5月15日

茨城県ハンドボール協会 副会長 佐藤　仁 阿部　浩 平成30年4月8日

茨城県ハンドボール協会 副会長 増田　徹 古矢　勲 平成30年4月8日

守谷市ＰＴＡ連絡協議会 会長 戸嶋　博之 森山　克彦 平成30年4月28日

日本郵便㈱守谷郵便局 局長 櫻井　俊介 堀　晋吾　 平成30年4月1日

守谷市総務部 部長 坂　浩 須賀　三雄 平成30年4月1日

守谷市市長公室 室長 濱田　耕志 － 平成30年4月1日

守谷市生活経済部 部長 岩田　賢　 坂　浩 平成30年4月1日

守谷市上下水道事務所 所長 長田　誠　 海老原　光雄 平成30年4月1日

守谷市議会事務局 事務局長 高橋　弘人 菅谷　智弘 平成30年4月1日

常総地方広域市町村圏事務組合
事務局長

岡田　宏美
管理課長兼施設課長

瀬崎　香代
平成30年4月1日

守
谷
市

機関・団体名及び役職

守谷市 会計管理者

坂東市 会計管理者

機関・団体名及び役職

坂
東
市

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会

委員等の変更

機関・団体名及び役職

守
谷
市

常
総
市
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○委員 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

茨城県立水海道第二高等学校
校長

古谷　英雄 佐藤　誠 平成30年4月1日

水海道金融団幹事行 代表 飯貝　㤗朗 白井　辰男 平成30年4月1日

石下金融団幹事行 代表 島田　博正 廣瀬　寿嗣 平成30年4月1日

常総市小中学校体育連盟 会長 倉持　功 草間　典夫 平成30年4月1日

常総市小中学校
ＰＴＡ連絡協議会 会長

篠崎　圭一郎 舘野　光洋 平成30年5月12日

常総市公立幼稚園
ＰＴＡ連絡協議会 会長

廣瀬　麻奈美 稲葉　幸子 平成30年5月18日

日本郵便㈱水海道郵便局 局長 太田　一敏 神風　和則 平成30年4月1日

常総市市長公室 室長 小林　昭仁 染谷　佳男 平成30年4月1日

常総市経済環境部 部長 宮田　道夫 小室　孝二 平成30年4月1日

常総市石下支所 支所長 諏訪　勝彦 吉原　栄 平成30年4月1日

坂東市 副市長 鈴木　清 南雲　仁 平成30年4月1日

茨城県立岩井高等学校 校長 國府田 一之 清田　聡 平成30年4月1日

坂東市金融団幹事行 代表 川島　弘行 後藤　義則 平成30年4月1日

坂東市小中学校体育連盟 会長 鶴見　徹也 古矢　勲 平成30年4月19日

坂東市文化協会 会長 荒木　健夫 倉持　寅生 平成30年4月26日

坂東市商工会女性部 部長 北村　広美 田村　光子 平成30年4月18日

坂東市総務部 部長 山口　誠 鈴木　清 平成30年4月1日

坂東市企画部 部長 和田　聡 大久保　正己 平成30年4月1日

坂東市市民生活部 部長 吉岡　浩之 中村　清一郎 平成30年4月1日

坂東市上下水道部 部長 金久保　吉之 奥村　達也 平成30年4月1日

坂東市教育委員会 教育部長 猪瀬　宏彰 和田　聡 平成30年4月1日

坂東市議会事務局 事務局長 鈴木　和幸 海老原　信之 平成30年4月1日

○顧問 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

守谷市議会 副議長 高橋　典久 市川　和代 平成30年3月1日

守谷市議会
議会運営委員会 委員長

市川　和代 高橋　典久 平成30年3月1日

守谷市議会
総務教育常任委員会 委員長

青木　公達 高梨　恭子 平成30年3月1日

守谷市議会
都市経済常任委員会 委員長

寺田　文彦 川名　敏子 平成30年3月1日

守谷市議会
保健福祉常任委員会 委員長

高梨　恭子 寺田　文彦 平成30年3月1日

常
総
市

茨城県議会 議員 金子　晃久 － 平成29年8月27日

常
総
市

坂
東
市

機関・団体名及び役職

守
谷
市

機関・団体名及び役職
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○参与 （敬称略）
新任者 旧任者 就任年月日

守谷市議会 議員 川名　敏子 青木　公達 平成30年3月1日

守谷市教育委員会
教育長職務代理者

山本　キヨ 町田　香 平成30年4月1日

守谷市教育委員会 教育委員 椎名　和良 山本　キヨ 平成30年4月1日

守谷市教育委員会 教育委員 萩谷　直美 前山　文栄 平成29年10月18日

国土交通省関東運輸局
茨城運輸支局 支局長

辻　正剛 佐々木　博康 平成30年4月1日

国土交通省関東地方整備局
常総国道事務所 所長

近藤　進 伊與田　弘樹 平成30年4月1日

常
総
市

常総市教育委員会 教育委員 荻根　文江 川生　智子 平成29年10月1日

坂東市教育委員会 教育委員 山口　直通 倉持　利之 平成30年4月1日

坂東市教育委員会 教育委員 田中　芳文 張替　玲子 平成30年5月18日

守
谷
市

坂
東
市

機関・団体名及び役職
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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について 

 

１ 大会概要 

（１）大会名  第２３回ジャパンオープンハンドボールトーナメント 

（２）期  日  平成３０年８月４日（土）～７日（火） 

※ 代表者会議及び開会式は，前日８月３日（金）に実施 

（３）会  場    水海道総合体育館    常総市坂手町３５５２番地 

       坂東市総合体育館    坂東市岩井３０８６番地 

常総運動公園総合体育館 守谷市野木崎４７００番地 

県立水海道第二高等学校 常総市水海道橋本町３５４９番地４ 

県立岩井高等学校    坂東市岩井４３１９番地１ 

（４）主  催  （公財）日本ハンドボール協会，全日本社会人ハンドボール連盟 

守谷市，守谷市教育委員会，常総市，常総市教育委員会，坂東市 

坂東市教育委員会，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東 

市実行委員会 

（５）主  管    茨城県ハンドボール協会 

（６）後 援  茨城県，茨城県教育委員会，（公財）茨城県体育協会     

       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 

       守谷市体育協会，常総市体育協会，坂東市体育協会 

 

２ 参加者 

（１） 平成３０年度（公財）日本ハンドボール協会に年度当初「一般Ａ」に登録さ

れた単独チームおよび個人で，日本ハンドボールリーグ（「一般Ｌ」登録）・

全日本学生ハンドボール連盟・（公財）全国高等学校体育連盟ハンドボール

専門部・全国高専ハンドボール連盟に登録されていないチーム及び個人。 

（２） 参加チームは，各地区（ブロック）の予選を通過したチーム又は地区の推薦

を受けたチームとし，開催県は，１チームの出場を認める。 

（３） 中学生以下の出場は認めない。 

（４） 出場チーム数 

男子  ３２チーム 

女子  １６チーム 

 

 

報告第２号 
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３ 大会役員等の構成（平成３０年４月１日現在） 

種 類 人数 備考 

大会役員 417 
名誉会長，会長，副会長，顧問，参与，委

員長，副委員長及び委員 

競技役員 185 
日本ハンドボール協会，県内の審判有資格

者および近県競技団体関係者 

競技補助員 168 
３市内高等学校ハンドボール部員及び近

隣高等学校バンドボール部員 

競技会係員 316 ３市市役所職員 

競技会補助員 80 一般・高校生ボランティア 

計 1,166  

  

競技会係員（市職員）及び競技会補助員（ボランティア）の従事内容 

係名 
編成 

予定人数 
主な業務 

本部長 1 実施本部を代表し，その事務を総理する。 

副本部長 2 
本部長を補佐し，本部長が欠けたときは，職務を代

理する。 

実施本部 10 実施本部の運営。各係への指示，緊急時の対応。 

会場総務班 99 
競技会運営全般の統括に関すること。 

他の係に属さない業務に関すること。 

競技式典班 79 

競技会場の管理に関すること。 

式典全般の運営及び進行管理に関すること。 

競技記録の集計，速報及び掲示に関すること。 
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おもてなし班 79 

休憩所の管理運営及び清掃，ドリンクコーナーの設

営及び運営に関すること。 

選手，監督等への郷土料理のおもてなしに関するこ

と。 

競技会場内外の清掃及び環境美化に関すること。 

医療救護班 15 

医療救護本部の運営に関すること。 

競技会場の救護所の設置及び管理運営に関するこ

と。 

会場警備 73 

会場内の巡回整備に関すること。 

駐車場（臨時駐車場含む）での案内・誘導・安全確

保に関すること。 

宿泊輸送班 21 

計画輸送の連絡調整に関すること。 

警備消防防災本部の運営に関すること。 

選手，監督，大会役員等の関係者の宿泊弁当の注文

受付に関すること。 

  

  

４ 宿泊   

本大会で合同配宿を行う（株）ＪＴＢ関東にリハーサル大会でも選手・監督の 

宿泊斡旋を委託する。また，競技役員等の宿泊についても，ＪＴＢが請負う。 

原則３市の宿泊施設を優先するが，不足がある場合には，つくば市・柏市・野 
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田市なども考慮する。 

  宿泊料金や夕食付プランの設定，ランク付けについては，現在調整している。 

 

５ 輸送及び駐車場 

  輸送計画の基本的な考え方 

  参加者区分 移動手段 備考 

① 選手・監督 自主移動   

② 大会役員 県協会対応   

③ 競技役員（近県・中央） 計画輸送 本部宿舎⇔競技会場 

④ 競技役員（県内） 自主移動   

⑤ 競技補助員（市外） 計画輸送 各学校⇔競技会場 

⑥ 競技補助員（市内） 自主移動   

⑦ 競技会係員（市職員） 自主移動または計画輸送   

⑧ 競技会補助員 自主移動   

⑨ 一般観覧者 自主移動またはシャトルバス 駅⇔競技会場 

⑩ 視察員・報道員 自主移動またはシャトルバス 駅⇔競技会場 

 

６ 競技用具 

 『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』に基づき， 

競技用具を整備する。 

 

７ 諸会議及び式典について 

（１）テクニカルデレゲート・審判会議   

日 時 ： 平成３０年８月３日（金）１２時３０分～ 

会 場 ： 守谷市ウエディングヒルズアジュール 
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（２）開会式 

日 時 ： 平成３０年８月３日（金）１５時 開会 

会 場 ： 守谷市ウエディングヒルズアジュール 

司 会 ： いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会 

参列者 ： 常総市長，常総市議会議長，常総市教育長 

守谷市長，守谷市議会議長，守谷市教育長 

坂東市長，坂東市議会議長，坂東市教育長 

日本ハンドボール協会，茨城県ハンドボール協会 

（３）代表者会議 

日 時 ： 平成３０年８月３日（金）開会式終了後 

  会 場 ： 守谷市ウエディングヒルズアジュール 

（４）閉会式 

【男子の部】 

日 時 ： 平成３０年８月７日（火）１３時２０分～（予定）  

※ 決勝戦終了後 

会 場 ： 常総市水海道総合体育館 

司 会 ： いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会事務局 

参列者 ： 坂東市長・常総市長・守谷市長 

日本ハンドボール協会 茨城県ハンドボール協会 

【女子の部】 

日 時 ： 平成３０年８月６日（月）１３時２０分～（予定） 

※ 決勝戦終了後 

会 場 ： 坂東市総合体育館 

司 会 ： いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会事務局 

参列者 ： 坂東市長・常総市長・守谷市長 

日本ハンドボール協会 茨城県ハンドボール協会 

 

（５）表彰 

ア 優勝チームには，（公財）日本ハンドボール協会会長杯を授与する。 

イ 第１位から第４位までのチームには，賞状を授与する。 

ウ 第１位から第３位までのチームには，メダルを授与する。 

エ 副賞として，第１位から第４位のチームに，３市の記念品を贈呈する。 

※ 記念品の内容は現在調整中 
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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，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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いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市 

警備・消防防災基本計画 

 

１ 目的 

第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」（以下「大会」とい

う。）に参加する，選手，監督，役員，視察員，報道員，その他関係者

及び一般観覧者の警備・消防防災対策については，関係機関・団体等と

連携を図り，安全かつ円滑な大会運営が行われるよう万全を期する。 

 

２ 内容 

（１）警備対策 

ア 競技会場，練習会場，宿泊施設，沿道等（以下「競技会場等」と

いう。）における事件・事故等の防止を重点とした適切な警備措置を

講じる。 

イ 大会期間中には，関係機関及び団体等の協力を得て防犯対策を推

進し，犯罪の予防に努める。 

 

（２）消防防災対策 

ア 競技会場等における火災，その他の災害の予防及び災害発生時に

おける情報伝達，避難誘導，救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

イ 大会期間中の火災，その他の災害の未然防止及び発生時の被害の

軽減を図るため，関係機関及び団体等の協力を得て，防火・防災意

識の高揚を図る。 

 

（３）大規模災害・突発重大事案対策 

競技会場等での大規模災害及び突発重大事案発生時における情報

伝達，避難誘導，被害の拡大防止，救急・救助等に関する諸対策を講

じる。 

 

（４）関係機関等との連絡調整 

関係機関及び団体等との緊密な連携を保つとともに，情報連絡体制

を確立し，警備・消防防災対策の円滑な推進を図る。 

平成２９年１０月２３日 会長専決 
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（平成３０年２月２１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 66,000,000 66,000,000 0
守谷市，常総市，坂東市から2,200万
円

２　繰入金 57,000,000 57,000,000 0 国体開催準備積立金から

３　繰越金 9,348,940 0 9,348,940 前年度繰越金

４　諸収入　 1,292,200 601,000 691,200
預金利子，啓発品売上，事業参加者負担
金等

133,641,140 123,601,000 10,040,140

本年度
予算額

暫定
予算額

比較 説明

１　総務管理費 7,965,000 7,871,000 94,000

01会議費 1,267,000 1,267,000 0 01諸会議運営事業

報償費 100,000 100,000

需用費 202,000 202,000 0 用紙代，卓上花代，会議費賄い

役務費 950,000 950,000 0 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 6,698,000 6,604,000 94,000 01事務局庶務事務

需用費 2,501,000 2,501,000 0 消耗品，ガソリン，封筒印刷

役務費 821,000 801,000 20,000 郵便料，電話料，振込手数料等

使用料及び賃借料 3,347,000 3,273,000 74,000 ＯＡ機器，電話，車両等

備品購入費 29,000 29,000 0 ＨＰ用ソフト

２　国体開催推進費 77,179,000 70,979,000 6,200,000

01開催推進事業 77,179,000 70,979,000 6,200,000 01国体開催推進事業

報償費 1,331,000 1,461,000 ▲ 130,000 リハーサル大会日当等

旅費 5,743,000 5,743,000 0 国体視察（福井県）

需用費 10,063,000 11,178,000 ▲ 1,115,000 リハーサル大会競技用消耗品等

役務費 1,909,000 1,271,000 638,000 リハーサル大会郵送料，保険料等

委託料 52,940,000 49,862,000 3,078,000 リハーサル大会設営撤去，看板等

使用料及び賃借料 1,446,000 1,043,000 403,000 有料道路，駐車場，車両等

備品購入費 0 121,000 ▲ 121,000

負担金補助及び交付金 3,747,000 300,000 3,447,000
日本リーグ開催権料，システムカウン
ター購入に係る負担金

３　諸支出金 45,000,000 42,000,000 3,000,000

01国体開催積立金 45,000,000 42,000,000 3,000,000 01国体開催準備積立金

４　予備費 3,497,140 2,751,000 746,140

3,497,140 2,751,000 746,140

133,641,140 123,601,000 10,040,140

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30年度暫定収支予算

科目

合計

支出

科目

　平成３０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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平成３０年３月２９日会長決裁 

 
いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実施本部設置要綱  

 
（設置）  
第１条  いきいき茨城ゆめ国体（第７４回国民体育大会）及びいきいき
茨城ゆめ国体競技別リハーサル大会において，守谷市・常総市・坂東
市（以下「３市」という。）で開催する競技会の円滑な運営に資する
ため，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実施本部（以下
「実施本部」という。）を設置する。  

 
（所掌事務）  
第２条  実施本部は，次に掲げる事項を所掌する。  
（１）競技会の運営に関する事項  
（２）その他実施本部において必要と認める事項  

 
（組織）  
第３条  実施本部は，本部長，副本部長，本部員，部長，班長，係長及
び係員（以下これらを「実施本部員」という。）をもって構成し，そ
の組織は別表第１のとおりとする。  

２ 本部長は常総市長を，副本部長は守谷市長及び坂東市長をもって充
てる。  

３ 本部員は，３市の副市長及び教育長をもって充てる。  
４ 部長，班長，係長及び係員は，３市の職員のうち本部長又は副本部
長が決定する。  
 

（事務分掌）  
第４条  実施本部の事務分掌は，別表第２のとおりとする。  

 
（職務）  
第５条  実施本部員の職務は，次のとおりとする。  
（１）本部長は，実施本部を代表し，その事務を総理する。  
（２）副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるとき，又は本  

部長が欠けたときは，守谷市長，坂東市長の順序でその職務を代理  
する。  

（３）本部員は，本部長，副本部長を補佐し，部長，班長等を指揮監督  
する。  

（４）部長は，上司の命を受け，担当する部の事務を掌理し，所属職員  
を指揮監督する。  

（５）班長及び係長は，上司の命を受け，それぞれの事務を処理する。 
（６）係員は，上司の命を受け，事務に従事する。  

 
（会議）  
第６条  本部長は，必要があると認めるときは，実施本部会議を招集し， 
本部長がその議長となる。  

２ 前項の実施本部会議は，本部長が指名する者を構成員とする。  
３ 部長は，必要があると認めるときは，班長会その他必要な会議を開  
催することができる。  
 

（庶務）  
第７条  実施本部の庶務は，いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂

東市実行委員会事務局又は３市国体担当課において処理する。  
 

（その他）  
第８条  この要綱に定めるもののほか，実施本部の運営に関し必要な事
項は，本部長が別に定める。  

 
附 則  

この要綱は，平成３０年３月２９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・坂東市実行委員会事務局規程 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 決裁（第７条―第９条） 

第３章 文書の取扱い（第１０条―第１２条） 

第４章 公印の取扱い（第１３条・第１４条） 

第５章 財務（第１５条―第２０条） 

第６章 補則（第２１条） 

附則 

第１章 総則 

 （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（以下「会則」という。）第１６条第２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（以下「実行委員会」という。）

の事務局の組織等について，必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 実行委員会の事務局（以下「事務局」という。）は，常総市生涯学習セ

ンターの設置及び管理に関する条例（平成８年常総市条例第１３号）に規定

する常総市生涯学習センター内に置く。 

（所掌事務） 

第３条 事務局の所掌事務は，次に掲げるとおりとする。 

（１）総会，常任委員会及び専門委員会の事務に関すること。 

（２）実行委員会の事業計画及び事業報告に関すること。 

（３）実行委員会の予算及び決算に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか，実行委員会の運営に関し，必要な事項に関

すること。 

（職員） 

第４条 事務局に次の職員を置く。 

（１）事務局長 １名 

（２）事務局長補佐 若干名 

（３）事務局職員 若干名 

２ 前項の職員（以下「職員」という。）は，守谷市，常総市及び坂東市の職員

の中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。）が任命する。 

（職務） 

第５条 事務局長は，会長の命を受け，事務局の事務を統括し，職員を指揮監

督する。 

平成３０年３月３０日会長決裁 
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２ 事務局長補佐は，事務局長を補佐し，事務局長に事故あるとき又は欠けた

ときは，その職務を代理する。この場合において事務局長補佐が２人以上置

かれている場合には，あらかじめ事務局長が定める順位によりその職務を代

理するものとする。 

３ 事務局職員は，事務局長の命を受け，事務局の事務に従事する。 

（服務） 

第６条 職員のうち，守谷市職員の服務については，守谷市職員服務規程（昭

和５２年守谷町規程第５号）の例による。 

２ 職員のうち，常総市職員の服務については，常総市職員服務規程（昭和３

８年水海道市訓令甲第３号）の例による。 

３ 職員のうち，坂東市職員の服務については，坂東市職員服務規程（平成１

７年坂東市訓令第３０号）の例による。 

第２章 決裁 

 （会長の権限に属する事項） 

第７条 会長の権限に属する事項は，次に掲げるとおりとする。 

（１）総会及び常任委員会の招集に関すること。 

（２）総会及び常任委員会に付すべき事項に関すること。 

（３）実行委員会の委員等の委嘱等に関すること。 

（４）実行委員会の規程等の制定改廃に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか，実行委員会の運営について特に重要と認め

られる事項に関すること。 

 （専決事項等） 

第８条 事務局長の専決事項は，次に掲げるとおりとする。 

（１）申請，届出，通知，照会，回答，報告等に関すること。 

（２）事務の分担に関すること。 

（３）職員の勤務命令に関すること。 

（４）契約に関すること。ただし，次に掲げるものを除く。 

  ア １件の見積価格が３０万円以上の工事又は製造の請負に関すること。 

  イ １件の見積価格が３０万円以上の物品の購入，賃貸借，修理及び業務

委託に関すること。 

２ 前項の規定にかかわらず，特に重要又は異例であると認められる事項につ

いては，会長の決裁を受けなければならない。 

 （代決） 

第９条 事務局長が不在のときは，事務局長補佐が代決することができる。こ

の場合において事務局長補佐が２人以上置かれている場合には，あらかじめ

事務局長が定める順位により代決するものとする。 
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第３章 文書の取扱い 

 （文書の記号番号等） 

第１０条 文書には，「守常坂国体実」の記号及び会計年度による一連番号を付

さなければならない。ただし，軽易な文書については，省略することができ

る。 

２ 決裁文書には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める決裁権者

を表示しなければならない。 

（１）会長の決裁を受けるもの 会長 

（２）事務局長の専決を受けるもの 事務局長 

 （文書の保存） 

第１１条 完結した文書は，事務局において整理し，事務局長が別に定める期

間保存しなければならない。 

２ 会則第２０条の規定により実行委員会が解散したときは，保存する文書を

守谷市，常総市及び坂東市へ引き継ぐものとする。 

 （準用） 

第１２条 この章に定めるもののほか，文書の取扱いについては，守谷市文書

規程（平成１０年守谷町訓令第４号）の例による。 

第４章 公印の取扱い 

 （公印） 

第１３条 実行委員会の公印は，次表のとおりとする。 

名 称 形状・書体 寸法 個数 

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印 

正方形 

てん書 

１辺 

３０ミリ 
１ 

２ 前項の公印は，事務局長が管理する。 

（準用） 

第１４条 この章に定めるもののほか，公印の取扱いについては，守谷市教育

委員会公印に関する規則（平成１４年守谷町教育委員会規則第１号）の例に

よる。 

第５章 財務 

 （旅費等） 

第１５条 職員のうち，守谷市職員の旅費の額及びその支給方法については，

守谷市職員の旅費に関する条例（昭和５３年守谷町条例第４号）及び守谷市

職員の旅費に関する規則（昭和５３年守谷町規則第３号）の例による。 

２ 職員のうち，常総市職員の旅費の額及びその支給方法については，常総市

職員の旅費に関する条例（昭和３２年水海道市条例第１３号）及び常総市職

員の旅費に関する規則（昭和４０年水海道市規則第７号）の例による。 

３ 職員のうち，坂東市職員の旅費の額及びその支給方法については，坂東市

職員の旅費に関する条例（平成１７年坂東市条例条例第４１号）及び坂東市

15



 
 

職員の旅費に関する規則（平成１７年坂東市規則第２３号）の例による。 

４ 会長は，実行委員会の事務上特に必要があると認めるときは，職員以外の

者に出張を依頼することができる。 

 （予算） 

第１６条 事務局長は，会長の指示に基づき，毎会計年度予算を編成するもの

とする。 

２ 事務局長は，予算の議決後に生じた理由に基づき予算を変更する場合は，

会長の指示に基づき，補正予算を編成するものとする。 

 （決算） 

第１７条 事務局長は，毎会計年度終了後，決算を速やかに調製し，証拠書類

を添付して会長に提出しなければならない。 

２ 会長は，会則第１８条の規定により監査を受けるときは，収支決算書その

他証拠書類を監事に提出しなければならない。 

 （出納員） 

第１８条 事務局に出納その他の会計処理をさせるため，出納員を置く。 

２ 出納員は，事務局長をもって充てる。 

 （金融機関の指定） 

第１９条 現金の出納は，事務局長が別に指定する金融機関を通じて行うもの

とする。 

 （準用） 

第２０条 この章に定めるもののほか，予算，決算，契約，収入，支出その他

の財務に関する事項については，守谷市の諸規程の例による。 

第６章 補則 

 （委任） 

第２１条 この規程に定めるもののほか，事務局の組織及び運営について必要

な事項は，会長の承認を得て事務局長が別に定める。 

   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３０年３月５日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 
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 平成３０年３月３０日会長決裁 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会 

入札参加資格規程 

 

（趣旨） 

第１条 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。）が発注する請負又は物品の買入れ，役務の提供その他の

契約（以下「請負契約等」という。）に係る一般競争入札又は指名競争入札（以

下「入札」という。）に参加する者に必要な資格，指名業者の選定基準，その

他契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。 

（審査会の設置） 

第２条 次の各号に掲げる事項を審査するため，いきいき茨城ゆめ国体守谷

市・常総市・坂東市実行委員会入札参加資格審査会（以下「審査会」という。）

を置く。 

（１）入札参加資格の審査 

（２）発注標準金額及び入札参加条件の審査 

（３）入札方式の選定及び入札参加条件の選定 

（４）共同企業体による施工の可否 

（５）前各号のほか会長が必要と認める事項 

２ 前項各号に定める審査の結果は，会長に報告し，その承認を受けるもの 

とする。 

（審査会の組織） 

第３条 審査会の委員は，守谷市，常総市，坂東市（以下「３市」という。）及

び実行委員会事務局の次に掲げる職にある者とし，委員長は実行委員会幹事

会の幹事長をもって充てる。 

（１）教育部長 

（２）国体担当課長 

（３）実行委員会事務局長 

（４）その他委員長が必要と認める者 

２ 委員長は，審査会の会務を総理し，会議の議長となる。 

３ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは，委員長があらかじめ指名した者 

がその職務を行う。 

（会議） 

第４条 審査会の会議は，委員長が必要に応じて召集する。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決す 

るところによる。 

４ 会議は非公開とする。 

５ 議長は，必要に応じて関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。 

（持回り審査） 

第５条 委員長は，会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案

については，持回り審査により過半数の委員の同意を持って審査会の審査に

代えることができる。 

（秘密の保持） 
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第６条 委員及び関係職員は，審査会において知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。 

（庶務） 

第７条 審査会の庶務は，実行委員会事務局において処理する。 

（入札参加資格） 

第８条 入札に参加できる者は，３市いずれかの入札参加資格者名簿（以下「名

簿」という。）に搭載されている者とする。 

（指名業者の選定） 

第９条 指名競争入札に参加させる指名業者の選定は，第８条に規定する者の

中から選定する。 

２ 指名業者は，第１０条に規定する基準により審査会が選定し，会長が指名

決定する。 

３ 前項の規定による選定業者数は，別表第１に定めるとおりとする。ただし，

特別の事情があるときは，この限りではない。 

（指名業者の選定基準） 

第１０条 指名業者の選定にあたっては，次の事項に留意するとともに，当該

会計年度における指名及び受注の状況を勘案し，指名が特定の有資格者に偏

らないようにしなければならない。 

（１）請負契約等 

ア 当該工事等についての技術的適正 

イ 不誠実な行為の有無 

ウ 経営状況 

エ 安全管理の状況 

オ 労働福祉の状況 

カ 当該工事等に対する地理的条件 

キ 手持ち工事等の状況 

（選定の特例） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する工事等は，前条の規定にかかわらず

指名業者を選定することができる。 

（１）特殊な技術・知識・経験を必要とする場合 

（２）災害時等特に緊急を要する場合 

（３）主として請負った工事等と密接な関係のある工事等をする場合 

（４）特殊な物品又は機械等を使用する場合 

（指名の取消し） 

第１２条 会長は，次の各号のいずれかに該当することとなった者を現に指名

しているときは，特別な理由がある場合を除き，当該指名を取消すものとす

る。 

（１）３市いずれかにおいて参加資格を取消しされた者 

（２）不渡手形又は不渡小切手を発行し，手形交換所による取引停止処分を受

け，又は銀行等当座取引を停止されたとき 

（雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，会長が別に定める。 
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別表第１（第９条関係） 

請負対象区分表 

設計金額 選定業者数 

５００万円以下 ３社以上 

５００万円を超え５，０００万円以下 ５社以上 

５，０００万円を超え７，０００万円以下 ７社以上 

７，０００万円を超えるもの １０社以上 
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○○○○○株式会社 

のぼり旗・プランター企業協賛の募集 

 

守谷市・常総市・坂東市，３市で開催するいきいき茨城ゆめ国体の趣旨にご賛同いただき，企

業・団体の皆様から，競技会場に歓迎装飾品として設置するのぼり旗，プランターの企業協賛を下

記のとおり募集いたしますので，ご協力よろしくお願いします。 

 

募集期間  平成３０年４月２５日（水）～平成３１年６月２８日（金） 

 

設置期間 

リハーサル大会 平成３０年８月３日（金）～８月７日（火）の５日間 

本大会     平成３１年１０月２日（水）～１０月７日（月）の６日間 

 

設置場所  常総運動公園総合体育館・水海道総合体育館・坂東市総合体育館 

県立水海道第二高等学校・県立岩井高等学校 

【のぼり旗】 

  ○ １口 １万円・・・４セット（旗，ポール，固定パイプ，設置撤去費等） 

  ○ 募集口数    １００口（４００セット） 

  ○ 購入先     ３市内の業者（入札等で決定する） 

  

【プランター】※申請時期により，リハーサル大会，本大会どちらか一方の設置となります。 

  ○ １口 １万円・・・４セット（プランター，苗，土，シール，育成費等） 

  ○ 募集口数    １００口（４００セット） 

  ○ 購入先     ３市内の業者（入札等で決定する） 

 

 製作例 

 

 

 

 

（プランター）640*230*185mm 

 

 

 

 

  プランターシール           （のぼり旗）600*1800mm 

 

【お問合せ・申込先】 

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市 国体実行委員会事務局 

常総市水海道天満町 4684番地（生涯学習センター2階） 

TEL：0297-21-5120  FAX：0297-21-5122  MAIL：mjb@kokutai-hand.com 

いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技会を応援しています 

株式会社○○○○○ 

いきいき茨城ゆめ国体坂東市 

開催を応援しています 

平成３０年４月２３日会長決裁 
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報告第４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 

専門委員会の審議決定事項について 

 

 

  実行委員会会則第１３条の規定により，常任委員会から委任された審議事

項について，専門委員会において審議決定したので，下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

 

№ 審議決定事項 専門委員会名  開催日 

1 服飾整備要項 

総務企画 平成２９年９月２９日 

2 支給物品配付要項 

3 遺失物・拾得物取扱要項 

4 保険加入要項 

5 通信業務要項 

6 運営ボランティア募集要項 

7 歓迎装飾・接伴要項 

8 案内所設置運営要項 

9 休憩所設置運営要項 

10 売店設置運営要項 

11 弁当調達要項 

宿泊衛生 

平成２９年９月２９日 

12 弁当調製施設選考基準 

13 医療救護要項 

14 防疫対策要項 

15 食品衛生対策要項 

16 環境衛生対策要項 

17 医療救護実施要領 

平成２９年１２月２０日 
18 防疫対策実施要領 

19 食品衛生対策実施要領 

20 環境衛生対策実施要領 

21 輸送・交通業務実施要項 

輸送交通 

平成２９年９月２８日 
22 駐車場設置利用計画 

23 警備・消防防災業務実施要項 
平成２９年１２月２０日 

24 警備・消防防災業務実施要領 
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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・坂東市実行委員会平成２９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２９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５回幹事会 平成２９年５月１０日 もりや学びの里（守谷市） 

第６回幹事会 平成２９年５月２９日 もりや学びの里（守谷市） 

第２回総務企画専門委員会 平成２９年６月１５日 岩井公民館（坂東市） 

実行委員会第１回常任委員会 平成２９年６月２１日 
生涯学習センター（常総

市） 

第７回幹事会 平成２９年７月２４日 もりや学びの里（守谷市） 

実行委員会第２回総会 平成２９年８月１８日 ベルフォーレ（坂東市） 

第８回幹事会 平成２９年９月２７日 もりや学びの里（守谷市） 

第２回輸送交通専門委員会 平成２９年９月２８日 岩井公民館（坂東市） 

第２回宿泊衛生専門委員会 

第３回総務企画専門委員会 
平成２９年９月２９日 岩井公民館（坂東市） 

第９回幹事会 平成２９年１０月２４日 もりや学びの里（守谷市） 

第１０回幹事会 平成２９年１１月２０日 もりや学びの里（守谷市） 

第３回宿泊衛生専門委員会 

第３回輸送交通専門委員会 
平成２９年１２月２０日 もりや学びの里（守谷市） 

第１１回幹事会 平成２９年１２月２７日 もりや学びの里（守谷市） 

第１２回幹事会 平成３０年２月１３日 もりや学びの里（守谷市） 

第１３回幹事会 平成３０年３月２８日 
生涯学習センター（常総

市） 
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２ 事業の推進 

（１）総務企画 

ア 国体運営ガイドラインの策定 

イ 広報啓発実施計画の策定 

ウ 市民協働推進実施計画の策定 

エ 服飾整備要項の制定 

オ 支給物品等配付要項の制定 

カ 遺失物・拾得物取扱要項の制定 

キ 保険加入要項の制定 

ク 通信業務要項の制定 

ケ 運営ボランティア募集要項の制定 

コ 歓迎装飾・接伴要項の制定 

サ 案内所設置運営要項の制定 

シ 休憩所設置運営要項の制定 

ス 売店設置運営要項の制定 

 

（ア）いばラッキー（着ぐるみ）の活用等によるＰＲ 

 年 月 日 事業名 会場等 

１ 平成２９年４月８日 第８回さくらまつり 坂東市岩井公民館 

２ 平成２９年４月９日 第１７回水海道千姫まつり 市民の広場（常総市） 

３ 
平成２９年４月１５日～

１６日 
坂東市長杯（ハンドボール） 

坂東市総合体育館 

坂東市立岩井中学校体育

館 

４ 
平成２９年４月２２日 

～２３日 

「三重バイオレットアイリス」 

ハンドボール競技強化講習会 

常総運動公園総合体育館 

常総市水海道総合体育館 

５ 平成２９年５月７日 第６回坂東レンゲまつり 
坂東市七郷中川土地改良

区場内 

６ 
平成２９年５月１３日 

～１４日 
MOCO フェスタ２０１７ 守谷駅西口駅前広場 

７ 平成２９年５月２０日 
御所ケ丘小学校・黒内小学校

運動会 

守谷市立御所ケ丘小学校・

黒内小学校 

８ 平成２９年５月２７日 水海道小学校運動会 常総市立水海道小学校 

９ 
平成２９年５月２７日 

～２８日 

茨城国体記念 常総市長杯争

奪茨城県中学校ハンドボール

大会 

常総市水海道総合体育館 

１０ 平成２９年６月４日 
第３８回常総市水海道少年柔

道大会 
常総市水海道総合体育館 
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 年 月 日 事業名 会場等 

１１ 平成２９年６月１２日 鬼怒中学校激励会 常総市立鬼怒中学校 

１２ 平成２９年６月１４日 街頭 PR活動 
関東鉄道水海道駅（常総

市） 

１３ 平成２９年６月２３日 街頭 PR活動 
市民の広場周辺道路（常総

市） 

１４ 
平成２９年６月２３日 

～２５日 

関東クラブ・社会人ハンドボー

ル選手権大会 

水海道総合体育館・坂東市

総合体育館・守谷市常総運

動公園総合体育館 他 

１５ 平成２９年６月２７日 街頭 PR活動 常総市役所周辺道路 

１６ 
平成２９年７月１８日 

～２０日 

県西地区国体 PR キャンペー

ン 

FOODOFF ストッカー守谷

店，カスミ松ヶ丘店・フード

スクエアイオンタウン守谷 

店（守谷市） 

１７ 
平成２９年７月２９日 

～３０日 

坂東市将門カップハンドボー

ル大会 
坂東市総合体育館 

１８ 平成２９年８月２日 
県西地区国体 PR キャンペー

ン 

カスミきぬの里店・水海道栄

町店（常総市） 

１９ 
平成２９年８月８日 

～１０日 

平成２９年度関東中学校ハンド

ボール大会 
水海道総合体育館 

２０ 平成２９年８月１１日 第５３回常総きぬ川花火大会 橋本運動公園 

２１ 
平成２９年８月２４日 

～２５日 

県西地区国体 PR キャンペー

ン 

ヨークベニマル坂東店・エコ

ス沓掛店（坂東市） 

２２ 平成２９年９月９日 守谷市・常総市中学校体育祭 
守谷市立御所ケ丘・守谷・

常総市立鬼怒中学校 

２３ 平成２９年９月１７日 
関東学生ハンドボール秋季 

リーグ戦 
水海道総合体育館 

２４ 平成２９年９月１８日 坂東市敬老会 坂東市総合体育館 

２５ 平成２９年９月３０日 常総市小学校運動会 
常総市立菅生・岡田・玉小

学校 

２６ 
平成２９年９月３０日 

～１０月１日 
守谷商工まつり 守谷駅西口広場 

２７ 平成２９年１０月１４日 立沢秋祭り 
立沢香取神社境内（守谷

市） 

２８ 平成２９年１０月１５日 第１１回あすなろの秋まつり 常総市あすなろの里 

２９ 平成２９年１０月２２日 第３２回ふくし祭り 石下総合福祉センター 

３０ 平成２９年１０月３１日 

～１２月４日 
坂東市小中学校あいさつ運動 坂東市内小中学校（１７校） 
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 年 月 日 事業名 会場等 

３１ 平成２９年１１月３日 第４５回猿島地域体育祭 
坂東市立猿島中学校グラウ

ンド 

３２ 平成２９年１１月５日 第２５回常総ふるさとまつり 石下庁舎周辺 

３３ 平成２９年１１月１１日 松ケ丘まつり 守谷市立松ケ丘小学校 

３４ 平成２９年１１月１２日 
第２７回坂東市いわい将門ハ

ーフマラソン大会 

坂東市総合体育館 

八坂公園陸上競技場 

３５ 平成２９年１１月２６日 
親子ｄｅいきいきスポーツフェス

タ 
石下総合運動公園 

３６ 平成２９年１２月２日 
県近隣少年少女大会兼第 23

回田中杯 
水海道総合体育館 

３７ 平成２９年１２月１０日 常総ペアウォーク２０１７ 
三坂町鬼怒川土手（常総

市） 

３８ 平成２９年１２月１７日 
第７回元気いっぱい福祉まつ

り 

岩井福祉センター夢積館

（坂東市） 

３９ 平成３０年１月６日 はたちのつどい 
地域交流センター（常総

市） 

４０ 平成３０年１月７日 坂東市成人式 ベルフォーレ（坂東市） 

４１ 平成３０年１月７日 守谷市成人式 中央公民館（守谷市） 

４２ 平成３０年１月８日 坂東市賀詞交歓会 坂東市総合体育館 

４３ 平成３０年１月１１日 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（守

谷市） 

４４ 平成３０年１月１２日 常総市賀詞交歓会 石下総合体育館 

４５ 平成３０年１月１８日 ラッピングバス＆列車出発式 
関東鉄道水海道駅（常総

市） 

４６ 平成３０年１月２１日 
第１２回常総市近隣スポーツ

少年団駅伝大会 
石下総合運動公園 

４７ 平成３０年２月４日 守谷ハーフマラソン 守谷市役所 

４８ 平成３０年２月１０日 第２０回長塚節文学賞表彰式 
地域交流センター（常総

市） 

４９ 平成３０年２月２５日 
第４２回日本ハンドボール 

リーグ茨城大会 
坂東市総合体育館 

５０ 平成３０年３月４日 坂東市体協指導者講習会 坂東市総合体育館 
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（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 

（第２号，第３号） 
１，０００部 

ハンドボール競技強化講習会 

関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 

チラシ ３０００枚 
イベントの案内，ボランティア募集，企業協賛，

イベント，スポーツ大会の来場者等 

ポスター １３０部 
関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 

第４２回日本ハンドボールリーグ茨城大会 

プログラム等広告掲載 ５００部 関東社会人・クラブハンドボール選手権大会 

各市広報 約１８０，０００部 

関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 

第４２回日本ハンドボールリーグ茨城大会 

ボランティア募集，企業協賛募集 

 

（ウ）メディアによる啓発 

メディア等名称 内容 

ホームページ 
各イベント，諸会議，HandBall 通信，ボランティア募集，

企業協賛募集，応援メッセージ（写真）の掲載 

フェイスブック・ツイッター 各イベントの掲載 

Youtube 著名人による応援動画メッセージの掲載 

 

（エ）工作物等による啓発 

工作物名称 作成数 設置先 

カウントダウンボード ３基 各市庁舎内 

ＰＲ用のぼり旗 １００本 イベント会場等 

ＰＲ用横断幕 ４枚 
岩井公民館，県立岩井高等学校，つくばエクス

プレス守谷駅，坂東市役所 

ＰＲ用懸垂幕 ４枚 
水海道総合体育館，常総市役所，石下庁舎，守

谷市役所 

ＰＲ用立看板 １枚 常総運動公園 
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（オ）啓発物品等による啓発 

物品名称 作成数 配布先 

ピンバッチ １，０００個 学校，関係機関団体等 

クリアファイル ４，０００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） １０，０００個 各市イベント来場者等 

ポロシャツ ５４５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 １６０枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販

売） 

Ｔシャツ ２９３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 １３７枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販

売） 

ベスト １０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 ５枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販

売） 

フリース １８９枚 実行委員会委員及び関係者，一般（販

売） 

ぬいぐるみ １００個 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 

第８回坂東さくらまつり １４，０００名 ＧＥＮＫＩＤＳ  

第１７回水海道千姫まつ

り 
１０，０００名 

Smile Angel  

石下将門まつり ７，０００名 スマイルキッズ  

関東学生ハンドボール 

秋季リーグ戦 

１，２００名 水海道一高チアリーディング

部及び石下紫峰高生徒 

 

坂東市敬老会 １，６００名 ちびっこソムリエ  

守谷市商工まつり ７０，０００名 Smile Angel  

第３２回あすなろの 

秋まつり 

５０名 ＧＥＮＫＩＤＳ  

第２５回常総ふるさとまつ

り 

２５，０００名 ＧＥＮＫＩＤＳ，常総市立幼稚

園児 
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イベント名 参加者 団体名 備考 

親子 deいきいきスポーツ 

フェスタ 
１，３００名 

水海道一高チアリーディング

部及びＧＥＮＫＩＤＳ 

 

ラッピングバス＆列車 

出発式 

５０名 守谷市土塔中央保育所園児  

第４２回日本ハンドボー

ルリーグ茨城大会 

１，２００名 水海道一高チアリーディング

部及び石下紫峰高生徒，ち

びっこソムリエ 

 

 

（２）宿泊衛生 

ア 弁当調達要項の制定 

イ 弁当調製施設選考基準の制定 

ウ 医療救護要項の制定 

エ 防疫対策要項の制定 

オ 食品衛生対策要項の制定 

カ 環境衛生対策要項の制定 

キ 医療救護実施要領の制定 

ク 防疫対策実施要領の制定 

ケ 食品衛生対策実施要領の制定 

コ 環境衛生対策実施要領の制定 

 

（３）輸送交通 

ア 警備・消防防災基本計画の策定 

イ 輸送・交通業務実施要項の制定 

ウ 駐車場設置利用計画の策定 

エ 警備・消防防災業務実施要項の制定 

オ 警備・消防防災業務実施要領の制定 

 

（４）企業協賛 

ア 企業協賛の募集開始 

イ 企業協賛の申込み 

・野口運輸株式会社（坂東市） 

・株式会社アシスト（常総市） 

・エィ・ティー・ロムジャパン株式会社（守谷市） 
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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２９年４月１４日 もりや学びの里（守谷市） 

第２回競技団体調整会議 平成２９年５月１７日 もりや学びの里（守谷市） 

第３回競技団体調整会議 平成２９年６月２９日 もりや学びの里（守谷市） 

県警本部会場視察 平成２９年８月３１日 

坂東市総合体育館，岩井

高等学校，水海道総合体

育館，水海道第二高等学

校 

第４回競技団体調整会議 平成２９年９月２０日 もりや学びの里（守谷市） 

第５回競技団体調整会議 平成２９年１１月２７日 もりや学びの里（守谷市） 

県警本部会場視察 平成３０年１月１９日 常総運動公園総合体育館 

第６回競技団体調整会議 平成３０年２月６日 もりや学びの里（守谷市） 

 

４ 近隣市町村との連絡調整 

会議名称 開催日 場所 

第１回県西地区会場地担当者会議 平成２９年５月１９日 スピカ庁舎（筑西市） 

第２回県西地区会場地担当者会議 平成２９年８月３１日 筑西合同庁舎（筑西市） 

第３回県西地区会場地担当者会議 平成３０年１月２５日 下館武道館（筑西市） 

 

５ 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 

福井リハーサル大会の視察 平成２９年８月４日 

～６日 

福井市，永平寺町 ８名 

愛顔つなぐえひめ国体の視察 平成２９年１０月４日

～９日 

松山市，西条市 ２８名 

国体事業概要説明会 平成２９年１２月２１日

～２２日 

西条市 ５名 
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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 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0

1 市負担金 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 ３市15,000,000円

2 繰入金 36,500,000 36,500,000 36,500,000 0 H28年度会計から

3 繰越金 499,284 499,284 499,284 0 H28年度会計から

4 諸収入 601,000 601,000 1,506,792 905,792

1 雑収入 601,000 601,000 1,506,792 905,792
啓発品売上，日本リーグ入
場料，競技団体負担金等

82,600,284 82,600,284 83,506,076 905,792

本年度
予算額

流用後
予算額

決算額 比較 説明

1 総務費 7,751,000 9,086,000 6,611,846 2,474,154 実行委員会，常任委員会等

1 会議費 1,086,000 1,086,000 263,335 822,665

需用費 202,000 202,000 62,506 139,494 消耗品費，会議時賄い

役務費 869,000 869,000 200,829 668,171 郵便料，傷害保険料

使用料及び賃借料 15,000 15,000 0 15,000

2 事務局費 6,665,000 8,000,000 6,348,511 1,651,489

需用費 2,501,000 2,501,000 1,533,353 967,647
消耗品費，燃料費，印刷製本
費として

役務費 733,000 733,000 496,704 236,296
郵便料，インターネット接続料，
手数料等

委託料 0 1,325,000 1,323,108 1,892 事務局移転に伴う経費

使用料及び賃借料 3,374,000 3,374,000 2,928,602 445,398
ＯＡ機器，電話，自動車，シス
テム等

備品購入費 57,000 67,000 66,744 256 事務所移転時インターホン等

2 開催推進費 15,003,000 15,003,000 10,545,290 4,457,710

1 事業費 15,003,000 15,003,000 10,545,290 4,457,710

報償費 600,000 600,000 191,500 408,500 日本リーグ時の謝礼等

旅費 3,520,000 3,520,000 3,224,107 295,893 リハ大会･国体視察時旅費

需用費 1,450,000 1,832,000 1,637,206 194,794 消耗品費，印刷製本費等

役務費 74,000 74,000 43,000 31,000 日本リーグ時保険料として

委託料 6,980,000 6,598,000 4,194,100 2,403,900 実施設計委託料等

使用料及び賃借料 826,000 826,000 622,552 203,448 視察時レンタカー等

備品購入費 1,253,000 1,253,000 632,825 620,175 競技用備品購入
負担金補助及び交付金 300,000 300,000 0 300,000 負担金　日本ﾘｰｸﾞ開催権料

3 諸支出金 57,000,000 57,000,000 57,000,000 0

1 開催準備金 57,000,000 57,000,000 57,000,000 0 国体開催準備積立金として

4 予備費 2,846,284 1,511,284 0 1,511,284

1 予備費 2,846,284 1,511,284 0 1,511,284 事務局移転に伴う経費
82,600,284 82,600,284 74,157,136 8,443,148

収入総額 83,506,076 円
支出総額 74,157,136 円
差引残額 9,348,940 円

差引残額 9,348,940 円は，平成30年度に繰越し。

支出

科目

合計

 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
平成２９年度収支決算

　　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年度収支決算を報告する。

収入

科目

合計
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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 

平成３０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３０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 ﾘﾊｰｻﾙ大会の開催              

 （１）ﾘﾊｰｻﾙ大会     ○        8／4～7 

２ 会議等の開催 

 （１）常任委員会 ○            4／27 

（２）総会  ○           5／21 

（３）専門委員会    ○     ○     

３ 各種計画等の策定 

 （１）会場地輸送計

画 
        ○     

４ 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 
 

 
          

 

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 

 

 

 

 
          

 

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 

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 

32



   

             月 

区分 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 備考 

 カ １年前記念 

イベント 
      ○ ○     

10／7 他 

③大会実施本部マ

ニュアルの作成 
○            

 

④国体予算の編成 ○             

⑤大会報告書編成

方針 
     ○        

⑥運営ボランティ

アマニュアル 
     ○        

⑦観光ガイドマッ

プ 
○            

 

⑧文化プログラム ○             

（２）競技式典関係 

 ①ﾘﾊｰｻﾙ大会実施要

項 
 ○            

②競技用具整備・配

置計画 
     ○        

③競技会係員・補助

員編成計画 
     ○        

④競技会係員・補助

員要請計画 
     ○        

⑤競技会場仮設設

置計画 
     ○        

（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ﾘﾊｰｻﾙ大会の配宿     ○         

⑤ﾘﾊｰｻﾙ大会弁当の

調達 
    ○         

⑥ﾘﾊｰｻﾙ大会医療救

護本部設置 
    ○         
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             月 

区分 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 備考 

 ⑦宿泊業務実施要

項 
        ○     

（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ﾘﾊｰｻﾙ大会計画輸

送 
    ○         

④ﾘﾊｰｻﾙ大会警備・

消防防災本部設置 
    ○         

⑤会場地輸送計画         ○     

（５）企業協賛推進関係 

 ①企業協賛の推進 ○             

５ 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)福井国体      ○       9/13～17 

(2)事業概要説明会         ○     

６ 実行委員会主催イベント 

 (1)関東学生リーグ ○            4/22 

 (2)日本リーグ           ○  2/11 
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平成３０年度 守谷市･常総市･坂東市実行委員会主要事業の概要 

 
 
１ リハーサル大会（第 23回 ジャパンオープンハンドボールトーナメント） 
 
  競 技 会 期 平成３０年８月４日（土）～８月７日（火） 
  競 技 会 場 守谷市：常総運動公園総合体育館（男子） 
        常総市：水海道総合体育館（男子），水海道二高体育館（女子） 
        坂東市：坂東市総合体育館（男女），岩井高体育館（女子） 
  出場チーム 男子３２チーム，女子１６チーム 
  諸会議日程 平成３０年８月３日（金） 
  諸会議会場 ウエディングヒルズアジュール（守谷市） 

 
 
２ イベント 
 
① 関東学生ハンドボールリーグ（春季リーグ女子１部） 

   日 程：平成３０年４月２２日（日）午前１１時から（４試合） 
   場 所：水海道総合体育館 
 
 ② 本大会１年前記念イベント（予定） 
   守谷市：平成３０年１０月２８日（日）守谷市民スポーツフェスティバル 
   常総市：平成３０年１１月 ４日（日）常総ふるさとまつり 

   坂東市：平成３０年１０月 ７日（日）古城まつり 
   その他：各市のイベント等において『茨城国体開催記念』の冠をつけて実施できる 

よう調整 
 
 ③ 日本リーグの開催 
   日 程：平成３１年２月１１日（月・祝） 
   場 所：坂東市総合体育館 
   試 合：【オムロン vs HC名古屋】（女子） 
 
 
３ 視察（福井国体） 

  競技会期 平成３０年９月１３日（木）～１７日（月・祝） 
  競技会場 成年男子（福井市：福井市体育館） 
       成年女子（永平寺町：北陸電力福井体育館） 
       少年男子（福井市：福井県営体育館） 
       少年女子（永平寺町：緑の村ふれあいセンター・北陸電力福井体育館） 
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報告第５号（２）

本年度
予算額

暫定
予算額

比較 説明

１　負担金及び助成金 66,000,000 66,000,000 0
守谷市，常総市，坂東市から
2,200万円

２　繰入金 57,000,000 57,000,000 0 国体開催準備積立金から

３　繰越金 9,348,940 0 9,348,940 前年度繰越金

４　諸収入　 1,292,200 601,000 691,200
預金利子，啓発品売上，事業参加者
負担金等

133,641,140 123,601,000 10,040,140

本年度
予算額

暫定
予算額

比較 説明

１　総務管理費 7,965,000 7,871,000 94,000

01会議費 1,267,000 1,267,000 0 01諸会議運営事業

報償費 100,000 100,000

需用費 202,000 202,000 0 用紙代，卓上花代，会議費賄い

役務費 950,000 950,000 0 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 6,698,000 6,604,000 94,000 01事務局庶務事務

需用費 2,501,000 2,501,000 0 消耗品，ガソリン，封筒印刷

役務費 821,000 801,000 20,000 郵便料，電話料，振込手数料等

使用料及び賃借料 3,347,000 3,273,000 74,000 ＯＡ機器，電話，車両等

備品購入費 29,000 29,000 0 ＨＰ用ソフト

２　国体開催推進費 77,179,000 70,979,000 6,200,000

01開催推進事業 77,179,000 70,979,000 6,200,000 01国体開催推進事業

報償費 1,331,000 1,461,000 ▲ 130,000 リハーサル大会日当等

旅費 5,743,000 5,743,000 0 国体視察（福井県）

需用費 10,063,000 11,178,000 ▲ 1,115,000 リハーサル大会競技用消耗品等

役務費 1,909,000 1,271,000 638,000 リハーサル大会郵送料，保険料等

委託料 52,940,000 49,862,000 3,078,000 リハーサル大会設営撤去，看板等

使用料及び賃借料 1,446,000 1,043,000 403,000 有料道路，駐車場，車両等

備品購入費 0 121,000 ▲ 121,000

負担金補助及び交付金 3,747,000 300,000 3,447,000
日本リーグ開催権料，システムカウ
ンター購入に係る負担金

３　諸支出金 45,000,000 42,000,000 3,000,000

01国体開催積立金 45,000,000 42,000,000 3,000,000 01国体開催準備積立金

４　予備費 3,497,140 2,751,000 746,140

3,497,140 2,751,000 746,140

133,641,140 123,601,000 10,040,140

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30年度収支予算

科目

合計

支出

科目

　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
規定により，平成３０年度収支予算を報告する。

36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 



 

 

 



 

 

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 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいき茨城ゆめ国体 

守谷市・常総市・坂東市 実行委員会 

【総会】(286) 

会長(1)，副会長(2)，常任委員(42)，監事(2)， 

顧問(23)，参与(68)，委員(148) 
 

・事業報告，会計報告，その他重要事項及び 

 会長が必要と認める事項の報告 

【常任委員会】(45) 

委員長(1)，副委員長(2)，常任委員(42) 
 

・競技会の開催に係る基本方針 

・会則の制定及び改廃 

・事業計画及び事業報告 

・予算及び決算 

・専門委員会の設置・付託，委任 

・その他委員長が必要と認める事項 

 を決定 

【幹事会】 

3市 教育部長(3) 

3市 国体担当課長(3) 
 

・３市の調整，情報共有等 

【事務局】 

守谷市 教育委員会(4) 

常総市 教育委員会(4) 

坂東市 教育委員会(4) 

【専門委員会】（167） 
 

・分野ごとに常任委員会から付託及び委任され 

 た事項の調査，審議 

【顧問】(23) 
 

・重要事項につい 

 て会長の諮問に 

 応じ助言 

【参与】(68) 
 

・必要事項につい 

 て会長の諮問に 

 応じ助言 

報告 

報告 
付託 

委任 

企業協賛推進 

専門委員会(28) 
 

・企業協賛の推 

 進等 

競技式典 

専門委員会(29) 
 

・競技，式典， 

 施設等 

 等 

宿泊衛生 

専門委員会(21) 
 

・宿泊，医事・ 

 衛生等 

 等 

輸送交通 

専門委員会(36) 
 

・輸送，交通， 

 警備等 

 消防等 

茨城県 

連携・協力 連携・協力 各種団体・協会 ３市 庁内推進組織 

総務企画 

専門委員会(53) 
 

・広報，市民協働 

 歓迎，接伴等 
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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 

2月 24日 第１回県西地区会場地担当者情報交換会開催 
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年 月 日 経  過  概  要 

平成 29年 3月 29日 茨城県第６回施設整備専門委員会開催 

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 19日 第１回県西地区会場地担当者会議に出席 

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 

8月 29日 
大会旗・炬火イベント市町村説明会 

競技会場運営研修会第１回ブロック会議 

8月 31日 競技会場視察（県警） 

8月 31日 第２回県西地区会場地担当者会議 

10月 26日 合同配宿業務委託に係る市町村ヒアリング 

11月 7日 第２回競技運営ブロック会議 

平成 30年 1月 26日 運営交付金市町村ヒアリング（会場地特殊補正） 

1月 25日 第３回県西地区会場地担当者会議 

1月 
リハーサル大会における競技補助員所属学校訪問 

1/18,1/22,1/23,1/31 

1月 11日 第４回警備・消防専門委員会を開催 

1月 18日 第１１回総務企画専門委員会を開催 

1月 24日 第９回広報・県民運動専門委員会を開催 

1月 29日 第７回競技運営専門委員会を開催 

2月 1日 第６回輸送・交通専門委員会を開催 

2月 19日 第３回常任委員会を開催 

2月 26日 第５回募金・企業協賛推進委員会を開催 

2月 28日 第５回宿泊・衛生専門委員会を開催 
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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） 

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 4月 14日 第１回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

２ 平成 29年 5月 10日 第５回幹事会（もりや学びの里） 

３ 平成 29年 5月 17日 第２回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

４ 平成 29年 5月 29日 第６回幹事会（もりや学びの里） 

５ 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） 

６ 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） 

７ 平成 29年 6月 29日 第３回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

８ 平成 29年 7月 24日 第７回幹事会（もりや学びの里） 

９ 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） 

10 平成 29年 8月 31日 競技会場視察（県警） 

11 平成 29年 9月 20日 第４回競技団体調整会議 
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12 平成 29年 9月 27日 第８回幹事会（もりや学びの里） 

13 平成 29年 10月 24日 第９回幹事会（もりや学びの里） 

14 平成 29年 11月 20日 第 10回幹事会（もりや学びの里） 

15 平成 29年 11月 27日 第５回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

16 平成 29年 12月 20日 第３回輸送交通専門委員会（もりや学びの里） 

17 平成 29年 12月 27日 第 11回幹事会（もりや学びの里） 

 

◎平成 30年度 

１ 平成 30年 2月 6日 第６回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

２ 平成 30年 2月 13日 第 12回幹事会（もりや学びの里） 

３ 平成 30年 3月 28日 第 13回幹事会（常総市生涯学習センター） 

４ 平成 30年 4月 13日 第７回競技団体調整会議（常総市生涯学習センター） 

５ 平成 30年 4月 18日 第 14回幹事会（常総市生涯学習センター） 

６ 平成 30年 4月 27日 実行委員会第２回常任委員会（常総市生涯学習センター） 

７ 平成 30年 5月 14日 第 15回幹事会（常総市生涯学習センター） 

 

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） 

２ 
平成 29年 10月４日 

～9日 

愛顔つなぐえひめ国体第 72回国民体育大会ハンドボール競技会視察 

西条市・松山市（職員 23名）（県競技団体 5名） 

３ 
平成 29年 12月 21日 

～22日 

愛顔つなぐえひめ国体 事業概要説明会 

西条市・松山市（職員 5名） 

 

◎平成 30年度 

 年 月 日 内    容 

１ 平成 30年 4月 14日 関東学生ハンドボールリーグ視察 日本大学八幡山（職員 3名） 
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【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 42名 【監事】 2名

【委員】 148名 【顧問】　 23名 【参与】　　  68名 合計　 286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 町田　香
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 守谷市学校長会 会長 辺見 芳宏
9 守谷市商工会 会長 小川　一成
10 守谷市観光協会 会長 作部屋　義彦
11 守谷市社会福祉協議会 副会長 染谷　桂子
12 （公社）取手市医師会 代表理事 眞壁　文敏
13 茨城県取手警察署 署長 小松﨑　邦二
14 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 消防長 大久保　慎一
15 茨城みなみ農業協同組合 代表理事組合長 齊藤　繁
16 首都圏新都市鉄道㈱運輸部守谷駅務管理所 所長 六笠　良二
17 関東鉄道㈱ 常務取締役自動車部長 武藤　成一
18 守谷市女性団体連絡協議会 会長 豊島　慶子
19 常総市議会 議長 風野　芳之
20 常総市教育委員会 教育長 岡野　克巳
21 常総市体育協会 会長 長　行雄
22 常総市校長会 会長 猪瀨　和男
23 常総市商工会 会長 生井　邦彦
24 常総市観光物産協会 会長 熊谷　昇
25 常総市社会福祉協議会 副会長 中山　美代子
26 （一社）茨城県きぬ医師会 会長 中川　邦夫
27 茨城県常総警察署 署長 村上　貴志
28 常総ひかり農業協同組合 代表理事組合長 塚本　治男
29 関東鉄道㈱水海道駅 管区駅長 宮田　隆一
30 県ホテル旅館生活衛生同業組合水海道支部 野村　清
31 女性団体じょうそう事業委員会 会長 秋場　ふぢ
32 坂東市議会 議長 桜井　広美
33 坂東市教育委員会 教育長 倉持　利之
34 坂東市体育協会 会長 荻井　公夫
35 坂東市校長会 会長 倉持　美由紀
36 坂東市商工会 会長 中村　静雄
37 坂東市観光協会 副会長 中山　茂
38 坂東市社会福祉協議会 副会長 倉持　嘉男
39 茨城県境警察署 署長 岡崎　成人
40 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
41 岩井農業協同組合 代表理事組合長 風見　晴夫
42 茨城むつみ農業協同組合 代表理事組合長 岩瀨　治三郎
43 東武鉄道㈱東武柏駅管区七光台駅 駅長 大橋　文雄
44 茨城急行自動車㈱野田営業所 所長 鈴木　勝己
45 ばんどう市女性団体協議会 会長 服部　惠子
46 守谷市 会計管理者 宇田野　信彦
47 坂東市 会計管理者 森田　一也

常任委員（守谷市）

常任委員（常総市）

常任委員（坂東市）

監事

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30年5月21日現在　敬称略）

役職
会長

副会長

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

委員（守谷市）
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104 常総市 副市長 藤島　忠夫
105 茨城県立水海道第一高等学校 校長 横田　和巳
106 茨城県立水海道第二高等学校 校長 古谷　英雄
107 茨城県立石下紫峰高等学校 校長 渡邉　宏明
108 常総ボランティア連絡協議会 会長 永瀬　菊江
109 水海道金融団幹事行 代表 飯貝　㤗朗
110 石下金融団幹事行 代表 島田　博正
111 常総市工業懇話会 会長 長岡　徳樹
112 常総市体育協会 副会長 小野　広美
113 常総市体育協会 副会長 山野井　寿雄
114 常総市体育協会 理事長 岡田　一夫
115 常総市体育協会 副理事長 笠倉　不二
116 常総市小中学校体育連盟 会長 倉持　功
117 常総市スポーツ推進委員会 委員長 笠倉　不二
118 常総市食生活改善推進員会 会長 入江　洋子
119 常総市文化協会 会長 中山　治
120 常総市子ども会育成連合会 会長 中莖　武江
121 常総市小中学校PTA連絡協議会 会長 篠崎　圭一郎
122 常総市公立幼稚園PTA連絡協議会 会長 廣瀬　麻奈美
123 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
124 常総保健所 所長 本多　めぐみ
125 常総市商工会青年部 部長 相山　隆司
126 常総市商工会女性部 部長 小倉　道子
127 水海道地方飲食店組合 組合長 穂戸田　実
128 石下・千代川三業組合 組合長 荻野　恭一
129 水海道ロータリークラブ 会長 石塚　克己
130 水海道ライオンズクラブ 会長 岡野　光一
131 石下ライオンズクラブ 会長 関井　利徳
132 日本郵便㈱水海道郵便局 局長 太田　一敏
133 日本郵便㈱三坂郵便局 局長 皆葉　正弘
134 日本郵便㈱石下郵便局 局長 吉澤　克三
135 日本郵便㈱石下飯沼郵便局 局長 倉持　保之
136 県ハイヤー・タクシー協会県西支部 松村　仁志
137 常総地区交通安全協会 会長 倉持　泰仍
138 常総市スポーツ少年団 本部長 増田　利一
139 青少年育成常総市民会議 会長 中茎　道夫
140 常総市公民館連絡会 会長 倉持　栄
141 常総市シルバークラブ連絡協議会 会長 沼尻　保
142 常総市市長公室 室長 小林　昭仁
143 常総市総務部 部長 荒木　悟志
144 常総市市民生活部 部長 柴　典明
145 常総市保健福祉部 部長 吉原　克美
146 常総市経済環境部 部長 宮田　道夫
147 常総市都市建設部 部長 木村　茂樹
148 常総市石下支所 支所長 諏訪　勝彦
149 常総市議会事務局 事務局長 長妻　克美
150 常総市 会計管理者 飯田　恒夫
151 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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152 坂東市 副市長 鈴木　清
153 茨城県立岩井高等学校 校長 國府田　一之
154 茨城県立坂東総合高等学校 校長 大木　直人
155 坂東市ボランティア連絡協議会 会長 飯住　澄夫
156 きぬ医師会坂東支部 支部長 許斐　康司
157 坂東市金融団幹事行 代表 川島　弘行
158 坂東地区工業連絡会 会長 片山　勝元
159 ばんどう建設業協会 会長 鹿野谷　孝男
160 坂東市岩井上下水道工事店組合 組合長 風見　實
161 坂東市さしま上下水道工事店組合 組合長 桜井　孝男
162 坂東市体育協会 副会長 冨山　孝
163 坂東市体育協会 副会長 木村　仁
164 坂東市体育協会 副会長 相澤　武男
165 坂東市小中学校体育連盟 会長 鶴見　徹也
166 坂東市スポーツ推進委員会 委員長 名越　宏
167 坂東市食生活改善推進協議会 会長 野口　博子
168 坂東市文化協会 会長 荒木　健夫
169 坂東市子ども会育成連合会 会長 青柳　信夫
170 坂東市小中学校PTA連絡協議会 会長 倉持　守一
171 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
172 坂東市商工会青年部 部長 堀　和友
173 坂東市商工会女性部 部長 北村　広美
174 坂東市料理飲食店組合 組合長 荒井　武夫
175 ボーイスカウト坂東第１団 団委員長 倉持　善四郎
176 ガールスカウト茨城県第８団 団委員長 武田　まゆみ
177 岩井ロータリークラブ 会長 奥村　秋夫
178 岩井ライオンズクラブ 国体準備委員長 石塚　正樹
179 猿島ライオンズクラブ 会長 森田　孝夫
180 日本郵便㈱岩井郵便局 局長 横澤　智志
181 日本郵便㈱猿島郵便局 局長 沼口　宗夫
182 茨城県バス協会県西支部 支部長 沢木　民夫
183 境地区交通安全協会坂東支部　 副支部長 木村　藤一
184 坂東市スポーツ少年団 本部長 森　久雄
185 青少年育成坂東市民会議 会長 小谷野　伊一
186 坂東市シニアクラブ連合会 会長 染谷　武良夫
187 坂東市総務部 部長 山口　誠
188 坂東市企画部 部長 和田　聡
189 坂東市市民生活部 部長 吉岡　浩之
190 坂東市保健福祉部 部長 松永　裕之
191 坂東市産業経済部 部長 中山　勝己
192 坂東市都市建設部 部長 亀井　義弘
193 坂東市上下水道部 部長 金久保　吉之
194 坂東市教育委員会 教育部長 猪瀬　宏彰
195 坂東市議会事務局 事務局長 鈴木　和幸

委員（坂東市）
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196 守谷市議会 副議長 高橋　典久
197 守谷市議会議会運営委員会 委員長 市川　和代
198 守谷市議会総務教育常任委員会 委員長 青木　公達
199 守谷市議会都市経済常任委員会 委員長 寺田　文彦
200 守谷市議会保健福祉常任委員会 委員長 高梨　恭子
201 行方市長 鈴木　周也
202 茨城県議会 議員 小川　一成
203 衆議院議員 葉梨　康弘
204 常総市議会 副議長 倉持　守
205 常総市議会運営委員会 委員長 中村　安雄
206 常総市議会総務常任委員会 委員長 堀越　輝子
207 常総市議会文教厚生常任委員会 委員長 坂巻　文夫
208 常総市議会建設経済常任委員会 委員長 小林　剛
209 茨城県議会 議員 飯田　智男
210 茨城県議会 議員 金子　晃久
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 川名　敏子
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 山本　キヨ
234 守谷市教育委員会 教育委員 椎名　和良
235 守谷市教育委員会 教育委員 萩谷　直美
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 辻　正剛
239 国土交通省関東地方整備局常総国道事務所 所長 近藤　進
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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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 寺田　洋
261 常総市議会 議員 坂野　茂実
262 常総市議会 議員 大澤　清
263 常総市議会 議員 関　優嗣
264 常総市教育委員会 教育長職務代理者 入江　昭三郎
265 常総市教育委員会 教育委員 平井　丈史
266 常総市教育委員会 教育委員 荻根　文江
267 常総市教育委員会 教育委員 東谷　綾子
268 常総市監査委員事務局 代表監査委員 荒井　孝典
269 坂東市議会 議員 藤野　稔
270 坂東市議会 議員 渡辺　昇
271 坂東市議会 議員 張替　秀吉
272 坂東市議会 議員 根本　衛
273 坂東市議会 議員 滝本　輝義
274 坂東市議会 議員 野口　理平
275 坂東市議会 議員 滝本　和男
276 坂東市議会 議員 羽富　晶弘
277 坂東市議会 議員 林　順藏
278 坂東市議会 議員 石山　実
279 坂東市議会 議員 石川　寛司
280 坂東市議会 議員 染谷　栄
281 坂東市議会 議員 眞喜志　修
282 坂東市教育委員会 教育長職務代理者 倉持　恒幸
283 坂東市教育委員会 教育委員 山口　直通
284 坂東市教育委員会 教育委員 井口　理恵
285 坂東市教育委員会 教育委員 田中　芳文
286 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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企業協賛 
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募集中！ 
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ＴＥＬ ０２９７－２１－５１２０ 

事務局所在地 

〒３０３－００３４ 

  茨城県常総市水海道天満町４６８４番地（生涯学習センター２階） 

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) 

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：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) 

ＦＡＸ ０２９７－２１－５１２２ 



 

 

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) 


