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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 

第４回常任委員会次第 

日 時 令和２年２月２１日（金）午後２時００分～ 

場 所 常総市地域交流センター 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 報告事項 

報告第１号  実行委員会 委員等の変更 

報告第２号  いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技会の結果 

４ 審議事項 

議案第１号  令和元年度事業報告（案） 

議案第２号  令和元年度収支決算見込み（案） 

議案第３号  令和元年度収支決算承認の会長への委任（案） 

議案第４号  実行委員会の解散及び会則の廃止（案） 

５ 閉 会 



報告第１号

　実行委員会第４回総会（令和元年６月２５日開催）以降，令和２年２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。

○監事 （敬称略）

新任者 旧任者 就任年月日

　坂東市 会計管理者 小林　中 古宮　敦子 令和元年7月1日

○委員 （敬称略）

新任者 旧任者 就任年月日

守谷市金融団幹事行　代表 伊藤　哲也 石田　昭規 令和元年10月1日

竜ケ崎保健所　所長 明石　眞言 緒方　剛 令和元年7月4日

守谷ライオンズクラブ　会長 片山　克也 上林　文雄 令和元年7月1日

水海道金融団幹事行 代表 内村　尚史 軽部　良一 令和元年10月1日

つくば保健所　所長 入江　ふじこ 令和元年11月1日

水海道ロータリークラブ　会長 瀬戸　隆海 染谷　秀雄 令和元年7月1日

水海道ライオンズクラブ　会長 山本　正一 金山　桂一 令和元年7月1日

石下ライオンズクラブ　会長 齊藤　靖彦 根本　孝明 令和元年7月1日

坂東市岩井金融団幹事行　代表 伊藤　秀樹 村上　光則 令和元年10月1日

古河保健所　所長 大谷　幹伸 令和元年11月1日

岩井ロータリークラブ　会長 逆井　光雄 中村　静雄 令和元年7月1日

○参与 （敬称略）

新任者 旧任者 就任年月日

朝日新聞社水戸総局　総局長 蛭牟田　繁 伊藤　宏 令和元年9月1日

産経新聞社水戸支局　支局長 三浦　馨 日出間　和貴 令和元年8月1日

時事通信社水戸支局　支局長 佐藤　雅史 小嶋　淳生 令和2年2月1日

常
総
市

常総市教育委員会　教育委員 倉持　好一 入江　昭三郎 令和元年10月1日

坂
東
市

機関・団体名及び役職

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
委員等の変更

守
谷
市

常
総
市

機関・団体名及び役職

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
委員等の変更

○宿泊衛生専門委員 （敬称略）

新任者 旧任者 就任年月日

常
総
市

つくば保健所　衛生課長 仁藤　健二 令和元年11月1日

坂
東
市

古河保健所　衛生課長 曽根　純一 令和元年11月1日

○輸送交通専門委員 （敬称略）

新任者 旧任者 就任年月日

常
総
市

協栄観光バス株式会社　代表取締役 中川　和也 中川　進 平成30年2月

○企業協賛推進専門委員 （敬称略）

新任者 旧任者 就任年月日

公益社団法人取手市医師会　事務局長 野口　龍一 高田　康司 令和2年2月1日

守谷市金融団幹事行　代表 伊藤　哲也 石田　昭規 令和元年10月1日

常
総
市

水海道金融団幹事行 代表 内村　尚史 軽部　良一 令和元年10月1日

坂
東
市

坂東市岩井金融団幹事行　代表 伊藤　秀樹 村上　光則 令和元年10月1日

守
谷
市

機関・団体名及び役職

機関・団体名及び役職

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会の結果について 

１９７４年の第２９回国民体育大会「水と緑のまごころ国体」以来，４５年

ぶりに茨城県で開催された「天皇陛下御即位記念 第７４回国民体育大会 い

きいき茨城ゆめ国体」は，『翔べ 羽ばたけ そして未来へ』のスローガンの

もと全国各地から選手・監督をはじめ多くの大会関係者，観客を迎え開催され

た。 

守谷市・常総市・坂東市では，３市合同の実行委員会という組織において，

国体の正式競技ハンドボール競技会を開催した。 

国内最大のスポーツの祭典にふさわしい熱戦が繰り広げられ，市民に大きな

夢と感動を与え，茨城県が天皇杯と皇后杯を合わせて獲得するなど，全日程を

無事終了することができた。 

また，おもてなしの心で大会を支えていただいた大会関係者，運営ボランテ

ィアの皆様，小中学生，関係機関，団体，企業等の皆様のご協力で，円滑な競

技運営により，大盛況のうちに幕を下ろした。 

（１）大会日程

開催地 種別 競技会場名 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7

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 ● ● ● ● ●

少年男女 水海道第二高等学校体育館 ● ● ●

坂東市 成年男子 坂東市総合体育館 ● ● ● ● ●

成年男女 岩井高等学校体育館 ● ●

報告第２号 
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（２）参加者

ハンドボール競技 日別競技会場観覧者数

競
技
役
員

競
技
補
助
員

競
技
会
係
員

競
技
会
補
助
員

一
般
観
覧
者

報
道
員

視
察
員

来
賓
・
招
待
者

水海道総合体育館 704 146 223 412 168 11,014 83 166 99 13,015

水海道第二高等学校体育館 338 111 106 210 61 3,350 21 86 17 4,300

常総運動公園総合体育館 391 102 148 396 155 6,709 45 84 69 8,099

坂東市総合体育館 588 190 190 400 204 8,194 42 118 169 10,095

岩井高等学校体育館 208 81 70 122 35 927 8 79 12 1,542

合　計 2,229 630 737 1,540 623 30,194 199 533 366 37,051

単位：人

大会関係者 観覧者

選
手
監
督

合

計

単位：人　（　）内は試合数

会場

水海道総合体育館 2,099 (6) 2,233 (6) 2,881 (4) 3,184 (4) 617 (2) 11,014 (22)

水海道第二高等学校体育館 892 (5) 1,565 (6) 893 (2) 3,350 (13)

常総運動公園総合体育館 1,608 (4) 1,589 (4) 1,589 (2) 1,923 (2) 6,709 (12)

坂東市総合体育館 940 (3) 1,272 (4) 2,354 (4) 1,982 (2) 1,646 (2) 8,194 (15)

岩井高等学校体育館 595 (4) 332 (4) 927 (8)

日別計 6,134 (22) 6,991 (24) 7,717 (12) 7,089 (8) 2,263 (4) 30,194 (70)

10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 各会場合計
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（３）成績

総合成績（全競技）

天皇杯 (成績順) 皇后杯 (成績順)

順位 都道府県名 得点 順位 都道府県名 得点

1位 茨城 2569.0 1位 茨城 1331.0

2位 東京 2217.0 2位 東京 1286.5

3位 愛知 1789.0 3位 愛知 1043.5

4位 埼玉 1735.0 4位 埼玉 997.5

5位 神奈川 1643.5 5位 大阪 926.0

6位 大阪 1552.0 6位 京都 807.5

7位 千葉 1470.5 7位 千葉 801.5

8位 京都 1410.0 8位 兵庫 787.0

ハンドボール競技会

男女総合成績 女子総合成績

順位 都道府県名 得点 順位 都道府県名 得点

1位 茨城 122.5 1位 茨城 57.5

2位 香川 75.0 2位 石川 50.0

3位 福岡 62.5 2位 福岡 50.0

4位 宮城 52.5 4位 三重 47.5

4位 広島 52.5 5位 東京 45.0

6位 埼玉 50.0 6位 広島 40.0

6位 石川 50.0 6位 大分 40.0

8位 千葉 47.5 8位 香川 35.0

8位 三重 47.5 8位 熊本 35.0
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（４）お成り

いきいき茨城ゆめ国体の期間中，高円宮承子女王殿下が常総市，守谷市を 

御訪問されました。 

御訪問日 御訪問施設 御訪問内容 

10 月 5 日（土） 

水海道総合体育館 

ハンドボール競技御覧
少年女子第１試合

福岡県 対 千葉県 

御説明者 
公益財団法人 
日本ハンドボール協会会長 湧永 寛仁 
日本ハンドボール協会顧問 市原 則之 

市陪席者 
常総市長  神達 岳志 
常総市議会議長 倉持 守 
茨城県ハンドボール協会会長 会田 真一 

守谷市役所 

御昼食会 

市陪席者 
守谷市長  松丸 修久 
守谷市議会議長 梅木 伸治 

ハンドボール競技会　種別成績

順位 成年男子の部 成年女子の部 少年男子の部 少年女子の部

第１位 埼玉県 石川県 香川県 福岡県

第２位 茨城県 茨城県 大阪府 東京都

第３位 宮城県 広島県 茨城県 大分県

第４位 佐賀県 熊本県 山口県 三重県

第５位 広島県 香川県 京都府 千葉県

富山県 鹿児島県 宮城県 香川県

福岡県 富山県 福井県 茨城県

千葉県 三重県 千葉県 神奈川県
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「第 74 回いきいき茨城ゆめ国体 2019 ハンドボール競技会」 

の開催に伴う経済効果について（概算） 

～ハンドボール競技会～ 

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市実行委員会 
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1. はじめに

第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」が９月 28 日(土)から 10 月８日(火), 

11 日間の熱戦が行われ,守谷市・常総市・坂東市（以下,「３市」という。）では,３市合

同にて 10 月３日(木）から 10 月７日（月）の５日間,いきいき茨城ゆめ国体 2019 ハンド

ボール競技会（以下,「国体」という。）を開催した。

ここでは,国体の開催に伴う３市内への経済効果について,経済波及効果分析の手引き～

産業連関表の活用～」（出典：茨城県企画部統計課）を参考に試算するものとする。 

  分析対象範囲は,「国体を開催した当実行委員会等が支出した費用が及ぼす効果」及び

「国体に訪れる来場者が開催地や周辺地域で行う消費活動が及ぼす効果」とし,当実行委

員会にて把握可能な数値を用いて設定する。また,最終需要額の把握（推計）において

は,運営経費,施設整備費,物品協賛費及び来場者消費額を,支出の実績値,関係する統計

データからの推計及び類似事例等を参考に定めるものとする。 

２．試算の前提条件 

（１）運営経費,施設整備費及び物品協賛費

運営経費及び施設整備費の３市内委託先への支出の内訳は,図表１のとおり大会運営費

が 3,140 万円,施設整備費が 6,460 万円,物品協賛費による支出が 510 万円,その合計は

10,110 万円となる。 

（２）来場者消費額

①推計来場者数

推計来場者数（大会期間中の延べ人数）は,図表２のとおり,選手・監督 2,229 人,大会

関係者 4,430 人,観覧者 30,944 人であり,合計で延べ 37,603 人となる。 

図表２　推計来場者数 (単位：人)

種別
常総運動公園

総合体育館

水海道総合

体育館

県立水海道第二

高等学校体育館

坂東市

総合体育館

県立岩井高等

学校体育館
合計

選手・監督 391 704 338 588 208 2,229

大会関係者 880 1,500 599 1,054 397 4,430

観覧者 6,907 11,014 3,474 8,523 1,026 30,944

合　計 8,178 13,218 4,411 10,165 1,631 37,603

図表１ 運営経費,施設整備費及び物品協賛費 （単位：万円）

運営経費 3,140
施設整備費 6,460
物品協賛費 510

合　計 10,110
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②選手・監督及び大会関係者の宿泊における支出額

選手・監督及び大会関係者の宿泊者数は,図表３のとおり,３市内の宿泊先内訳は,常総

市 1,065 人,守谷市 898 人,坂東市 429 人,合計 2,392 人,各宿泊施設の宿泊料金を乗じた合

計額は,31,798,500 円となる。 

③観覧者の推計宿泊者数

観覧者における宿泊・日帰りの割合は,2018 年(平成 30 年)観光客動態調査結果につ

いて」（２）入込客数（実人数）【実人数の内訳】（出典：茨城県営業戦略部）を参考に,県

内・県外入込客数の宿泊・日帰りの構成率については宿泊 12.3％,日帰り 87.7％と設定

する。  

なお,観覧者の宿泊先については,アンケート調査等を実施していないこと,国体開催期

間中における３市内の宿泊施設は選手・監督及び大会関係者の宿泊により空き状況が少な

いことを勘案し,全観覧者は３市外に宿泊したと設定する。 

図表3 選手・監督及び大会関係者の宿泊費 （単位:円）
配宿

市町村
料金 人数※ 金額

15,000 258人 3,870,000
15,000 11人 165,000
11,000 187人 2,057,000
15,000 12人 180,000
15,000 430人 6,450,000

守谷市　計 - 898人 12,722,000
15,000 175人 2,625,000
15,000 180人 2,700,000
9,000 128人 1,152,000
9,000 290人 2,610,000

15,000 165人 2,475,000
8,500 127人 1,079,500

常総市　計 - 1,065人 12,641,500
15,000 220人 3,300,000
15,000 60人 900,000
15,000 88人 1,320,000
15,000 61人 915,000

坂東市　計 - 429人 6,435,000
３市総計 - 2,392人 31,798,500

※人数：延べ人数

坂東市

常総市

守谷市
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（３）来場者の推計消費額

来場者の３市内における推計消費額は,2018 年(平成 30 年)観光客動態調査結果につい

て」２ 観光消費額の状況【一人当たりの観光消費額】（出典：茨城県営業戦略部）を採用

する。その消費額における内訳の算出は,旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究（2015

年）」（国土交通省 観光庁）を参考に「交通費」,「宿泊費」,「飲食費」及び「土産・買物

代」に分類し,それぞれに来場者数を乗じて推計する。なお,観光とスポーツ大会では支出傾

向が異なることが推測されるが,会場内における「おもてなし」,「売店」等の経済効果を勘

考するに,類似した支出傾向があると想定する。来場者の推計消費額は,それぞれの来場者数

の区分ごとに消費額の内訳及び消費額の内訳を乗じ,合計 275 百万円となる。 

図表5　来場者の推計消費額 (単位：百万円）

人数 区分 人数内訳 交通費 宿泊費 飲食費
土産・買物

代
合計

日帰り 4,267人 8 - 3 6 17

宿泊 2,392人 18 32 9 11 71

日帰り 27,138人 48 - 20 39 107

宿泊 3,806人 29 - 15 36 80

合　計 37,603人 37,603人 103 32 47 93 275

（注）四捨五入の関係により合計が一致しない場合がある。

県内外選手・監督

大会関係者

観覧者

6,659人

30,944人

一人当たりの観光消費額 （単位：円） 

日帰り 宿泊 

2018（H30) 3,949 23,313

出典：2018年観光客動態調査結果
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消費額の内訳 （単位：円）

区分 交通費 宿泊費 飲食費
土産・買物

代
合計

支出額 4,376 - 1,786 3,528 9,690
割合 45.2% - 18.4% 36.4% 100.0%
支出額 11,177 10,398 5,722 6,766 34,063
割合 32.8% 30.5% 16.8% 19.9% 100.0%

出典：2016年旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究

日帰り

宿泊

 上記の設定により,観覧者の推計宿泊者数 30,944 人の内訳は図表４のとおり,３市外へ

の宿泊 3,806 人,日帰り 27,138 人となる。  

図表4　観覧者の推計宿泊者数 （単位：人）

宿泊（３市外） 日帰り 合計
内訳 3,806 27,138
構成率 12.3% 87.7%

30,944



３．経済波及効果の試算 

（１）使用する産業連関表

経済波及効果は,公表されている最新の「平成 23 年（2011 年）茨城県産業連関表」を用

いて試算する。よって平成 23 年当時の本県の産業構造を基に経済波及効果を試算している

ことから,その後の技術革新や物価変動などは考慮しておらず,特に東日本大震災により産業

構造が大きく変化している可能性があることに留意が必要である。  

（２）経済波及効果の算出

経済波及効果は,１次波及効果と２次波及効果に大別され,さらに 1 次波及効果は直接効果

と間接効果に分けられる。  

直接効果とは,大会運営費や来場者の消費などで増加する需要のうち,市内の各産業で発生

する需要のことである。 

間接効果とは,直接効果の原材料などの生産による誘発額のうち,市内の各産業で発生する

生産額のことである。また,１次波及効果のあった各産業では雇用者所得の増加が発生す

る。この雇用者所得の増加分の一部が消費に回ることで誘発される生産額のうち,市内の各

産業で発生するものを 2 次波及効果という。 

これらの経済波及効果の算出は,経済波及効果分析シート（40 部門-イベント分析用）（茨

城県企画部統計課）を用いて算出する。 

（３）運営経費及び施設整備費等の経済波及効果

（２）経済波及効果の算出により,運営経費,施設整備費及び物品協賛費の経済波及効果

は,図表６のとおり,１次波及直接効果 115 百万円,１次波及間接効果 37 百万円,２次波及効

果 28 百万円と試算され,その合計は 180 百万円となる。 

（４）来場者消費に伴う経済波及効果

 来場者の消費に伴う経済波及効果は,図表７のとおり１次波及直接効果 199 百万円,１次

波及間接効果 58 百万円,２次波及効果 43 百万円と試算され,その合計は 300 百万円とな

る。 

図表６　運営経費及び施設整備費等の経済波及効果 （単位:百万円）

直接効果 間接効果

101 115 37 28 180

１次波及効果
２次波及効果 総 効 果

需要増加額

（支出）

図表７　来場者消費の経済波及効果 （単位:百万円）

直接効果 間接効果

275 199 58 43 300

１次波及効果
２次波及効果 総 効 果

需要増加額

（支出）
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（５）まとめ

以上（３）,（４）より,３市内における国体の経済効果は4.8 億円と試算される。 

【出典】 

・経済波及効果分析の手引き～産業連関表の活用～

茨城県企画部統計課

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/sangyo/documents/bunseki-tebiki.pdf

・2018 年(平成 30 年)観光客動態調査結果について

茨城県営業戦略部

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/kanbutsu/kikaku/documents/h30dotai.pdf

・旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究（2016 年）

国土交通省観光庁

http://www.mlit.go.jp/common/001248884.pdf

・平成 23 年（2011 年）茨城県産業連関表

茨城県企画部統計課

http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/sangyo/io23/documents/io23gaiyou.pdf
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議案第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 

令和元年度事業報告（案） 

１ 諸会議の開催 

(１)総会

実行委員会第４回総会（６月２５日）

実行委員会第５回総会（２月２１日）

(２)常任委員会

第３回常任委員会（５月２４日）

第４回常任委員会（２月２１日）

(３)専門委員会

合同会議（４月１７日）

・第５回 総務企画専門委員会

・第４回 競技式典専門委員会

・第４回 企業協賛推進専門委員会

２ 事業の推進 

(１)総務企画に関すること

識別用品（ジャンパー・帽子・ID 等の作成・配布）

保険加入（賠償責任保険・傷害保険等）

後催県９市町村に対する事業概要説明会の開催(１２月１９日・２０日)

(２)市民運動に関すること

各競技会場及び総合案内所で受付案内や，おもてなしコーナーをはじめとしたボ 

ランティア活動を行った。

《実績》 活動者数：延べ 385 名 

（詳細は大会報告書 P57） 

② 学校観戦

各競技会場にて，市内の小・中学校の児童・生徒が，国内トップアスリートによる 

熱戦を観戦した。 

（詳細は大会報告書 P59） 

《実績》 守谷 13 校・常総市 19 校・坂東市 17 校 
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・第５回 輸送交通専門委員会

・第５回 宿泊衛生専門委員会

①運営ボランティア



③ 花いっぱい運動・手作りのぼり旗

花プランターや，手作り応援のぼり旗などで競技会場や主要駅，市有施設などを装 

飾した。 

《実績》 花プランター：218 団体 3,795 個 

手作りのぼり旗：49 団体 225 枚 

（詳細は大会報告書 P55） 

④ おもてなし料理のふるまい

来訪者をおもてなしするため，料理提供団体の協力を得て，地元の食材を活用した 

料理などをふるまった。 

《実績》 ふるまい団体：14 団体 9,936 食 

（詳細は大会報告書 P58） 

⑤ クリーンアップ運動

来訪者をより良い環境でお迎えするため，競技会場周辺の清掃を実施した。 

《実績》 参加団体：13 団体 8 回 

（詳細は大会報告書 P57） 

⑥ 企業協賛

国体 PR 物品や，応援グッズ等の協賛をいただいた。 

《実績》 協賛企業：91 社 

（詳細は大会報告書 P60） 

（３）おもてなしに関すること

① ガイドブックの作成

来訪者に，本市の食・文化・歴史などの紹介をするため，ガイドブックを作成し， 

競技会場および総合案内所で配布した。また，競技の観戦ガイドを作成し 3市内の 

全戸への配布，および競技会場・総合案内所で配布した。 

《実績》 ガイドブック(観光) 4,500 部 観戦ガイド 55,000 部 

② 総合案内所の設置

TX 守谷駅構内および，関東鉄道常総線水海道駅に総合案内所を設置し，競技会場 

へのアクセス方法や競技結果の案内などのほか，各市の観光・食などの PR を行っ 

た。 

《実績》 利用者数：1,419 人 
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③ 歓迎装飾

横断幕や看板，のぼり旗等で競技会場や主要駅，市施設などを装飾，来訪者をお 

迎えした。 

《実績》 設置数：1,760（枚・基） 

④ 休憩所の設置

来訪者のおもてなしとして，各競技会場で無料ドリンクを提供した。 

《実績》 ドリンク：5,864 本（6,230 ㍑） 

⑤ 売店の設置

来訪者へのおもてなしとして，地域の特産品等の紹介および販売を行うため売店 

を設置した。 

《実績》 設置場所：各競技会場 

設置数：延べ 200 店 

（詳細は大会報告書 P65） 

⑥ 食品衛生講習会の開催

食中毒予防のため弁当調製業者については，県実行委員会主催の食品衛生講習会 

に参加するよう斡旋した。また，弁当調製施設や売店おもてなし料理，無料ドリン 

クコーナー従事者に対し，所管の保健所指導員を招いて食品安全講習を行った。

《実績》 食品衛生講習会実績 

・竜ケ崎保健所管轄（守谷市）9団体

・常総保健所管轄（常総市・坂東市）27 団体

（４）広報啓発に関すること

① 各種イベントでの PR

・ 古城まつり（４月７日）

・ MOCO フェスタ（５月１１日）

・ 千姫まつり（５月１９日）

・ ハンドボールイベント：エキシビジョンマッチ（８月２８日）等

（詳細は大会報告書 P49 ページ） 

② 大会報告書の作成・配付

国体の競技会運営，及び競技記録などの成果を未来に伝えるため，大会報告書を 

作成，配付した。 

《実績》 作成部数：1,500 部 
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（５）競技式典に関すること

① 炬火イベント

実行委員会第４回総会において，実行委員の投票により，３市の炬火名を「絆つ 

なぐみんなの想い守谷 常総 坂東の火」に決定した。また，５月１５日より各市

での採火および集火を行い，８月１１日常総きぬ川花火大会において３市の火の

集火を実施した。 

《実績》 各市の集火式：守谷市８月３日（土） 夕べのコンサート 

常総市８月１１日（日）常総ウォーターフェス 

坂東市５月１５日（水）小学校陸上競技記録会 

（詳細は大会報告書 P64） 

② 正式競技

関係機関や競技団体と緊密に連携を図りながら，円滑な競技会運営を行った。 

③ お成り

高円宮承子女王殿下が，１０月５日（土）常総市，守谷市を訪問。常総市の水海道 

総合体育館で，少年女子福岡県対千葉県の試合をご覧になりました。 

（６）宿泊衛生に関すること

① 宿泊業務

茨城県実行委員会，市町村実行委員会が合同で設置した国体宿泊センターが，競 

技団体，旅館組合関係団体，宿泊施設と連絡調整のうえ，選手・監督等の配宿等に 

関する業務を行った。 

《実績》 宿泊者数：延べ 6,238 人 

② 弁当の調達

弁当調製施設を選定し，選手監督等に茨城県産品を積極的に取り入れた弁当を提 

供した。 

《実績》 提供数：4,245 食 

（詳細は大会報告書 P66） 

③ 救護所の設置・運営

各競技会場に救護所等を設置し傷病者に対し適切な処置を行った。 

《実績》 処置人数：23 人 

（詳細は大会報告書 P67） 

《実績》 ハンドボール競技 成年男子・成年女子・少年男子・少年女子 
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（７）輸送交通に関すること

① 輸送実施

選手監督大会関係者については，茨城県の斡旋バスを中心に宿舎等から練習会場・ 

競技会場までの間計画輸送を実施した。小型バスやジャンボタクシーの利用・バ 

スを副次利用するなどして，効率的な輸送を行った。また，一般観覧者用に駅か

らの無料シャトルバスを運行した。 

《実績》 利用台数実績：選手・監督用バス：65 台 

競技役員・補助員・一般用 90 台（ジャンボタクシー10 台含） 

駅シャトルバス利用者実績 932 人 

② 駐車場

各競技会場で 2,700 台分（バス含）の駐車場を確保し警備員を配置，および安全 

協会の協力により運営を行った。 

《実績》 駐車場利用台数：5,534 台（5 日間合計） 

（詳細は大会報告書 P69） 

３ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

（１）県国体実行委員会

（２）県ハンドボール協会
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議案第２号

予算額 決算額 比較 摘要

1 118,000,000 118,000,000 0 ３市負担金

2 45,000,000 45,000,000 0 開催準備積立金から

3 15,634,370 15,634,370 0 前年度繰越金

4 150,000 2,075,685 1,925,685
プログラム売上，啓発品
売上等

178,784,370 180,710,055 1,925,685

【支出】
予算額 決算額 比較 摘要

1 9,067,000 6,702,708 2,364,292

1,339,000 299,230 1,039,770 01諸会議運営事業

150,000 0 150,000
300,000 87,074 212,926 消耗品費，会議費賄い
889,000 212,156 676,844 郵便料，傷害保険料

7,728,000 6,403,478 1,324,522 01事務局庶務事務

2,442,000 1,617,581 824,419 消耗品費，封筒印刷費等
1,079,000 679,628 399,372 郵便料，手数料等
4,207,000 4,055,060 151,940 ＯＡ機器，電話，車両等

2 166,169,000 143,841,036 22,327,964

166,169,000 143,841,036 22,327,964 01国体開催推進事業

929,000 222,875 706,125 競技役員諸費等
5,490,000 4,313,846 1,176,154 競技役員旅費等

13,529,000 13,401,620 127,380 競技用消耗品等
2,595,000 1,955,475 639,525 郵送料，保険料等

139,889,000 120,515,695 19,373,305 会場設営撤去，看板等
1,012,000 1,010,303 1,697 車両等
1,115,000 944,863 170,137 ハンドボールゴール
1,610,000 1,476,359 133,641 県合同配宿負担金

3 3,548,370 0 3,548,370

3,548,370 0 3,548,370

178,784,370 150,543,744 28,240,626

収入総額 180,710,055 円
支出総額 150,543,744 円
差引額 30,166,311 円

※差引額については，守谷市，常総市，坂東市に返還

合計

01開催推進事業

報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料

備品購入費
負担金補助及び交付金

予備費

01予備費

国体開催推進費

諸収入

合計

科目

総務管理費

01会議費

報償費
需用費
役務費

02事務局費

需用費
役務費
使用料及び賃借料

繰越金

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
令和元年度収支決算見込み（案）

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１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則第１２条第７項第   
４号の規定により，令和元年度収支決算見込みを提案する。

【収入】

科目

負担金及び助成金

繰入金
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議案第３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 

令和元年度収支決算承認の会長への委任について（案）  

令和元年度収支決算については，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第１２条第７項第４号及び第１８条の規定にかか

わらず，会長が決算の承認を行うこととする。 
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議案第４号 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会の 

解散及び会則の廃止について（案）  

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業務の

終了に伴い，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２０条第１項の規定に基づき，令和２年３月３１日をもって，いきい

き茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会を解散し，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を廃止する。  

 なお，解散するときに有する残余財産の処分については，第２０条第２

項の規定にかかわらず，会長に委任する。 
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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 役員・委員・顧問・参与 名簿

【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 42名 【監事】 2名

【委員】 147名 【顧問】　 24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 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 鈴木　不二男
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 岡田　宗久
14 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 消防長 石塚　敦
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 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 倉持　守
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 佐藤　昭彦
23 常総市商工会 会長 青木　清人
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 大山　正
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 張替　秀吉
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 逆井　昇
36 坂東市商工会 会長 上坂　理一
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 石崎　宏文
40 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 消防長 青木　衛
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 関根　芳朗
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㈱　運転車輌部長 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 山崎　浩行
47 坂東市 会計管理者 小林　中

監事

（令和2年2月21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）
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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

【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 42名 【監事】 2名

【委員】 147名 【顧問】　 24名 【参与】　 69名 合計　 287名

№ 氏名

（令和2年2月21日現在　敬称略）

役職 機関・団体及び役職
48 守谷市 副市長 田中　健
49 茨城県立守谷高等学校 校長 宮田　俊晴
50 守谷市ボランティア協会 会長 金髙　尚文
51 関東鉄道㈱守谷駅 管区駅長 砂長　強
52 日本旅行業協会関東支部茨城地区委員会 代表 應本　勲
53 守谷市金融団幹事行 代表 伊藤　哲也
54 守谷市管工事業協同組合　理事長 大山　孝
55 守谷市建設業協会　会長 久保田　正夫
56 守谷市産業地域協力会 会長 髙橋　孝造
57 守谷市体育協会 副会長 安達　孝志
58 守谷市体育協会 事務局長 宮本　博行
59 茨城県ハンドボール協会 副会長 大村　久
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 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 秋山　利夫
70 守谷市中学校体育連盟 会長 越智　壽雄
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 椎名　克典
75 守谷市シルバー人材センター 理事長 高力　庸吉
76 竜ケ崎保健所 所長 明石　眞言
77 守谷市商工会青年部 部長 椎名　克典
78 守谷市商工会女性部 部長 三浦　君子
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県連盟 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 片山　克也
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㈱竜ヶ崎支社水海道事務所 支社長 鈴木　正
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 守谷市シニアクラブ連合会 会長 村田　昌
91 守谷市市民活動連絡協議会 事務局長 髙木　保
92 守谷市ネットワーカー連絡協議会 会長 安藤　聖志
93 もりや市民大学運営委員会 委員長 宮﨑　毅
94 守谷市総務部 部長 坂　浩
95 守谷市市長公室 室長 濱田　耕志
96 守谷市生活経済部 部長 岩田　賢
97 守谷市保健福祉部 部長 堀　浩
98 守谷市都市整備部 部長 古谷　浩一
99 守谷市教育委員会 教育部長 宇田野　信彦
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 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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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

【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 42名 【監事】 2名

【委員】 147名 【顧問】　 24名 【参与】　 69名 合計　 287名

№ 氏名

（令和2年2月21日現在　敬称略）

役職 機関・団体及び役職
103 常総市 副市長 藤島　忠夫
104 茨城県立水海道第一高等学校 校長 海老沼　洋
105 茨城県立水海道第二高等学校 校長 古谷　英雄
106 茨城県立石下紫峰高等学校 校長 柴山　修二
107 常総ボランティア連絡協議会 会長 永瀬　菊江
108 水海道金融団幹事行 代表 内村　尚史
109 石下金融団幹事行 代表 渡部　和宏
110 常総市工業懇話会 会長 長岡　徳樹
111 常総市体育協会 副会長 小野　広美
112 常総市体育協会 副会長 山野井　寿雄
113 常総市体育協会 理事長 岡田　一夫
114 常総市体育協会 副理事長 笠倉　不二
115 常総市小中学校体育連盟 会長 増田　徹
116 常総市スポーツ推進委員会 委員長 笠倉　不二
117 常総市食生活改善推進員会 会長 入江　洋子
118 常総市文化協会 会長 中山　治
119 常総市子ども会育成連合会 会長 中莖　武江
120 常総市小中学校PTA連絡協議会 会長 野口　径子
121 常総市公立幼稚園PTA連絡協議会 会長 飯島　桐子
122 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
123 つくば保健所 所長 入江　ふじこ
124 常総市商工会青年部 相談役 相山　隆司
125 常総市商工会女性部 部長 染谷　悦子
126 石下・千代川三業組合 組合長 荻野　恭一
127 水海道ロータリークラブ 会長 瀬戸　隆海
128 水海道ライオンズクラブ 会長 山本　正一
129 石下ライオンズクラブ 会長 齊藤　靖彦
130 日本郵便㈱水海道郵便局 局長 藤田　泰彦
131 日本郵便㈱三坂郵便局 局長 皆葉　正弘
132 日本郵便㈱石下郵便局 局長 鈴木　廣勝
133 日本郵便㈱石下飯沼郵便局 局長 市村　修巳
134 県ハイヤー・タクシー協会県西支部 松村　仁志
135 常総地区交通安全協会 会長 岡野　政美
136 常総市スポーツ少年団 本部長 増田　利一
137 青少年育成常総市民会議 会長 中茎　道夫
138 常総市公民館連絡会 会長 倉持　栄
139 常総市シルバークラブ連絡協議会 会長 沼尻　保
140 常総市市長公室 室長 小林　昭仁
141 常総市総務部 部長 沼尻　秀子
142 常総市市民生活部 部長 柴　典明
143 常総市保健福祉部 部長 吉原　克美
144 常総市産業振興部 部長 小島　裕治
145 常総市都市建設部 部長 木村　茂樹
146 常総市議会事務局 事務局長 古谷　克美
147 常総市教育委員会 教育部長 飯村　順子
148 常総市 会計管理者 宮田　道夫

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

【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 42名 【監事】 2名

【委員】 147名 【顧問】　 24名 【参与】　 69名 合計　 287名

№ 氏名

（令和2年2月21日現在　敬称略）

役職 機関・団体及び役職
149 坂東市 副市長 鈴木　清
150 茨城県立岩井高等学校 校長 國府田　一之
151 茨城県立坂東総合高等学校 校長 大木　直人
152 坂東市ボランティア連絡協議会 代表 飯住　澄夫
153 きぬ医師会坂東支部 支部長 許斐　康司
154 坂東市岩井金融団幹事行 代表 伊藤　秀樹
155 坂東地区工業連絡会 会長 片山　勝元
156 ばんどう建設業協会 会長 逆井　秀敏
157 坂東市岩井上下水道工事店組合 組合長 堀越　義光
158 坂東市さしま上下水道工事店組合 組合長 桜井　孝男
159 坂東市体育協会 副会長 冨山　孝
160 坂東市体育協会 副会長 木村　仁
161 坂東市体育協会 副会長 相澤　武男
162 坂東市小中学校体育連盟 会長 鶴見　徹也
163 坂東市スポーツ推進委員会 委員長 名越　宏
164 坂東市食生活改善推進協議会 会長 野口　博子
165 坂東市文化協会 会長 荒木　健夫
166 坂東市子ども会育成連合会 会長 青柳　信夫
167 坂東市小中学校PTA連絡協議会 会長 石塚　孝
168 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
169 古河保健所 所長 大谷　幹伸
170 坂東市商工会青年部 部長 平㔟　忠温
171 坂東市商工会女性部 部長 北村　広美
172 坂東市料理飲食店組合 組合長 荒井　武夫
173 ボーイスカウト坂東第１団 団委員長 倉持　善四郎
174 ガールスカウト茨城県第８団 団委員長 武田　まゆみ
175 岩井ロータリークラブ 会長 逆井　光雄
176 岩井ライオンズクラブ 国体準備委員長 石塚　正樹
177 猿島ライオンズクラブ 会長 飯田　孝
178 日本郵便㈱岩井郵便局 局長 立原　貞幸
179 日本郵便㈱猿島郵便局 局長 沼口　宗夫
180 茨城県バス協会県西支部 副支部長 笠原　修
181 境地区交通安全協会坂東支部　 副支部長 木村　藤一
182 坂東市スポーツ少年団 本部長 森　久雄
183 青少年育成坂東市民会議 会長 草間　德一
184 坂東市シニアクラブ連合会 会長 中山　邦志
185 坂東市市長公室 室長 青木　栄
186 坂東市総務部 部長 山口　誠
187 坂東市企画部 部長 金久保　吉之
188 坂東市市民生活部 部長 猪瀬　宏彰
189 坂東市保健福祉部 部長 吉岡　浩之
190 坂東市産業経済部 部長 鈴木　　博
191 坂東市都市建設部 部長 奥貫　浩司
192 坂東市上下水道部 部長 小島　　浩
193 坂東市教育委員会 教育部長 松﨑　和人
194 坂東市議会事務局 事務局長 羽富　智
195 守谷市議会 副議長 高橋　典久
196 守谷市議会議会運営委員会 委員長 市川　和代
197 守谷市議会総務教育常任委員会 委員長 青木　公達
198 守谷市議会都市経済常任委員会 委員長 寺田　文彦
199 守谷市議会保健福祉常任委員会 委員長 高梨　恭子
200 行方市長 鈴木　周也
201 茨城県議会 議員 小川　一成
202 衆議院議員 葉梨　康弘

顧問（守谷市）

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

【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 42名 【監事】 2名

【委員】 147名 【顧問】　 24名 【参与】　 69名 合計　 287名

№ 氏名

（令和2年2月21日現在　敬称略）

役職 機関・団体及び役職
203 常総市議会 副議長 小林　剛
204 常総市議会運営委員会 委員長 茂田　信三
205 常総市議会総務常任委員会 委員長 遠藤　章江
206 常総市議会文教厚生常任委員会 委員長 大澤　清
207 常総市議会建設経済常任委員会 委員長 中村　博美
208 常総市議会広報常任委員会 委員長 岡野　一男
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 後藤　治男
212 坂東市議会運営委員会 委員長 眞喜志　修
213 坂東市議会総務常任委員会 委員長 渡辺　利男
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 石川　寛司
216 茨城県議会 議員 石塚　隼人
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 川名　敏子
223 守谷市議会 議員 長谷川　信市
224 守谷市議会 議員 渡辺　秀一
225 守谷市議会 議員 髙梨　隆
226 守谷市議会 議員 浅川　利夫
227 守谷市議会 議員 末村　英一郎
228 守谷市議会 議員 堤　茂信
229 守谷市議会 議員 神宮　栄二
230 守谷市議会 議員 砂川　誠
231 守谷市議会 議員 渡辺　大士
232 守谷市教育委員会 教育長職務代理者 山本　キヨ
233 守谷市教育委員会 教育委員 椎名　和良
234 守谷市教育委員会 教育委員 萩谷　直美
235 守谷市教育委員会 教育委員 河原　健
236 守谷市 代表監査委員 髙瀬　尚則
237 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局 支局長 辻　正剛
238 国土交通省関東地方整備局常総国道事務所 所長 近藤　進
239 朝日新聞社水戸総局　総局長 蛭牟田　繁
240 茨城新聞社取手・龍ケ崎支局　支局長 高阿田　総司
241 産経新聞社水戸支局　支局長 三浦　馨
242 東京新聞水戸支局　支局長 佐藤　圭
243 毎日新聞取手通信部　記者 安味　伸一
244 読売新聞取手通信部　記者 伊藤　譲治
245 NHK水戸放送局つくば報道室 秋山　度
246 時事通信社水戸支局　支局長 佐藤　雅史
247 共同通信社つくば通信部 永井　なずな
248 茨城放送　常務取締役 髙橋　正良

顧問（常総市）

顧問（坂東市）

参与（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

【会長】 1名 【副会長】 2名 【常任委員】 42名 【監事】 2名

【委員】 147名 【顧問】　 24名 【参与】　 69名 合計　 287名

№ 氏名

（令和2年2月21日現在　敬称略）

役職 機関・団体及び役職
249 常総市議会 議員 佐藤　剛史
250 常総市議会 議員 栁井　真吾
251 常総市議会 議員 広瀬　光一
252 常総市議会 議員 石塚　剛
253 常総市議会 議員 草間　典夫
254 常総市議会 議員 吉原　晴照
255 常総市議会 議員 飯島　忠
256 常総市議会 議員 関　優嗣
257 常総市議会 議員 坂野　茂実
258 常総市議会 議員 坂巻　文夫
259 常総市議会 議員 喜見山　明
260 常総市議会 議員 風野　芳之
261 常総市議会 議員 水野　昇
262 常総市議会 議員 中村　安雄
263 常総市議会 議員 堀越　道男
264 常総市教育委員会 教育委員 倉持　好一
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 中川　清彦
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 林　順藏
272 坂東市議会 議員 風見　好文
273 坂東市議会 議員 滝本　輝義
274 坂東市議会 議員 桜井　広美
275 坂東市議会 議員 滝本　和男
276 坂東市議会 議員 金久保　幸男
277 坂東市議会 議員 青木　和之
278 坂東市議会 議員 石山　実
279 坂東市議会 議員 倉持　欣也
280 坂東市議会 議員 染谷　栄
281 坂東市議会 議員 古谷　司
282 坂東市議会 議員 張替　進一
283 坂東市教育委員会 教育長職務代理者 田中　芳文
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 山口　直通
286 坂東市教育委員会 教育委員 和田　孝行
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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令和２年２月２１日現在

総務企画専門委員会　【５２名】 （敬称略）

所属機関・団体名 役職 氏名

1 守谷市商工会 事務局長 鈴木　富美夫

2 守谷市観光協会 理事 中谷　文男

3 茨城みなみ農業協同組合 企画総務部長 幸田　武志

4 守谷市ボランティア協会 会長 金髙　尚文

5 女性団体連絡協議会 会長 豊島　慶子

6 シニアクラブ連合会 副会長 垣内　意三郎

7 スポーツ少年団 本部長 長谷川　信市

8 常総市商工会 理事 坂入　司郎

9 常総市観光物産協会 理事 坂入　司郎

10 常総ひかり農業協同組合石下支店 支店長 廣瀬　亨

11 常総ボランティア連絡協議会 副会長 飯田　博美

12 女性団体じょうそう事業委員会 会計 飯泉　とみ子

13 常総市子ども会育成会連合会 会長 中莖　武江

14 常総市シルバークラブ連絡協議会 理事 高橋　智子

15 常総市スポーツ少年団 本部長 増田　利一

16 坂東市商工会 会長 上坂　理一

17 坂東市観光協会 副会長 中山　茂

18 岩井農業協同組合 経済部長 高橋　剛

19 茨城むつみ農業協同組合 総務企画部長 橋本　次男

20 坂東市ボランティア連絡協議会 副代表 野口　汎子

21 ばんどう市女性団体協議会 副会長 山田　外志枝

22 坂東市子ども会育成会連絡協議会 総務委員 飯田　久雄

23 坂東市シニアクラブ連合会 会長 中山　邦志

24 坂東市スポーツ少年団 副本部長 山口　克彦

25 守谷市学校長会 黒内小学校長 小池　義寿

26 茨城県立守谷高等学校 教諭 滝　優太

27 常総市校長会 石下西中学校長 佐藤　昭彦

28 茨城県立水海道第一高等学校 教諭 福田　弘

29 茨城県立水海道第二高等学校 教諭 野口　仁志

30 茨城県立石下紫峰高等学校 講師 小島　裕一

31 坂東市校長会 会長 逆井　昇

32 茨城県立岩井高等学校 教諭 風見　実

33 茨城県立坂東総合高等学校 教諭 大黒　聡子

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
専門委員会委員

選出区分

産業経済
社会福祉

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市

学校

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市
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34 企画課 課長 前川　岳人

35 秘書課 課長 高橋　賢一郎

36 財政課 課長 石塚　成美

37 市民協働推進課 次長兼課長 鈴木　規純

38 経済課 課長 北澤　盛次

39 生涯学習課 課長 福島　晶子

40 秘書課 課長 飯泉　真由美

41 市民と共に考える課 課長 小林　寛明

42 財政課 課長 植竹　順一

43 商工観光課 課長 古谷　篤

44 農政課 課長 猪瀬　敏雄

45 生涯学習課 参事兼課長 土井　義行

46 企画課 課長 菊池　和則

47 秘書広報課 課長 後藤　将人

48 財政課 課長 根本　靖彦

49 市民協働課 課長 鶴見　洋一

50 商工観光課 課長 石塚　雅章

51 農業政策課 課長 和田　英之

52 生涯学習課 課長 小林　修二

市

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市
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競技式典専門委員会　【２９名】 （敬称略）

所属機関・団体名 役職 氏名

1 守谷市体育協会 副会長 安達　孝志

2 守谷市スポーツ推進委員会 委員長 仁田　栄

3 茨城県ハンドボール協会 副会長 大村　久

4 茨城県ハンドボール協会 副理事長兼事務局長 滝川　剛司

5 茨城県ハンドボール協会 小学連 田中　将

6 茨城県ハンドボール協会 中体連 坂本　和久

7 茨城県ハンドボール協会 高体連 飯村　裕志

8 茨城県ハンドボール協会 一般連 津覇　仁一

9 茨城県女子体育連盟 副会長 野口　美千代

10 常総市体育協会 会長 長　行雄

11 常総市スポーツ推進委員会 委員長 笠倉　不二

12 坂東市体育協会 会長 荻井　公夫

13 坂東市スポーツ推進委員会 委員長 名越　宏

14 守谷市中学校体育連盟ハンドボール専門部 ハンドボール専門委員長 寺田　良太

15 守谷市小学校体育連盟 代表 井上　敬史

16 守谷市中学校体育連盟 代表 大山　佳子

17 常総市小中学校体育連盟 理事長 齊藤　雅

18 常総市中学校体育連盟ハンドボール専門部 ハンドボール専門委員長 加藤　秀和

19 坂東市小中学校体育連盟 理事長 長谷川　雅志

20 坂東市中学校体育連盟ハンドボール専門部 ハンドボール専門委員長 関　博隆

21 秘書課 課長 高橋　賢一郎

22 学校教育課 次長兼課長 小林　伸稔

23 生涯学習課 課長 福島　晶子

24 秘書課 課長 飯泉　真由美

25 学校教育課 課長 西村　聡

26 スポーツ振興課 課長 生井　勝博

27 秘書広聴課 課長 後藤　将人

28 学校教育課 課長 逆井　克広

29 国体・五輪・スポーツ振興課 課長 滝本　勝利

スポーツ

守
谷
市

常
総
市
坂
東
市

選出区分

学校体育

守
谷
市

常
総
市
坂
東
市

市

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市
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宿泊衛生専門委員会　【２１名】 （敬称略）

所属機関・団体名 役職 氏名

1 日本旅行業協会関東支部茨城地区委員会 代表 應本　勲

2 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合水海道支部 野村　清

3 （公社）取手市医師会 理事 城賀本　満登

4 （一社）茨城県きぬ医師会 救急部長 柴田　智行

5 竜ヶ崎保健所 衛生課長 山内　伸一

6 守谷市食生活改善推進員協議会 副会長 大野　裕見子

7 つくば保健所 衛生課長 仁藤　健二

8 常総市食生活改善推進員連絡協議会 副会長 古谷　裕子

9 石下・千代川三業組合 組合長 荻野　恭一

10 古河保健所 衛生課長 曽根　純一

11 坂東市食生活改善推進協議会 会長 野口　博子

12 坂東市料理飲食店組合 組合長 荒井　武夫

13 保健センター 所長 小林　龍一

14 生活環境課 課長 中山　隆史

15 経済課 課長 北澤　盛次

16 保健推進課 課長 石島　均

17 生活環境課 課長 文藏　栄一

18 商工観光課 課長 古谷　篤

19 健康づくり推進課 課長 渡辺　幸子

20 生活環境課 課長 海老原　健

21 商工観光課 課長 石塚　雅章

選出区分

宿泊観光

医療福祉

食品衛生

守
谷
市

常
総
市

市

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市

坂
東
市
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輸送交通専門委員会　【３６名】 （敬称略）

所属機関・団体名 役職 氏名

1 守谷地区タクシー運営委員会 小川交通㈲代表取締役 渡部　大輔

2 茨城県レンタカー協会 ㈱アシスト常務取締役 佐々木　大志

3 首都圏新都市鉄道㈱守谷駅務管理所 所長 六笠　良二

4 関東鉄道㈱守谷管区 管区駅長 砂長　強

5 関東鉄道㈱守谷営業所 所長 田中　雅登

6 協栄観光バス㈱ 代表取締役 中山　和也

7 ㈲三妻タクシー 松村　仁志

8 関東鉄道㈱水海道管区 管区駅長 大山　正

9 中山観光自動車㈱ 取締役業務部長 古矢　久己

10 ㈱ナガツマ観光バス・㈲ナガツマ交通 代表取締役 長妻　凡夫

11 東武鉄道㈱東武柏駅管区七光台駅 駅長 大橋　文雄

12 茨城急行自動車㈱ 運転車輌部長 鈴木　勝己

13 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官
（運送監査） 皆川　誠司

14 茨城県取手警察署 警備課長 家中　敏夫

15 茨城県取手警察署 交通課長 多田　知充

16 守谷消防署 副署長 渡辺　重男

17 取手地区交通安全協会守谷支部 委員 染谷　進一

18 茨城県常総警察署 警備課長 宮本　晃

19 茨城県常総警察署 交通課長 山﨑　將義

20 水海道消防署 副署長 関口　光一

21 常総地区交通安全協会 会長 岡野　政美

22 茨城県境警察署 警備課長 川﨑　勝正

23 茨城県境警察署 交通課長 大郷　秀樹

24 坂東消防署 副署長 野口　弘

25 境地区交通安全協会坂東支部 副支部長 木村　藤一

26 都市計画課 課長 高橋　幸司

27 交通防災課 課長 鈴木　林

28 建設課 次長兼課長 飯塚　俊雄

29 防災危機管理課 課長 横島　義則

30 市民と共に考える課 課長 小林　寛明

31 生活環境課 課長 文藏　栄一

32 道路課 課長 戸塚　勇

33 企画課 課長 菊池　和則

34 交通防災課 課長 新井　賢一

35 道路建設課 課長 鈴木　和幸

36 道路管理課 課長 田中　豊

輸送交通

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市

選出区分

国

警察等

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市

市

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市
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企業協賛推進専門委員会　【２８名】 （敬称略）

所属機関・団体名 役職 氏名

1 守谷市商工会 経営指導員 飯泉　好司

2 守谷市産業地域協力会 会長 髙橋　孝造

3 守谷市建設業協会 会長 久保田　正夫

4 守谷市管工事業協同組合 理事長 大山　孝

5 守谷市金融団幹事行 代表 伊藤　哲也

6 茨城みなみ農業協同組合総務企画部企画課 課長 中村　秀彦

7 常総市商工会 山壁　やよい

8 常総市工業懇話会 会長 長岡　徳樹

9 水海道金融団幹事行 代表 内村　尚史

10 石下金融団幹事行 代表 渡部　和宏

11 常総ひかり農業協同組合水海道西支店 支店長 草間　芳己

12 坂東市商工会 事務局長 塚原　一雄

13 坂東地区工業連絡会 会長 片山　勝元

14 ばんどう建設業協会 会長 逆井　秀敏

15 坂東市岩井上下水道工事店組合 組合長 堀越　義光

16 坂東市さしま上下水道工事店組合 組合長 桜井　孝男

17 坂東市岩井金融団幹事行 代表 伊藤　秀樹

18 岩井農業協同組合 経済部長兼生活部長 高橋　剛

19 茨城むつみ農業協同組合 金融部長 鈴木　秀城

20 (公社)取手市医師会 事務局長 野口　龍一

21 (一社)茨城県きぬ医師会 事務局長 川田　寛之

22 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合水海道支部 野村　清

23 秘書課 課長 高橋　賢一郎

24 経済課 課長 北澤　盛次

25 秘書課 課長 飯泉　真由美

26 商工観光課 課長 古谷　篤

27 秘書広報課 課長 後藤　将人

28 商工観光課 課長 石塚　雅章

宿泊観光

市

守
谷
市
常
総
市
坂
東
市

医療福祉

選出区分

産業経済

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市
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