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開催準備経過概要
開催準備経過概要 

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 

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 

平成 25年 
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 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 

12月 17日～18日 中央競技団体正規視察（ハンドボール競技） 

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 

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） 

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） 

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 

6月 7日 第 1回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

6月 20日 準備委員会第 1回常任委員会（いこいの郷常総） 

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）～10月 8日（火）の 11日間に正式決定。 

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） 

8月 10日 第 1回専門委員会合同会議（坂東市 岩井図書館） 

8月 24日 
準備委員会第 2回常任委員会・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】 

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） 

10月 26日 第 2回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

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，県競技団体 1名） 

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 

平成 29年 

 

 

 

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 

3月 4日 日本リーグ視察 さいたま市（職員 6名） 

3月 21日 第 2回競技式典専門委員会，第 2回企業協賛専門委員会（もりや学びの里） 

4月 14日 第 1回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

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茨城県に提出 

5月 17日 第 2回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

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 

立
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年 月 日 経  過  概  要 

6月 15日 第 2回総務企画専門委員会（坂東市立岩井公民館） 

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月 29日 第 3回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

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） 

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） 

9月 17日 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦男子 1部リーグ（水海道総合体育館） 

9月 20日 第 4回競技団体調整会議 

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） 

11月 27日 第 5回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

12月 20日 第 3回輸送交通専門委員会（もりや学びの里） 

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 2月 6日 第 6回競技団体調整会議（もりや学びの里） 

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） 

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） 

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） 

4月 22日 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子 1部リーグ（水海道総合体育館） 

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） 

5月 21日 実行委員会第 3回総会（常総市地域交流センター 豊田城） 

6月 28日 第 8回競技団体調整会議（常総市生涯学習センター） 

7月 3日 
第 4 回総務企画，第 3 回競技式典，第 4 回宿泊衛生，第 4 回輸送交通，第 3 回企業協賛推

進専門委員会合同会議（坂東市立岩井図書館） 

8月 4日～7日 いきいき茨城ゆめ国体リハーサル大会 第 23回ジャパンオープンハンドボールトーナメント  

9月 12日～18 日 
福井しあわせ元気国体第 73 回国民体育大会ハンドボール競技会視察 

福井市・永平寺町（職員 16 人） 

10月 28日 守谷市国体 1 年前記念イベント（常総運動公園） 

11月 3日 坂東市国体 1 年前記念イベント（坂東市立猿島中学校） 

11月 4日 常総市国体 1 年前記念イベント（常総市役所石下庁舎周辺） 

12月 20日～21日 福井しあわせ元気国体 事業概要説明会 永平寺町（職員 10人） 

平成 31年 1月 22日 第 9回競技団体調整会議（常総市生涯学習センター） 

2月 25日 第 43回日本ハンドボールリーグ茨城大会（坂東市総合体育館） 

3月 28日 第 1回弁当専門部会（常総市生涯学習センター） 

4月 17日 
第 5 回総務企画，第 4 回競技式典，第 4 回企業協賛推進，第 5 回輸送交通，第 5 回宿泊衛

生専門委員会合同会議（常総市生涯学習センター） 

令和元年 5月 24日 実行委員会第 3回常任委員会（常総市生涯学習センター） 

6月 5日 第 10回競技団体調整会議（常総市生涯学習センター） 

6月 25日 実行委員会第 4回総会（常総市地域交流センター 豊田城） 

9月 28日 いきいき茨城ゆめ国体総合開会式（笠松運動公園陸上競技場） 

10月 2日 いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技会開始式（常総市地域交流センター 豊田城） 

10月 3日～7 日 いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技会（全 5会場） 
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いいききいいきき茨茨城城ゆゆめめ国国体体  守守谷谷市市・・常常総総市市・・坂坂東東市市  実実行行委委員員会会  組組織織図図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いいききいいきき茨茨城城ゆゆめめ国国体体  

守守谷谷市市・・常常総総市市・・坂坂東東市市  実実行行委委員員会会  

【【総総会会】】(286) 

会長(1)，副会長(2)，常任委員(42)，監事(2)， 

顧問(24)，参与(69)，委員(146) 
 

・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 

【【常常任任委委員員会会】】(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 

【【幹幹事事会会】】  

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 

【【事事務務局局】】 

守谷市 教育委員会(5) 

常総市 教育委員会(5) 

坂東市 教育委員会(5) 

【【専専門門委委員員会会】】（166） 
 

・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 

【【顧顧問問】】(23)  
 

・重要事項につい 

 て会長の諮問に 

 応じ助言 

【【参参与与】】(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 

企企業業協協賛賛推推進進  

専専門門委委員員会会(28)  
 

・企業協賛の推 

 進等 

競競技技式式典典  

専専門門委委員員会会(29)  
 

・競技，式典， 

 施設等 

  

宿宿泊泊衛衛生生  

専専門門委委員員会会(20)  
 

・宿泊，医事・ 

 衛生等 

  

輸輸送送交交通通  

専専門門委委員員会会(37)  
 

・輸送，交通， 

 警備等 

  

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 

総総務務企企画画  

専専門門委委員員会会(52)  
 

・広報，市民協働 

 歓迎，接伴等 

守谷市・常総市・坂東市実行委員会組織図
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【歳入】 （単位：円）

平成２７年度以前 平成２８年度決算 平成２９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度決算（見込） 計

5,000,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 21,000,000 73,000,000

5,000,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 52,000,000 104,000,000

5,000,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 45,000,000 97,000,000

- 12,304,000 - - - 12,304,000

諸収入 86,034 226,896 1,506,792 2,157,412 1,590,000 5,567,134

繰越金 - 335,424 499,284 9,348,940 15,634,370 25,818,018

繰入金 - - 36,500,000 57,000,000 45,000,000 138,500,000

15,086,034 42,866,320 83,506,076 134,506,352 180,224,370 456,189,152

【歳出】 （単位：円）

平成２７年度以前 平成２８年度決算 平成２９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度決算（見込） 計

需用費 28,868 60,505 62,506 29,980 300,000 481,859

役務費 106,750 76,000 200,829 143,037 889,000 1,415,616

需用費 ｍんｂ 507,161 1,533,353 1,948,467 2,442,000 6,430,981

役務費 - 615,184 496,704 719,843 1,079,000 2,910,731

委託料 651,664 - 1,323,108 - - 1,974,772

使用料及び賃借料 - 1,995,526 2,928,602 3,100,245 4,207,000 12,231,373

備品購入費 251,776 438,326 66,744 - - 756,846

1,039,058 3,692,702 6,611,846 5,941,572 8,917,000 26,202,178

報償費 - - 191,500 522,000 222,875 936,375

旅費 - 190,800 3,224,107 5,627,568 4,710,000 13,752,475

需用費 - 423,107 1,637,206 7,881,716 11,858,000 21,800,029

役務費 - - 43,000 670,401 1,630,000 2,343,401

委託料 - 1,395,064 4,194,100 49,445,003 123,810,000 178,844,167

使用料及び賃借料 - - 622,552 921,162 1,002,000 2,545,714

備品購入費 - - 632,825 - 708,000 1,340,825

負担金及び交付金 300,000 - - 2,862,560 1,610,000 4,772,560

300,000 2,008,971 10,545,290 67,930,410 145,550,875 226,335,546

開催準備積立金 12,304,000 36,500,000 57,000,000 45,000,000 - 150,804,000

975,716 165,363 - - - 1,141,079

335,424 499,284 9,348,940 15,634,370 25,756,495 51,574,513

14,954,198 42,866,320 83,506,076 134,506,352 180,224,370 456,057,316

繰越金及び残金

総務管理費

坂東市負担金

３市ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技振興会

諸収入

前年度繰越金

諸支出金

実行委員会事業費の推移

合計

開催推進費

予備費

項目

項目

合計

小計

小計

負担金及
び助成金

守谷市負担金

常総市負担金

会議費

事務局費

事業費

繰入金

守谷市・常総市・坂東市実施本部組織図

本本部部長長 部部長長 班班長長 係係長長 係係員員
常総市長 （次長級以上） （課長補佐級以上） （係長級以上） （一般職員）
副副本本部部長長

守谷市長・坂東市長 総務係
本本部部員員 広報記録係

各市副市長・教育長

輸送交通係
警備消防係

宿泊・弁当係

行幸啓総務係
行幸啓接遇係
一般奉送迎係
行幸啓警備係

　

駐車場係 係員

環境美化係 係員

医療救護班 医療救護係 係員

会場警備班 会場警備係 係員

チーム係 係員

おもてなし班 休憩所係 係員

弁当係 係員

式典表彰係 係員

記録速報係 係員

練習会場係 係員

総合案内所係 係員

競技式典班 競技会場係 係員

係員

受付案内係 係員

応援観戦係 係員

広報記録係 係員

宿泊輸送班
実施本部事務局
[国体事務局］

実施会場担当市 行幸啓・お成り班 行幸啓・お成り係

競技会場部
【各市共通】

会場総務班 会場総務係

いいききいいきき茨茨城城ゆゆめめ国国体体守守谷谷市市・・常常総総市市・・坂坂東東市市実実施施本本部部組組織織図図

実施本部事務局
【常総市生涯学習センター】

総務班
実施本部事務局
[国体事務局]

医療救護班
実施本部事務局
[国体事務局]

医療救護係
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【歳入】 （単位：円）

平成２７年度以前 平成２８年度決算 平成２９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度決算（見込） 計

5,000,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 21,000,000 73,000,000

5,000,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 52,000,000 104,000,000

5,000,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 45,000,000 97,000,000

- 12,304,000 - - - 12,304,000

諸収入 86,034 226,896 1,506,792 2,157,412 1,590,000 5,567,134

繰越金 - 335,424 499,284 9,348,940 15,634,370 25,818,018

繰入金 - - 36,500,000 57,000,000 45,000,000 138,500,000

15,086,034 42,866,320 83,506,076 134,506,352 180,224,370 456,189,152

【歳出】 （単位：円）

平成２７年度以前 平成２８年度決算 平成２９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度決算（見込） 計

需用費 28,868 60,505 62,506 29,980 300,000 481,859

役務費 106,750 76,000 200,829 143,037 889,000 1,415,616

需用費 131,836 507,161 1,533,353 1,948,467 2,442,000 6,430,981

役務費 - 615,184 496,704 719,843 1,079,000 2,910,731

委託料 651,664 - 1,323,108 - - 1,974,772

使用料及び賃借料 - 1,995,526 2,928,602 3,100,245 4,207,000 12,231,373

備品購入費 251,776 438,326 66,744 - - 756,846

1,039,058 3,692,702 6,611,846 5,941,572 8,917,000 26,202,178

報償費 - - 191,500 522,000 222,875 936,375

旅費 - 190,800 3,224,107 5,627,568 4,710,000 13,752,475

需用費 - 423,107 1,637,206 7,881,716 11,858,000 21,800,029

役務費 - - 43,000 670,401 1,630,000 2,343,401

委託料 - 1,395,064 4,194,100 49,445,003 123,810,000 178,844,167

使用料及び賃借料 - - 622,552 921,162 1,002,000 2,545,714

備品購入費 - - 632,825 - 708,000 1,340,825

負担金及び交付金 300,000 - - 2,862,560 1,610,000 4,772,560

300,000 2,008,971 10,545,290 67,930,410 145,550,875 226,335,546

開催準備積立金 12,304,000 36,500,000 57,000,000 45,000,000 - 150,804,000

975,716 165,363 - - - 1,141,079

335,424 499,284 9,348,940 15,634,370 25,756,495 51,574,513

14,954,198 42,866,320 83,506,076 134,506,352 180,224,370 456,057,316

繰越金及び残金

総務管理費

坂東市負担金

３市ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技振興会

諸収入

前年度繰越金

諸支出金

実行委員会事業費の推移

合計

開催推進費

予備費

項目

項目

合計

小計

小計

負担金及
び助成金

守谷市負担金

常総市負担金

会議費

事務局費

事業費

繰入金

実行委員会事業費推移

総 務 ・ 財 務
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お成り
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 御説明者 市陪席者

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

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

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 ー

守谷市長
松丸　修久
守谷市議会議長
梅木　伸治

10月5日（土）

　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。

資 料 編
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配布物・服飾
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 御説明者 市陪席者

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

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

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 ー

守谷市長
松丸　修久
守谷市議会議長
梅木　伸治

10月5日（土）

配布物

服飾
　競技運営，競技会運営に関わる従事者には，役割を明確に区分するため服飾

（ジャンパー・帽子）を整備しました。

配布物

守
谷
市

常
総
市

坂
東
市

選手・監督 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

競技会役員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

来賓・協賛者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

競技役員（ＴＤ・審判・ＭＯ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

競技役員（上記以外） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

競技会係員（市職員・競技会場部
長・班長・係長・チーム係）

○

競技補助員 ○ ○ ○ ○

競技会補助員（高校生） ○ ○ ○ ○

競技会補助員（一般） ○ ○ ○ ○

看護師 ○ ○ ○ ○ ○ ○

視察員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受付案内所（会場） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合案内所（守谷駅） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合案内所（水海道駅） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

観光グルメ冊子（市） ミ
ニ
プ
ロ
グ
ラ
ム

ハ
ン
ド
ボ
ー

ル
競
技
会

観
戦
ガ
イ
ド

識
別

（
ジ
ャ
ン
パ
ー

）

文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

記
念
品

タ
オ
ル

う
ち
わ

（
協
賛

）

ミ
ニ
タ
オ
ル

（
協
賛

）

ボ
ー

ル
ペ
ン

（
協
賛

）

ウ

ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ

ュ

（
協
賛

）

ノ
ー

ト

（
協
賛

）

る
る
ぶ
特
別
編
集

鬼
怒
川
・
小
貝
川

ト
ー

ト
バ

ッ
ク

ビ
ニ
ー

ル
袋

識
別

（
Ｉ
Ｄ

）

対
象

県ハンドボール協会

国・県関係

宿泊先（17箇所）

茨
城
国
体
障
ス
ポ
観
戦

&
お
で
か
け
ガ
イ
ド

そ
し
て
未
来
へ

（
広
報
紙

）

参
加
章

記
念
章

識
別

（
帽
子

）

全戸配布（３市）

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

服飾

配付対象者 IDカード
半袖

ジャンパー
帽子

会長をはじめとする顧問，参与などの役員 レッド

来賓（上記に属さない者）
競技の運営に携わる者（競技団体関係者） デイジー ブルー
競技役員の補助業務に携わる者
（県内高校ハンドボール部員）

ライトグリーン
ライト
グリーン

サックス

市職員 ロイヤルブルー レッド サックス
市職員（保健師） レッド レッド サックス

競技会補助員 市内高校生・ボランティア・各種団体等 オレンジ オレンジ サックス
成年男子 監督・選手・チームスタッフ ゴールド
成年女子 監督・選手・チームスタッフ ホットピンク
少年男子 監督・選手・チームスタッフ バイオレット
少年女子 監督・選手・チームスタッフ ピンク

後催県自治体，競技団体関係者等
救護業務に関わる派遣看護師
実行委員会が委託している業者
施設の関係者等
売店の関係者，その他
報道関係者 グリーン
その他 グレー

競技運営，競技会運営に関わる従事者には，役割を明確に区分するため服飾（ジャンパー・帽子）を整備しまし
た。

施設関係者
大会関係者

区分

報道員
無記入（手書き）

ブラウン

ネイビー

競技会係員
実施本部

チーム

視察員
看護師
委託業者

大会役員
競技会役員

来賓
競技役員

競技補助員

ID

IDカード

半袖ジャンパー

帽子

総 務 ・ 財 務
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年度別広報啓発内容
年度別広報啓発内容

啓発活動

年 月 日 イベント名

２７ ５ ９～１０ 
茨城国体記念第４２回常総市長杯争

奪茨城県中学校ハンドボール大会 

２８ 

４ ９～１０ 第１６回水海道千姫まつり 

５ 

７～８ 
茨城国体記念第４３回常総市長杯争

奪茨城県中学校ハンドボール大会 

１４ MOCO フェスタ２０１６ 

２５ 守谷市立松前台小学校運動会予行演習 

６ 

４ 第２４回もりやアヤメ祭り 

１２ ２０１６絆フェスティバル 

２５ 

こどもフェスタ２０１６ 

ようこそ守谷へ２０１６ 

２６ ハンドボール体験練習会

７ ３ ナイター天国２０１６

８ ２５ 
リオパラリンピック銅メダリスト「辻沙絵

選手」常総市長表敬訪問 

９ 

２０ 
坂東市立内野山小学校運動会予行演

習 

２４ 第３３回守谷市商工まつり 

２５ 常総市立玉小学校運動会 

１０ 

２３ 第７回スポーツフェスティバル 

２９ 
KENSEI フェスティバル 

（常総市立絹西小学校学校公開） 

１１ 

３ 第４４回猿島地域体育祭 

６ 

第２４回常総ふるさとまつり 

坂東市立中川小学校感謝の集い 

１３ 

第２６回坂東市いわい将門ハーフマラ

ソン大会

第４３回岩井将門まつり 

２３ 親子 de いきいきスポーツフェスタ 

１２ ２ 常総市立豊岡小学校持久走大会 

年 月 日 イベント名

２８ １２ 

３ 
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 

６ 
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） 

２９ 

１ 

１２ 常総市賀詞交歓会 

１８ 坂東市新春賀詞交歓会 

２０ 
PR 活動（文科省キャリア教育学校表彰

記念） 

２１ 
第１回関東小学生選抜ハンドボール大

会 

２２ 圏央道坂東ＩＣ開通記念プレイベント 

２４ 守谷市賀詞交歓会 

２９ 
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 

２ 

１ 
市民栄誉賞授与式（水海道二高ハンド

ボール部） 

５ 第３３回守谷ハーフマラソン 

８ 
坂東市立岩井中学校男子ハンドボー

ル部 全国大会出場取材

１１ 
坂東市体育協会創立１０周年記念式

典・祝賀会 

１２ 
昭和４９年茨城国体水海道二高 OG

取材 

１３ PR 活動（確定申告 e-tax） 

２６ 圏央道常総ＩＣ開通記念イベント 

３ 

５ ミズノスポーツまつり２０１７ｉｎ常総

８ 坂東市立飯島小学校ダンス練習 

４ 

８ 第８回坂東さくらまつり 

９ 第１７回水海道千姫まつり 

15～16 
第１３回坂東市長杯近隣中学校体育

大会ハンドボール競技 

22～23 
「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

５ ７ 第６回坂東レンゲまつり 

守谷市・常総市・坂東市実行委員会では，いきいき茨城ゆめ国体の周知を図るため，市内外各団体主催のイベントへ参加し，

いきいき茨城ゆめ国体のＰＲを行いました。

啓発活動
　守谷市・常総市・坂東市実行委員会では，いきいき茨城ゆめ国体の周知を図る
ため，市内外各団体主催のイベントへ参加し，いきいき茨城ゆめ国体のＰＲを行っ
てきました。

資 料 編



48

年 月 日 イベント名 

２９ 

５ 

13～14 MOCO フェスタ２０１７ 

２０ 守谷市立御所ケ丘小学校・黒内小学校運動会 

２７ 常総市立水海道小学校運動会 

27～28 
茨城国体記念第４４回常総市長杯争

奪茨城県中学校ハンドボール大会 

６ 

４ 第３８回常総市水海道少年柔道大会 

１２ 常総市立鬼怒中学校激励会 

１４ 水海道駅前街頭 PR 活動 

２３ 常総市市民の広場街頭 PR 活動 

23～25 
関東クラブ・社会人ハンドボール選手

権大会 

２７ 常総市役所前街頭 PR 活動 

７ 

18～20 県西地区国体 PR キャンペーン 

29～30 
第３回坂東市将門カップハンドボール

大会 

８ 

２ 県西地区国体 PR キャンペーン 

８～１０ 関東中学校ハンドボール大会 

１１ 第５３回常総きぬ川花火大会 

24～25 県西地区国体 PR キャンペーン 

９ 

９ 
守谷市立御所ケ丘中学校，守谷中学

校，常総市立鬼怒中学校体育祭 

１７ 

茨城国体２０１９開催記念 関東学生ハ

ンドボール秋季リーグ戦（男子 1 部リー

グ） 

１８ 坂東市敬老会 

３０ 

常総市立菅生小学校・岡田小学校・玉

小学校運動会 

第３４回守谷市商工まつり 

１０ 

１ 

１４ 立沢秋祭り 

１５ 第１１回あすなろの秋まつり 

２２ 第３２回ふくし祭り 

３１ 
坂東市小中学校あいさつ運動（１２月４

日まで） 

１１ 

３ 第４５回猿島地域体育祭 

５ 第２５回常総ふるさとまつり 

１１ 松ケ丘まつり 

１２ 
第２７回坂東市いわい将門ハーフマラ

ソン大会 

２６ 親子ｄｅいきいきスポーツフェスタ 

年 月 日 イベント名 

２９ １２ 

２ 
茨城県近隣少年少女大会兼第２３回

田中杯ハンドボール大会 

１０ 常総ペアウォーク２０１７ 

１７ 第７回元気いっぱい福祉まつり 

３０ 

１ 

６ 常総市２０１８はたちのつどい 

７ 

坂東市成人フェスティバル２０１８ 

守谷市成人式 

８ 坂東市新春賀詞交歓会 

１１ 守谷市賀詞交歓会 

１２ 常総市賀詞交歓会 

１８ ラッピングバス＆列車出発式 

２１ 
第１２回常総市近隣スポーツ少年団駅

伝大会 

２ 

４ 第３４回守谷ハーフマラソン 

１０ 第２０回長塚節文学賞表彰式 

２５ 
第４２回日本ハンドボールリーグ茨城

大会 

３ ４ 
坂東市体育協会加盟団体指導者研修

会 

４ 

８ 

第９回坂東さくらまつり 

第１８回水海道千姫まつり 

２２ 

茨城国体２０１９開催記念 関東学生ハ

ンドボール春季リーグ戦（女子１部リー

グ） 

２８ 
第４回坂東市将門カップハンドボール

大会 

５ 

１２ 

第７回坂東レンゲまつり 

ＭＯＣＯフェスタ２０１８ 

２０ 

守谷市立松前台小学校・黒内小学校・

大井沢小学校運動会 

26～27 
茨城国体記念第４５回常総市長杯争

奪茨城県中学校ハンドボール大会 

６ ３０ ようこそ守谷へ２０１８ 

７ 

２１ 第３６回ふるさとみずき野リンリン夏祭り 

26～27 
つくば国際大学東風小学校サマースク

ール 

８ 

４～７ 

いきいき茨城ゆめ国体リハーサル大会

第２３回ジャパンオープンハンドボール

トーナメント 

１１ 第５４回常総きぬ川花火大会 

１５ 第３８回石下将門まつり 

２２ 東京ドームチャレンジツアー２０１８ 

広 報 啓 発
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年 月 日 イベント名 

３０ 

８ ２５ まつりつくば２０１８ 

９ 

２ 常総まんぷくフェア＆職業体験 

８ 常総市立鬼怒中学校体育祭 

１６ 
守谷市立守谷中学校体育祭 

守谷市立御所ケ丘中学校体育祭 

２２ 坂東市立生子菅小学校運動会 

２９ 第３５回守谷市商工まつり 

１０ 

７ 第２９回坂東市ふる里さしま古城まつり 

２１ 

第３２回ふくし祭り 

常総ハロウィーンパーティ２０１８ 

２７ 

第１２回あすなろ秋まつり 

BANDO Halloween 仮装 contest２０１８ 

２８ 第９回スポーツフェスティバル 

１１ 

３ 第４６回猿島地域体育祭 

４ 第２６回常総ふるさとまつり 

１１ 
第２８回坂東市いわい将門ハーフマラ

ソン大会 

１３ 茨城県民の日 挨拶運動 

２３ 第８回元気いっぱい福祉まつり 

２５ 親子 de いきいきスポーツフェスタ 

１２ 

１～２ 
茨城県近隣少年少女大会兼第２４回

田中杯ハンドボール大会 

２１ 守谷市立北園保育所クリスマス会 

２３ もりやクリスマスファンタジー２０１９ 

３１ 

１ 

１１ 
常総市賀詞交歓会 

守谷市賀詞交歓会並びに善行表彰 

１２ 

坂東市新春賀詞交歓会 

常総市２０１９はたちのつどい 

１３ 

坂東市成人フェスティバル２０１９ 

守谷市成人式 

２０ 常総市近隣スポーツ少年駅伝大会 

２ 

３ 第３５回守谷ハーフマラソン 

１１ 
第４３回日本ハンドボールリーグ茨城

大会 

２３ 
坂東市体育協会加盟団体指導者研修

会 

３ 16～17 

いきいき茨城ゆめ国体 県西地区開催 200 日

前イベント 

「みんな de スポーツ in イオンモール下妻」 

年 月 日 イベント名 

３１ ４ 

７ 第３０回坂東市ふる里さしま古城まつり 

２１ 
関東学生ハンドボール春季リーグ戦

（女子２部） 

令和

元年 

５ 

６ 第８回坂東レンゲまつり 

１１ ＭＯＣＯフェスタ２０１９ 

１４ 常総市あいさつ運動 

１５ 坂東市小学校陸上競技記録会 

１９ 第１９回常総千姫まつり 

２０ 第４９回常総市チャリティーゴルフ大会 

２５ 

守谷市立黒内小学校運動会 

第８２回ばんどうホコテン 

２６ 
茨城国体記念第４６回常総市長杯争

奪茨城県中学校ハンドボール大会 

２８ 守谷駅前あいさつ運動 

６ 

８ 夢っ子まつり 

２５ 

いきいき茨城ゆめ国体 １００日前イベ

ント 

３０ 

第５回どろんこバレーボール大会 

ようこそ守谷へ２０１９ 

７ 

１３ 水海道祇園祭 

２７ 石下祇園祭 

８ 

３ 第２４回夕べのコンサート 

10 いばラッキーとおはなし会 

１１ 第５５回常総きぬ川花火大会 

１３ 東京ドームチャレンジツアー２０１９ 

１５ 第３９回常総将門まつり 

24～25 まつりつくば２０１９ 

２５ 

いきいき茨城ゆめ国体デモンストレー

ションスポーツ「ビーチハンドボール」 

２８ スペシャルエキシビションマッチ 

９ 

１ 
ウインドアンサンブル守谷第１８回定期

演奏会 

７ 
守谷市立御所ケ丘中学校・守谷中学

校体育祭 

８ 常総市立鬼怒中学校体育祭 

28～29 第３６回守谷市商工まつり 

 



50　

年度別広報啓発内容（啓発物）
年度別広報啓発内容 

平成 28 年度 

媒体 物品等名称 作成数 

印刷物 

HANDBALL 通信（号外） １，０００部 

HANDBALL 通信（創刊号） １，０００部 

チラシ １，５００枚 

よみうりＭＯＶＥ掲載 ４４５，０００部 

プログラム等広告掲載 

５００部 

６，８００部 

１７０部 

工作物 ＰＲ用のぼり旗 ５０本 

いばラッキーかかし（手作り） １体 

製作物 卓上のぼり旗 ２００本 

ピンバッジ ２，０００個 

シール（手作り） ８００枚 

クリアファイル ６，５００枚 

ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ（印刷部手作り） ２，５００個 

ポロシャツ １，２３８枚 

ボタンダウンポロシャツ ３３９枚 

ウインドブレーカー ４４５枚 

ベスト ８４枚 

ハーフジップトレーナー １５３枚 

平成 29 年度 

媒体 物品等名称 作成数 

印刷物 HANDBALL 通信 

（第２号，第３号） 
１，０００部 

チラシ ３，０００枚 

ポスター １３０枚 

プログラム等広告掲載 ５００部 

各市広報掲載 約１８０，０００部 

工作物 カウントダウンボード ３基 

ＰＲ用のぼり旗 １００本 

ＰＲ用横断幕 ４枚 

ＰＲ用懸垂幕 ４枚 

ＰＲ用立看板 １枚 

製作物 缶バッジ（手作り） １０，０００個 

ピンバッジ １，０００個 

クリアファイル ４，０００枚 

ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ（印刷部手作り） １０，０００個 

ポロシャツ ５４５枚 

ボタンダウンポロシャツ １６０枚 

Ｔシャツ ２９３枚 

ウインドブレーカー １３７枚 

ベスト １０枚 

ハーフジップトレーナー ５枚 

フリース １８９枚 

ぬいぐるみ １００個 

平成 30 年度 

媒体 物品等名称 作成数 

印刷物 HANDBALL 通信 

（第２号，第３号，第４号，第

５号，第６号） 

１，５００部 

チラシ ３，０００枚 

ポスター ２２０枚 

プログラム等広告掲載 約７，０００部 

各市広報掲載 約４００，０００部 

常陽リビング掲載 約４８０，０００部 

スポーツイベント・ハンドボ

ール掲載 
－ 

よみうり MOVE 掲載 約２８０，０００部 

観戦ガイド ５００部 

ボランティア活動記録 HP 掲載 

守谷市・常総市・坂東市ガ

イドブック 
１，０００部 

工作物 SNS カウントダウンボード ２基 

ＰＲ用のぼり旗 ３００本 

ＰＲ用立看板 １枚 

歓迎横断幕 ３０枚 

製作物 缶バッジ（手作り） ３，０００個 

ピンバッジ １，０００個 

クリアファイル ４，０００枚 

ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ（印刷部手作り） １０，０００個 

ポロシャツ ２３４枚 

ボタンダウンポロシャツ ６３枚 

Ｔシャツ ９５枚 

ウインドブレーカー ７９枚 

広 報 啓 発
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ベスト １３枚 

フリース ４５枚 

ポロシャツ 

（リハーサル大会識別用品） 

１，３００枚 

T シャツ 

（リハーサル大会識別用品） 

１，３００枚 

キャップ 

（リハーサル大会識別用品） 

１，３００枚 

サンバイザー ８，８９７枚 

令和元年度 

媒体 物品等名称 作成数 

印刷物 ハンドボール競技会 

プログラム 
３，５００部 

ミニプログラム ２，５００部 

茨城国体障スポ観戦＆お

でかけガイド 

１００，０００部 

観戦ガイド ５５，０００部 

常陽リビングガイドブック ４，５００部 

大会報告書 １，５００部 

ポスター １，０００枚 

各市広報掲載 約４００，０００部 

スポーツイベント・ハンドボ

ール掲載 
－ 

茨 城 ス ポ ー ツ ニ ュ ー ス

MOVES（ムーブス） 
約２，０００部 

茨城新聞 － 

工作物 グランシャルシート ２枚 

吊り下げ式フラッグ １８３枚 

東京電力広告看板 ２４か所 

関東鉄道中吊り広告 １０枚 

歓迎縦看板 ２枚 

歓迎横看板 ３枚 

歓迎懸垂幕 １枚 

柱巻きシート ６０枚 

歓迎のぼり旗 １２０本 

総合案内所テーブルクロス ２枚 

記念撮影用ボード ２枚 

歓迎横断幕 ３枚 

特大のぼり旗 １枚 

小旗 ７０本 

製作物 缶バッジ（手作り） ６，０００個 

 クリアファイル １，０００枚 

オリジナル弁当箱 ４，８００個 

ビニール袋（資料袋） ３，０００枚 

フェイスタオル １，３００枚 

オリジナルトートバッグ ３，２００枚 

ポロシャツ １７２枚 

ボタンダウンポロシャツ ６７枚 

T シャツ １８２枚 

ウインドブレーカー ２１枚 

キャップ（識別用品） ３００枚 
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いきいき茨城ゆめ国体の PR・啓発を目的に，下記主要イベントを開催しました。

主要イベント

イベント名　ハンドボール競技強化講習会
開　催　日　平成２９年４月２２日 ( 土 ) ～２３日 ( 日 )
会　　　場　常総運動公園総合体育館，水海道総合体育館
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　ハンドボール講習会
　　　　　　招待選手団　三重バイオレットアイリス
　　　　　　参加者　約２４０人  

イベント名　関東学生ハンドボール秋季リーグ戦
男子１部リーグ
開　催　日　平成２９年９月１７日（日）
会　　　場　水海道総合体育館
主　　　催　関東学生ハンドボール連盟
内　　　容　ハンドボール試合
第１試合　明治大　 × 順天堂大　　第２試合　早稲田大 × 東海大
第３試合　国士舘大 × 法政大　　　第４試合　日本大　 × 日体大
第５試合　筑波大　 × 中央大
　　　　　　来場者　約１，２００人  

イベント名　第４２回日本ハンドボールリーグ茨城大会
開　催　日　平成３０年２月２５日（日）
会　　　場　坂東市総合体育館
主　　　催　公益財団法人日本ハンドボール協会，
　　　　　　公益財団法人日本ハンドボールリーグ機構　
内　　　容　ハンドボール試合
　　　　　　大崎電気　×　北陸電力
　　　　　　いきいきゆめダンス２０１９，選手サイン会
　　　　　　来場者　約１，２００人  

イベント名　関東学生ハンドボール春季リーグ戦
　　　　　　女子１部リーグ
開　催　日　平成３０年４月２２日（日）
会　　　場　水海道総合体育館
主　　　催　関東学生ハンドボール連盟
内　　　容　ハンドボール試合
第１試合　東女体大 × 国士舘大　　第２試合　東海大 × 桐蔭大
第３試合　早稲田大 × 日体大　　　第４試合　筑波大 × 日女体
いきいきゆめダンス２０１９，イバラッパーパフォーマンス
来場者　約１，０００人  

イベント名　本大会５００日前記念イベント
開　催　日　平成３０年５月２１日（月）
会　　　場　常総市地域交流センター（豊田城）
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　実行委員会第３回総会にて開催
吹奏楽演奏，いきいきゆめダンス２０１９，ハンドボールシュート体験
昭和４９年茨城国体出場選手エピソードトーク
参加者　約１６０人

イベント名　守谷市開催１年前記念イベント
開　催　日　平成３０年１０月２８日 ( 日 )
会　　　場　常総運動公園
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　第９回スポーツフェスティバル会場内で開催
市内中学校向け筑波大ハンドボール教室　　参加者　約５０人
ハンドボールシュート体験　　参加者　約３００人  

イベント名　坂東市開催１年前記念イベント
開　催　日　平成３０年１１月３日 ( 土 )
会　　　場　坂東市立猿島中学校
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　第 ４６回猿島地域体育祭会場内で開催
いきいきゆめダンス 2019，ハンドボールシュート体験，国体 PR グッズ販売
参加者　約５００人  

イベント名　常総市開催１年前記念イベント
開　催　日　平成３０年１１月４日 ( 日 )
会　　　場　常総市役所石下庁舎周辺　　　　　　
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　第２６回常総ふるさとまつり会場内で開催
磯山純氏による「そして未来へ」の歌唱及びいきいきゆめダンス２０１９
ハンドボールシュート体験，缶バッチ制作体験
来場者　約２５，０００人  

イベント名　第４３回日本ハンドボールリーグ茨城大会
開　催　日　平成３１年２月１１日（月）
会　　　場　坂東市総合体育館
主　　　催　公益財団法人日本ハンドボール協会
　　　　　　公益財団法人日本ハンドボールリーグ機構
内　　　容　ハンドボール試合　HC 名古屋　×　オムロン
いきいきゆめダンス 2019，マスコットキャラクターのハンドボール対決
選手サイン会
来場者　約１，１００人  

イベント名　本大会１００日前記念イベント
開　催　日　令和元年６月２５日（火）
会　　　場　常総市地域交流センター（豊田城）
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　実行委員会第４回総会にて開催
ビーチハンドボールＰＲ，全種別監督の決意表明
書道パフォーマンスによる３市炬火名発表
参加者　約２２０人  

イベント名　３市炬火イベント
開　催　日　令和元年８月１１日 ( 日 )
会　　　場　鬼怒川河畔　橋本運動公園
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　常総きぬ川花火大会の会場にて開催
全種別監督・選手による決意表明，
３市の炬火を集火及び記念花火の打ち上げ
来場者　約１３０，０００人  

広 報 啓 発
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いきいき茨城ゆめ国体の PR・啓発を目的に，下記主要イベントを開催しました。

主要イベント

イベント名　ハンドボール競技強化講習会
開　催　日　平成２９年４月２２日 ( 土 ) ～２３日 ( 日 )
会　　　場　常総運動公園総合体育館，水海道総合体育館
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　ハンドボール講習会
　　　　　　招待選手団　三重バイオレットアイリス
　　　　　　参加者　約２４０人  

イベント名　関東学生ハンドボール秋季リーグ戦
男子１部リーグ
開　催　日　平成２９年９月１７日（日）
会　　　場　水海道総合体育館
主　　　催　関東学生ハンドボール連盟
内　　　容　ハンドボール試合
第１試合　明治大　 × 順天堂大　　第２試合　早稲田大 × 東海大
第３試合　国士舘大 × 法政大　　　第４試合　日本大　 × 日体大
第５試合　筑波大　 × 中央大
　　　　　　来場者　約１，２００人  

イベント名　第４２回日本ハンドボールリーグ茨城大会
開　催　日　平成３０年２月２５日（日）
会　　　場　坂東市総合体育館
主　　　催　公益財団法人日本ハンドボール協会，
　　　　　　公益財団法人日本ハンドボールリーグ機構　
内　　　容　ハンドボール試合
　　　　　　大崎電気　×　北陸電力
　　　　　　いきいきゆめダンス２０１９，選手サイン会
　　　　　　来場者　約１，２００人  

イベント名　関東学生ハンドボール春季リーグ戦
　　　　　　女子１部リーグ
開　催　日　平成３０年４月２２日（日）
会　　　場　水海道総合体育館
主　　　催　関東学生ハンドボール連盟
内　　　容　ハンドボール試合
第１試合　東女体大 × 国士舘大　　第２試合　東海大 × 桐蔭大
第３試合　早稲田大 × 日体大　　　第４試合　筑波大 × 日女体
いきいきゆめダンス２０１９，イバラッパーパフォーマンス
来場者　約１，０００人  

イベント名　本大会５００日前記念イベント
開　催　日　平成３０年５月２１日（月）
会　　　場　常総市地域交流センター（豊田城）
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　実行委員会第３回総会にて開催
吹奏楽演奏，いきいきゆめダンス２０１９，ハンドボールシュート体験
昭和４９年茨城国体出場選手エピソードトーク
参加者　約１６０人

イベント名　守谷市開催１年前記念イベント
開　催　日　平成３０年１０月２８日 ( 日 )
会　　　場　常総運動公園
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　第９回スポーツフェスティバル会場内で開催
市内中学校向け筑波大ハンドボール教室　　参加者　約５０人
ハンドボールシュート体験　　参加者　約３００人  

イベント名　坂東市開催１年前記念イベント
開　催　日　平成３０年１１月３日 ( 土 )
会　　　場　坂東市立猿島中学校
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　第 ４６回猿島地域体育祭会場内で開催
いきいきゆめダンス 2019，ハンドボールシュート体験，国体 PR グッズ販売
参加者　約５００人  

イベント名　常総市開催１年前記念イベント
開　催　日　平成３０年１１月４日 ( 日 )
会　　　場　常総市役所石下庁舎周辺　　　　　　
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　第２６回常総ふるさとまつり会場内で開催
磯山純氏による「そして未来へ」の歌唱及びいきいきゆめダンス２０１９
ハンドボールシュート体験，缶バッチ制作体験
来場者　約２５，０００人  

イベント名　第４３回日本ハンドボールリーグ茨城大会
開　催　日　平成３１年２月１１日（月）
会　　　場　坂東市総合体育館
主　　　催　公益財団法人日本ハンドボール協会
　　　　　　公益財団法人日本ハンドボールリーグ機構
内　　　容　ハンドボール試合　HC 名古屋　×　オムロン
いきいきゆめダンス 2019，マスコットキャラクターのハンドボール対決
選手サイン会
来場者　約１，１００人  

イベント名　本大会１００日前記念イベント
開　催　日　令和元年６月２５日（火）
会　　　場　常総市地域交流センター（豊田城）
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　実行委員会第４回総会にて開催
ビーチハンドボールＰＲ，全種別監督の決意表明
書道パフォーマンスによる３市炬火名発表
参加者　約２２０人  

イベント名　３市炬火イベント
開　催　日　令和元年８月１１日 ( 日 )
会　　　場　鬼怒川河畔　橋本運動公園
主　　　催　いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
内　　　容　常総きぬ川花火大会の会場にて開催
全種別監督・選手による決意表明，
３市の炬火を集火及び記念花火の打ち上げ
来場者　約１３０，０００人  

資 料 編
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歓迎装飾（競技会場内・市内）
歓迎装飾
●競技会場等装飾実績

常総運動公園
総合体育館

水海道総合
体育館

水海道第二高等
学校体育館

坂東市総合
体育館

岩井高等学校
体育館

手作り応援のぼり旗 51 48 48 47 47
協賛のぼり旗 104 216 50 95 44
歓迎等のぼり旗 4 56 23 62 46
歓迎アーチ 1 1 1
グランシャルシート 1 1
壁面シール 1
柱巻きシート 3
花壇 1
プランター 420 437 107 265 86
階段シート 1
ひょうたん・いばラッキー 1
応援メッセージ 1 19 19 18 2
看板 1 1
横断幕 1 4 2 2 1
記念撮影用ボード 1 1 1
いばラッキーかかし 1
切り絵 12
手まり 16

●市内装飾実績
守谷市内 守谷駅 常総市内 水海道駅 坂東市内

手作り応援のぼり旗 16
協賛のぼり旗 117 53 50
歓迎等のぼり旗 99 6 42 24 157
グランシャルシート 1
柱巻きシート 40 10 7
花壇 1
プランター 150 200 690 33 299
階段シート 1 1
看板 6 8 5 10
横断幕 8 2 6 2 12
懸垂幕 2 2
吊り下げ式フラッグ 30 53 96
小旗 70
東京電力広告看板 6 8 10

※協賛企業，協力団体から提供いただいた装飾品を含む。

市 民 運 動
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花いっぱい運動
花いっぱい運動

●参加者数・プランター栽培数
守谷市

幼稚園 小学校 中学校 企業・団体 個人 合計
参加団体数 9 4 3 16
プランター数 54 24 14 92
参加団体数 9 4 10 43 66
プランター数 270 120 225 350 965

常総市
幼稚園 小学校 中学校 企業・団体 個人 合計

参加団体数 12 14 5 4 6 41
プランター数 43 112 40 37 8 240
参加団体数 12 14 5 6 6 43
プランター数 173 476 170 500 33 1352

坂東市
幼稚園 小学校 中学校 企業・団体 個人 合計

参加団体数 13 4 4 21
プランター数 223 110 38 371
参加団体数 13 4 13 1 31
プランター数 364 192 215 4 775

●プランター配置数（※協賛及び購入分を含む）
計画数 設置数

10 10
40 40
40 40
90 90
30 30

210 210

計画数 設置数
485 420
452 437
109 107
330 265
150 86
400 200
33 33
86 86
26 26

200 150
130 130
165 165
237 237
130 130
149 149
130 130

3212 2621

平成29年度より試行栽培を始め，花いっぱい運動を展開しました。会期中は，各競技会場だけでなく，
駅周辺にもプランターを設置しました。

10月3日～10月4日
10月3日～10月7日
10月3日～10月7日

10月3日～10月7日

会期

10月3日～10月6日

10月3日～10月7日
10月3日～10月5日
10月3日～10月7日

平成31年度
令和元年度

平成30年度

平成31年度
令和元年度

平成30年度

平成31年度
令和元年度

平成30年度

設置場所
常総運動公園総合体育館

会期
8月4日～8月6日
8月4日～8月7日
8月4日～8月5日
8月4日～8月6日
8月4日岩井高等学校体育館

10月3日～10月6日

水海道総合体育館
水海道第二高等学校体育館
坂東総合体育館

平成30年度

平成31年度
令和元年度

岩井高等学校体育館
守谷駅
水海道駅

練習会場（守谷市）３会場

市内各施設

設置場所
常総運動公園総合体育館
水海道総合体育館
水海道第二高等学校体育館
坂東総合体育館

合計
10月3日～10月7日市内各所（商店街・沿道）

北水海道駅
石下駅

10月3日～10月7日
10月3日～10月7日

合計

開始式・諸会議会場 10月2日
宿泊施設 10月3日～10月7日

10月3日～10月6日
10月3日～10月6日

練習会場（常総市）４会場
練習会場（坂東市）３会場

　平成 29 年度より試行栽培を始め，花いっぱい運動を展開しました。会期中は，
各競技会場だけでなく，駅周辺にもプランターを設置しました。

資 料 編
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応援のぼり旗
　全国から守谷市・常総市・坂東市を訪れる全てのチームを温かく応援するため，
平成 30 年度から市内全小中学校で⼿作り応援のぼり旗の制作を開始しました。
のぼり旗には各都道府県の観光名所や名産品などが描かれ，選⼿・関係者を激励，
おもてなししました。

応援のぼり旗

守谷市 常総市 坂東市
学校名 制作都道府県名 枚数 学校名 制作都道府県名 枚数 学校名 制作都道府県名 枚数

守谷小学校
宮城県，石川県，
奈良県，福岡県

4 水海道小学校 北海道,福井県,沖縄県,
神奈川県,富山県,京都府 6 七重小学校

北海道，福井県，
広島県

3

大井沢小学校 北海道，神奈川県，
大阪府，高知県

4 大生小学校 青森県，大阪府 2 弓馬田小学校
青森県，山梨県，
山口県

3

大野小学校 青森県，新潟県 2 五箇小学校 秋田県，奈良県 2 飯島小学校
岩手県，長野県，
徳島県

3

高野小学校
岩手県，富山県，
兵庫県

3 三妻小学校 岩手県，和歌山県 2 神大実小学校 宮城県,岐阜県,香川県,
宮崎県,徳島県,大阪府 6

黒内小学校
秋田県，福井県，
和歌山県，佐賀県

4 大花羽小学校
山形県，兵庫県，
茨城県，茨城県

4 岩井第一小学校 秋田県,静岡県,愛媛県,
大分県,山口県,京都府 6

御所ケ丘小学校
山形県，山梨県，
鳥取県，長崎県

4 菅原小学校 宮城県，鳥取県 2 岩井第二小学校
山形県,愛知県,高知県,熊
本県,広島県,滋賀県,福井
県,新潟県,千葉県

9

郷州小学校
福島県，長野県，
島根県

3 豊岡小学校
福島県，滋賀県，
千葉県，岡山県

4 七郷小学校
福島県，三重県，
福岡県

3

松前台小学校
茨城県，岐阜県，
岡山県

3 絹西小学校 茨城県,三重県,鹿児島県
東京都,静岡県,島根県 6 中川小学校

茨城県，滋賀県，
佐賀県

3

松ケ丘小学校
栃木県，静岡県，
広島県，熊本県

4 菅生小学校
栃木県，群馬県，
広島県

3 長須小学校
栃木県，京都府，
長崎県

3

守谷中学校
群馬県，愛知県，
山口県，大分県

4 岡田小学校 群馬県,京都府,宮崎県
埼玉県,山梨県,山口県 6 生子菅小学校

群馬県，大阪府，
熊本県

3

愛宕中学校
埼玉県，三重県，
徳島県，宮崎県

4 玉小学校 埼玉県，香川県 2 逆井山小学校 埼玉県,兵庫県,大分県,
長崎県,岡山県,三重県 6

御所ケ丘中学校
千葉県，滋賀県，
香川県，鹿児島県

4 石下小学校 東京都,大阪府,熊本県
栃木県,長野県,徳島県 6 沓掛小学校 千葉県,奈良県,宮崎県,

佐賀県,島根県,愛知県 6

けやき台中学校
東京都，京都府，
愛媛県，沖縄県

4 豊田小学校 千葉県，愛媛県 2 内野山小学校 東京都 1

飯沼小学校
神奈川県，奈良県
茨城県，高知県

4 東中学校
神奈川県,和歌山県,鹿
児島県,福岡県,鳥取県,
静岡県

6

水海道中学校 新潟県,和歌山県,香川県
福島県,石川県,福岡県 6 岩井中学校

新潟県,鳥取県,沖縄県,高知県,和
歌山県,岐阜県,石川県,神奈川県,
埼玉県,栃木県,茨城県,福島県 外6
都道府県

18

水海道西中学校
山梨県,鳥取県,愛媛県
大分県,山形県,愛知県
滋賀県,長崎県

8 南中学校 富山県,島根県,沖縄県,
愛媛県,奈良県,長野県 6

鬼怒中学校 長野県,兵庫県,徳島県
宮城県,岐阜県,佐賀県 6 猿島中学校

石川県,岡山県,鹿児島県,
香川県,兵庫県,山梨県,富
山県,東京都,群馬県

9

石下中学校
静岡県,岡山県,高知県
長崎県,岩手県,福井県
三重県,大分県

8

石下西中学校 富山県,島根県,福岡県
秋田県,熊本県 5

全国から守谷市・常総市・坂東市を訪れる全てのチームを温かく応援するため，平成30年度から市内全小中学校で手作り応援のぼ
り旗の制作を開始しました。のぼり旗には各都道府県の観光名所や名産品などが描かれ，選手・関係者を激励，おもてなししまし
た。
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クリーンアップ運動・ボランティア
クリーンアップ運動

年度 実施日

平成３０年 7月21日

5月19日
5月26日
9月1日
9月1日
9月21日
9月24日

9月28日

ボランティア

●運営ボランティア 単位：人

3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
成年女子 16 20 26 31 93
少年男子・少年女子 15 10 19 15 15 74
少年男子・少年女子 9 4 7 20
成年男子 14 8 12 20 10 64
成年男子・成年女子 4 3 7

58 45 64 66 25 258
●ダンスチーム 単位：人

3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
成年女子 0
少年男子・少年女子 43 36 79
少年男子・少年女子 0
成年男子 32 16 48
成年男子・成年女子 0

32 0 59 36 0 127

ハーフタイムショー
　ハーフタイムショーには，市内の保育所，幼稚園，高校，団体等が出演し，大会を大いに盛り上げていただきました。
●ハーフタイムショー出演者・団体

出演日

10月5日

10月6日

10月5日

10月6日

10月5日

10月3日
10月4日
10月5日

10月6日

10月7日
●ハーフタイムショー出演者数 単位：人

3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
成年女子 69 8 77
少年男子・少年女子 43 36 79
少年男子・少年女子 7 7
成年男子 3 32 38 7 48 128
成年男子・成年女子 0

3 32 157 51 48 291

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

茨城県ハンドボール協会，守谷市・常総市・坂東市中
学校ハンドボール部

合計

県立岩井高等学校体育館
合計

合計会場 種別

10月
合計

水海道ハンドボールクラブ
茨城県ハンドボール協会

出演者・団体
守谷市立土塔中央保育所・もりやもり
くまモン隊

スポーツ少年団守谷クラブ・守犬
もりやもり・茨城県ハンドボール協会

スマイルキッズ・YOSAKOIなごみ
県立水海道第一高等学校
済美應援團・チアリーディング部

７ｍスロー

内容

いきいきゆめダンス２０１９
世界選手権PR

いきいきゆめダンス２０１９

７ｍスロー

いきいきゆめダンス２０１９

県立岩井高等学校体育館
合計

会場 種別

坂東市総合体育館

水海道総合体育館
県立水海道第二高等学校体育館

茨城県ハンドボール協会・くまモン隊

坂東市立猿島幼稚園

坂東市商工会華組・ちびっこソムリエ
ボランティア（３B体操）

常総運動公園総合体育館

坂東少年少女ハンドボールクラブ
茨城県ハンドボール協会

坂東市総合体育館

10月

いきいきゆめダンス２０１９

令和元年

坂東市内全域
守谷市内全域
常総市内全域

　多くの市民や団体に協力いただき，市内を清掃することで，来場者の皆さまを気持ち良くお迎えすることができました。

競技会場（坂東市総合体育館）周辺
坂東市内国道354号沿線

県立水海道第一高等学校ハンドボール部
県立水海道第二高等学校ハンドボール部
常総市立水海道中学校ハンドボール部
常総市立鬼怒中学校ハンドボール部
常総市立水海道西中学校ハンドボール部
守谷駅前クリーンズ

坂東少年少女ハンドボールクラブ
茨城県建設業協会 境支部，境工事事務所

清掃場所 主催・協力団体

水海道総合体育館，県立水海道第二高等学校付近

守谷駅

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

　平成２９年１１月より大会運営ボランティアを募集し，受付案内やおもてなしコーナーをはじめ，総合案内所，環境美化，広報記録，応援観戦といった
様々な役割を担当していただきました。国体では，小中学生をはじめ，多くの方々に活動をしていただき，大会の円滑な運営を行うことができました。

いきいきゆめダンス２０１９

常総運動公園総合体育館

会場

合計

会場 種別

10月

常総運動公園総合体育館

７ｍスロー

県立水海道第二高等学校体育館

常総運動公園総合体育館

水海道総合体育館

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

いきいきゆめダンス２０１９
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おもてなし
おもてなし
会場内に，守谷市・常総市・坂東市の特産品・料理を無料でお配りするおもてなしコーナーを設置しました。

●おもてなし料理

10月3日(木)

10月4日(金)

10月5日(土)

10月6日(日)

10月7日(月)

10月3日(木)

10月4日(金)

10月5日(土)

10月6日(日)

10月7日(月)

●無料ドリンク
単位：箱（6本入）

1 13箱 63箱
2 14箱 71箱
3 8箱 32箱
4 24箱 96箱
5 12箱 48箱
6 12箱 48箱
7 8箱 32箱

91箱 390箱

単位：箱（8本入）

1 30箱 115箱

坂東市総合体
育館

合計

日程

日程

水（2Ｌ）
バヤリースオレンジ（1.5Ｌ）
サイダー（1.5Ｌ）
十六茶（2Ｌ）
Ｈ２Ｏ（2Ｌ）

坂東市総合体
育館

合計

合計

№

№

ゆめかおりスコーン(300食)
トウモロコシ（150食）

角煮《常陸の輝き》(300食)
トウモロコシ（150食）

ポカリスエット（1.5Ｌ）

品名

けんちん汁（200食）
いなり寿司（200食）
トウモロコシ（100食）

6箱
13箱
15箱

常総運動公園
総合体育館

9箱
18箱

豚汁（350食）
トウモロコシ（100食）

ねぎアヒージョ（400食）
トウモロコシ（100食）

坂東市総合体育館

十六茶（600ｍｌ）
Ｈ２Ｏ（500ｍｌ）

品名

25箱

常総運動公園
総合体育館

77箱
7箱
9箱

24箱
8箱
26箱
20箱

110箱
8箱
12箱
12箱

水海道総合体育館

水海道総合体
育館

ゆめかおりスコーン(320食)
トウモロコシ（100食）

ねぎアヒージョ（450食）
トウモロコシ（100食）

岩井高等学校体育館
会場

手打ち蕎麦（350食）

手打ち蕎麦（350食）

常総運動公園総合体育館

手打ち蕎麦（400食）

手打ち蕎麦（400食）

手打ち蕎麦（230食）
団子（300食）

手打ち蕎麦（516食）
クレープ（300食）

カレーライス（230食）
プリン（150食）

すいとん（420食）
かき氷（220食）

豚汁（450食）
クレープ（300食）

4箱
13箱
11箱

水海道第二高
等学校体育館

71箱
5箱
9箱
9箱
18箱
6箱

41箱
4箱
6箱
6箱
12箱

おしるこ（300食）
クレープ（300食）

塩ちゃんこ鍋（300食）
団子（300食）

水海道第二高等学校体育館
会場

30箱

水海道総合体
育館

20箱

水海道第二高
等学校体育館

10箱

岩井高等学校
体育館

5箱
4箱

岩井高等学校
体育館

芋煮（500食）
団子（300食）

　会場内に，守谷市・常総市・坂東市の特産品・料理を無料でお配りするおもて
なしコーナーを設置しました。

市 民 運 動
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応援観戦 応援観戦

●学校観戦実績
守谷市

学校名 競技会場 観戦日 移動手段
守谷小学校 10月4日 計画バス
大井沢小学校 10月4日 計画バス
大野小学校 10月3日 計画バス
高野小学校 10月3日 計画バス
黒内小学校 10月3日 計画バス
御所ケ丘小学校 10月4日 計画バス
郷州小学校 10月3日 計画バス
松前台小学校 10月3日 計画バス
松ケ丘小学校 10月4日 計画バス
守谷中学校 10月4日 計画バス
愛宕中学校 10月4日 計画バス
御所ケ丘中学校 10月3日 計画バス
けやき台中学校 10月3日 計画バス

スポーツ少年団守谷クラブ
10月5日
～6日

計画バス

土塔中央保育所 10月5日 計画バス

常総市
学校名 競技会場 観戦日 移動手段

水海道小学校 水海道第二高等学校体育館 10月4日 計画バス
大生小学校 水海道総合体育館 10月4日 計画バス
五箇小学校 水海道総合体育館 10月4日 計画バス
三妻小学校 水海道第二高等学校体育館 10月3日 計画バス
大花羽小学校 水海道第二高等学校体育館 10月3日 計画バス
菅原小学校 水海道第二高等学校体育館 10月3日 計画バス
豊岡小学校 水海道総合体育館 10月3日 計画バス
絹西小学校 水海道総合体育館 10月7日 計画バス
菅生小学校 水海道総合体育館 10月4日 計画バス
岡田小学校 水海道総合体育館 10月3日 計画バス
玉小学校 水海道第二高等学校体育館 10月3日 計画バス
石下小学校 水海道第二高等学校体育館 10月4日 計画バス
豊田小学校 水海道第二高等学校体育館 10月4日 計画バス
飯沼小学校 水海道総合体育館 10月3日 計画バス

市内小中学校，スポーツ少年団で応援観戦を実施し，地元のみならず，全ての選手に温
かい応援を行うことで，「おもてなし」を感じていただけるよう努めました。

常総運動公園総合体育館

　市内小中学校，スポーツ少年
団で応援観戦を実施し，地元の
みならず，全ての選⼿に温かい
応援を行うことで，「おもてなし」
を感じていただけるよう努めま
した。

水海道中学校 水海道第二高等学校体育館 10月3日 自主

水海道西中学校 水海道総合体育館
10月3日
～4日

計画バス（3日）
自主（4日）

鬼怒中学校
水海道総合体育館
水海道第二高等学校体育館

10月4日 計画バス

石下中学校 水海道総合体育館 10月3日 計画バス
石下西中学校 水海道第二高等学校体育館 10月4日 計画バス

坂東市
学校名 競技会場 観戦日 移動手段

七重小学校 岩井高等学校体育館 10月3日 計画バス
弓馬田小学校 岩井高等学校体育館 10月4日 計画バス
飯島小学校 坂東市総合体育館 10月7日 計画バス
神大実小学校 坂東市総合体育館 10月7日 計画バス
岩井第一小学校 坂東市総合体育館 10月3日 計画バス
岩井第二小学校 坂東市総合体育館 10月3日 計画バス
七郷小学校 坂東市総合体育館 10月4日 計画バス
中川小学校 坂東市総合体育館 10月4日 計画バス
長須小学校 岩井高等学校体育館 10月3日 計画バス
生子菅小学校 岩井高等学校体育館 10月4日 計画バス
逆井山小学校 坂東市総合体育館 10月4日 計画バス
沓掛小学校 坂東市総合体育館 10月4日 計画バス
内野山小学校 岩井高等学校体育館 10月4日 計画バス
東中学校 坂東市総合体育館 10月5日 計画バス
岩井中学校 坂東市総合体育館 10月5日 自主
南中学校 坂東市総合体育館 10月5日 計画バス
猿島中学校 坂東市総合体育館 10月6日 計画バス

資 料 編
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企業協賛

企業協賛

物品協賛 （順不同・敬称略）
協賛者名 協賛内容 使用用途

ダスキンホワイトサービス守谷 フロア用デザインマット イベント来訪者への国体PR
株式会社フジタ 速報パンフレット 関東学生ハンドボールリーグ，日本ハンドボールリーグでの国体PR

のぼり旗
うちわ
不織布コンボトート リハーサル大会代表者会議（参加チーム代表，ＴＤ，審判）
キャラクター消しゴム
キャラクターシール
反射シール
車両用シール

里地・里山保全むくの木会 まいぎり アクションプログラム　炬火イベントで使用
株式会社アシスト 応援グッズ（はりせん） リハーサル大会会場で国体PRを兼ねて配布

アサヒビール株式会社
各種飲料水（Ｈ２Ｏカルピスウォーター，十六
茶，水，三ツ矢サイダー，バヤリースオレン
ジ）

リハーサル大会・本大会の無料ドリンクコーナーで使用

大塚製薬株式会社 ドリンクコーナー備品，ポカリスエット おもてなしコーナー（選手）用無料ドリンク
株式会社伊藤園つくば支店 健康ミネラル麦茶 リハーサル大会のドリンクコーナーで使用

のぼり旗
歓迎アーチ
トートバック 開始式の資料袋として配付
ノート イベントPRブースでの配布
階段装飾（シール） 会場階段の歓迎装飾
横断幕
歓迎タワー

水海道ライオンズクラブ トートバック 常総市1年前イベントで配布
石下ライオンズクラブ トートバック 常総市1年前イベントで配布
マルヒロ株式会社 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
キャリーシステム株式会社 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
猿島ライオンズクラブ 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
中研合成化学株式会社 ペレット 応援グッズ作成材料
有限会社七井新聞店 ミニのぼり 市役所等関係機関へ配布
有限会社博報社 ミニのぼり 市役所等関係機関へ配布
株式会社アトック フラワータワー 会場の歓迎装飾
水海道ロータリークラブ 階段装飾 会場階段の歓迎装飾
金森興業株式会社 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
有限会社生井土建 トートバック 参加選手記念品
株式会社山信工務店 ノート 来場者配布用/参加選手記念品
株式会社南海工業 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
ばんどう建設業協会 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
株式会社カノヤ 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
逆井土建有限会社 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
有限会社真中重機土木 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
株式会社俊光建設 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾

歓迎塔装飾 圏央道坂東インター周辺歓迎装飾
ボールペン 参加選手記念品用，協力団体記念品用
タイトルボード 会場の歓迎装飾
うちわ 来場者配布用

株式会社小島ポンプ 名産品の購入 おもてなしコーナーで配布
北島ポンプ興業株式会社 名産品の購入 おもてなしコーナーで配布
株式会社結城工芸 名産品の購入 おもてなしコーナーで配布
新井土木株式会社 うちわ イベントPRブースでの配布・参加選手記念品用
本川建設工業株式会社 歓迎タワー 会場の歓迎装飾
倉田建材有限会社 歓迎タワー 会場の歓迎装飾
株式会社LIXIL岩井工場 ハンカチタオル 参加選手記念品
株式会社LIXIL石下工場 ハンカチタオル 参加選手記念品

　多くの企業等から物品等の協賛をいただき，PR活動や競技会運営，おもてなしに活用させていただきました。また，歓迎アーチ，協賛のぼり旗，横断幕
等も協賛いただき，会場や会場周辺に設置し，全国から訪れた方々を温かくお迎えすることができました。

会場周辺の歓迎装飾
会場入口の歓迎アーチ

イベントPRブースでの配布

株式会社K-ロジテック

リスカ株式会社

常総市建友会

エィ・ティー・ロムジャパン株式会社

野口運輸株式会社
イベントPRブースでの配布

会場の歓迎装飾

　多くの企業等から物品等の協賛をいただき，PR 活動や競技会運営，おもてな
しに活用させていただきました。また，歓迎アーチ，協賛のぼり旗，横断幕等も
協賛いただき，会場や会場周辺に設置し，全国から訪れた方々を温かくお迎えす
ることができました。

市 民 運 動
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株式会社フルヤ建商 トートバック 参加選手記念品
岩井ライオンズクラブ 歓迎アーチ・塔 会場の歓迎装飾
株式会社染谷工務店 ノート 来場者配布用/参加選手記念品
染谷建設株式会社 うちわ イベントPRブースでの配布・参加選手記念品
株式会社大木組 のぼり旗 歓迎装飾
常総市測量業協会 歓迎装飾 水海道総合体育館外階段の装飾
株式会社光和コンサルタンツ ノート 来場者配布用/参加選手記念品
安達運輸株式会社 駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与
阿弥陀寺 駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与
株式会社ＡＪヒューマンキャピタル 駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与
常総市商工会 駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与
メモリアルホールエンドウ 駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与
シティマーケットうおまつ 駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与
株式会社北総交通 駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与
株式会社ヤマダ電機
テックランド坂東岩井店

駐車場 競技会場臨時駐車場の貸与

常総市体育協会 階段装飾 会場階段の歓迎装飾
株式会社マグエックス 歓迎横断幕 会場の歓迎装飾
株式会社髙橋合金 歓迎幕 歓迎装飾

ボールペン イベントPRブースでの配布・参加選手記念品
フラワータワー 歓迎装飾

宏明技研有限会社 Qpack（ビニール袋） イベントPRブースでの配布
丸三商事工業株式会社 横断幕 歓迎装飾
守谷ライオンズクラブ 歓迎幕 歓迎装飾
守谷ロータリークラブ 歓迎横断幕 歓迎装飾
守谷市金融団 うちわ イベントPRブースでの配布

デザイン費用 うちわデザインの制作費
飲み物 係員用飲料
名産品の購入 おもてなしコーナーで配布

株式会社セイム 歓迎塔 歓迎装飾
大坂建鋼株式会社 横断幕 歓迎装飾
株式会社菊池土建 横断幕 歓迎装飾
茨城みなみ農業協同組合 長ねぎ おもてなし料理材料
常総ひかり農業協同組合 のぼり旗 歓迎装飾
茨城むつみ農業協同組合 豚肉・人参 おもてなし料理材料
岩井農業協同組合 長ねぎ おもてなし料理材料
ソメノグリーンファーム 小麦粉 おもてなし料理材料
株式会社ファミリー食品 冷凍トウモロコシ おもてなし料理材料
前山倉庫株式会社 壁面サイン 会場の歓迎装飾
岩井ロータリークラブ 歓迎塔用懸垂幕 歓迎装飾
水海道金融団 のぼり旗 歓迎装飾
石下金融団 のぼり旗 歓迎装飾
坂東市岩井金融団 のぼり旗 歓迎装飾
有限会社鈴木不動産 ノート 来場者配布用/参加選手記念品用
水海道ライオンズクラブ のぼり旗 歓迎装飾
常総きぬ川花火大会実行委員会一同 グランシャルシート（床面装飾） 歓迎装飾
常総市体育協会 どうらくクラブ お茶・スポーツドリンク 係員用飲料
常総市体育協会 BBV お茶・スポーツドリンク 係員用飲料
常総市体育協会 家 康 お茶・スポーツドリンク 係員用飲料
常総市体育協会 新健康体操ヘルスクラブ お茶・スポーツドリンク 係員用飲料
常総市体育協会 グラウンド・ゴルフ協会 お茶・スポーツドリンク 係員用飲料

歓迎塔用懸垂幕 歓迎装飾
ウェットティッシュ 来場者配布用

イオンタウン株式会社イオンタウン守谷 うちわ イベントでの配布
関東鉄道株式会社 車両内中づりポスター 国体PR用車内広告
株式会社TME 階段装飾 TX守谷駅のPR装飾
有限会社たなかや 階段装飾 TX守谷駅のPR装飾

常総市役所むつみ会

星光工業株式会社

株式会社アシスト

資 料 編
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一口協賛（のぼり旗，プランター） （順不同・敬称略）
株式会社　全農ハイパック マツタ電気　株式会社 株式会社　大豊産業
守谷市建設業協会 有限会社　松丸造園工事 株式会社　滝川金物店
常陸建設工業　株式会社 有限会社　守谷造園 株式会社　舘野設備工業
株式会社　山富造園 有限会社　渡海電気 有限会社　たなかや
令和建設　株式会社 有限会社　浅井設備工業 土浦ハンドボールクラブ
有限会社　イイジマ電気 あら井寿司 土浦三高クラブ
今井建設 守谷市建設業協会事務局　飯沼 株式会社　ＴＭＥ
株式会社　北島産業電機 株式会社　イトーキ東光製作所 有限会社　中村建設
弘和電気工業　株式会社 うなぎ・寿司　魚芳 ＨＣ水郷
株式会社　坂巻兄弟建設 オオシン　株式会社 フレーベル館茨城販売　株式会社
有限会社　三美園小林 有限会社　オオヤマ建設工業 水海道ハンドボールクラブ
株式会社　成電社 株式会社　大山設備 有限会社　明和設備工業
株式会社　施工監理 有限会社　大和田鉄工 株式会社　守谷商会
有限会社　染谷ガーデン 有限会社　黒江設備 守谷ライオンズクラブ
株式会社　髙橋合金 有限会社　小林造園 株式会社　ワールドケミカル　筑波工場
有限会社　寺田工業 有限会社　斉藤設備工業 有限会社　和田電器
株式会社　日田建設工業 酒石建設工業　株式会社 日本鉄工株式会社　茨城工場
有限会社　福田電子 有限会社　坂設備工業所 日本ベッド製造株式会社　茨城工場
株式会社　文道電気 株式会社　商元 ホンダカーズ南筑波
北総園 正和産業　株式会社 水海道ライオンズクラブ

市 民 運 動
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文化プログラム
文化プログラム

期日
場所

2月16日（土），17日（日），23日（土），24日（日）
水海道あすなろの里
募集期間：4月1日（月）～9月13日（金）
表彰式：令和2年2月8日（土）
常総市地域交流センター
３月末から４月初めの土・日曜日
水海道あすなろの里
5月18日（土）蕾咲祭・19日（日）千姫まつり
水海道中心市街地（市民の広場，宝町大通り）
5月12日（日）
石下総合運動公園
5月25日（土）・26日（日）
常総市水海道総合体育館　他２会場
4月7日（日）
逆井城跡公園

通年

守谷野鳥のみち

通年
守谷工場　明治なるほどファクトリー守谷
通年
アサヒビール茨城工場

8月1日（木）～9月1日（日）

守谷中央図書館

8月3日（土），8月17日（土），8月24日（土）
守谷市役所

9月28日（土）～9月29日（日）

守谷駅西口駅前広場及び土塔口周辺

11月4日（月・祝）
守谷市国際交流研修センター（ログハウス）

11月21日（木）～11月24日（日）

アーカススタジオ

8月11日（日）
鬼怒川河畔　橋本運動公園
10月27日（日）
水海道あすなろの里
7月6日（土）～9月23日（月・祝）
ミュージアムパーク茨城県自然博物館
10月12日（土）～令和2年2月2日（日）
ミュージアムパーク茨城県自然博物館
11月10日（日）
坂東市岩井商店街

われら地球人　MIFAフェスタ2019
毎年JICA筑波と提携し，世界30か国以上からの研修生を招き，日本
文化を通じた国際交流を市民に体験してもらう催し。

ステージではよさこい，キャラクターショー，ダンスなど様々な演
技が行われる。ハンドボール競技会開催直前イベントも実施予定。

茨城国体開催記念
第36回守谷市商工まつり
～きらめき守谷夢彩都フェスタ～

明治なるほどファクトリー守谷の見学
牛乳・乳製品のことや，乳酸菌の働きなどを楽しみながら学び，
様々なヨーグルトの製造ラインを見学できる。

アサヒビール茨城工場
ビールの製造工程，環境への取り組みを見学し，ビールの試飲を通
じて「高品質でおいしく安全な商品」を製造する取り組みを紹介。

国体開催記念事業「図書の特設」
国体開催に合わせ，守谷市開催競技のハンドボールだけでなく，
様々なスポーツに親しめる本の特設コーナーの設置・貸出しと，い
ばラッキーと聞くおはなし会を開催。

夕べのコンサート
市役所中庭広場において，ステージを設営し，公募した出演者を中
心に演奏。

公募により世界中から若手アーティストを複数招へいし，支援育成
を行っている。100日間の製作活動の成果発表をオープンスタジオで
見学できる。

アーカスプロジェクト2019いばらきオープ
ンスタジオ

岩井将門まつり
旧岩井市の市政施行を記念して，郷士の英雄である将門公の雄姿を
現代によみがえらせようと，昭和47年から開催しているまつり。

宮沢賢治の作品に出てくる鉱物や岩石，動物，植物などを展示する
とともに，宮沢賢治の生涯をたどり，彼の作品の世界を紹介。

第76回企画展　宮沢賢治と自然の世界ー
石・星・生命をめぐる旅ー

「狩」をテーマに世界中に生息するハンターの多様性を紹介，生き
ものの魅力を伝える。

第75回企画展　狩ーハンターたちの研ぎ澄
まされた技と姿ー

あすなろ秋まつり
イモ掘り体験，金魚つかみイベント，縁日コーナー，飲食物販売
等。

約1万発の様々な花火が打ち上げられる。国体炬火イベントも同時開
催。

第55回常総きぬ川花火大会

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

県内中学校の男女ハンドボール部を一同に会しトーナメント方式に
よる優勝決定戦を開催。

第30回 坂東市 ふる里さしま古城まつり
猿島ばやしなどの郷土芸能の演奏，伝承に基づいた「出陣式」や迫
力満点の「火縄銃演武」，太鼓の演奏やダンス披露など様々な催し
中心市街地隣接の大規模緑地を縦断する総延長４kmの巡回型散策
路。林間散策路と本格的木道の組み合わせで自然の魅力がいっぱ
い。

守谷野鳥のみち

こどもまつり

あすなろの里さくらまつり
園内に咲くさくらを鑑賞しながらジャム作り体験等イベント，縁日
コーナー，飲食物販売等を実施

ひな人形展示，ジャム作り等手作り体験イベント，飲食物販売等。

当市ゆかりの歌人・小説家である長塚節を広く顕彰するため，短編
小説・短歌・俳句の3部門について作品を募集，顕彰。

◯蕾咲祭：高校生企画イベント　◯千姫まつり：千姫さま常総ご回
遊，チャリティーコンサート，プロスポーツチーム PR等。
小学生以下の子どもたちのミニ運動会，レクリエーションコーナー
の開催。

事業名 内容

あすなろの里ひな祭り

長塚 節文学賞

第19回 常総千姫まつり 蕾咲祭

資 料 編
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炬火イベント
炬火イベント

１ 炬火名・炬火走者
守谷市
 【炬 火 名】 「明日への 夢を彩る 守谷の火」  命名者 小山田 そよさん
 【炬火走者】水谷 絢香

常総市
 【炬 火 名】 「ありがとう 常総から広がれ つながれ 感謝の火」  命名者 稲見 真奈さん
 【炬火走者】稲見 真奈

坂東市
 【炬 火 名】 「思いを繋げ！ 希望を届ける 坂東の火」  命名者 岩井中学校生徒会
 【炬火走者】福富 陽向

実行委員会
 【炬 火 名】 「絆つなぐ みんなの想い 守谷・常総・坂東の火」  命名者 実行委員会

２ 集火式
守谷市

体団力協・者力協容内所場日催開
令和元年
8月3日(土)

守谷市役所
夕べのコンサート開催前に，市内小
学校から集めた火を一つに集火

市内小学校，ウィンドアンサン
ブル守谷

常総市
体団力協・者力協容内所場日催開

令和元年
8月11日(日)

常総市市民の広場
常総ウォーターフェスのイベント最
中に，市内小中学校から集めた火を
一つに集火

市内小中学校

坂東市
体団力協・者力協容内所場日催開

令和元年
5月15日(水)

坂東市立逆井山小学校
小学校陸上競技記録会の中で，各校
代表児童による採火及び集火

市内小学校

実行委員会
体団力協・者力協容内所場日催開

令和元年
8月11日(日)

鬼怒川河畔 橋本運動公園
常総きぬ川花火大会で守谷市，常総
市，坂東市の火を一つに集火

常総きぬ川花火大会実行委員会

炬火とは，オリンピックの聖火に当たるもので，会期中，選手の活躍を見守るシンボルとなるものです。
守谷市・常総市・坂東市の各市，実行委員会で炬火イベントを実施しました。
県内44市町村の炬火イベントで誕生した市町村の炬火は，国体総合開会式において集火し，「いきいき茨城ゆめの
火」として笠松運動公園陸上競技場の炬火台に灯されました。

　炬火とは，オリンピックの聖火に当たるもので，会期中，選⼿の活躍を見守る
シンボルとなるものです。守谷市・常総市・坂東市の各市，実行委員会で炬火イ
ベントを実施しました。県内 44 市町村の炬火イベントで誕生した市町村の炬火
は，国体総合開会式において集火し，「いきいき茨城ゆめの火」として笠松運動
公園陸上競技場の炬火台に灯されました。

市 民 運 動



65 　

総合案内所・売店・休憩所
総合案内所

10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 合計
守谷駅(守谷) 188 121 103 93 505
守谷駅(坂東) 151 113 186 90 60 600
水海道駅 79 91 58 55 31 314

418 325 347 238 91 1,419

休憩所

設置場所

常総運動公園総合体育館

水海道総合体育館

水海道第二高等学校体育館

坂東市総合体育館

岩井高等学校体育館

売店

製造加工品 現地調理品
常総運動公園総合体育館 8 1 1 1 6 1 1 11
水海道総合体育館 9 2 3 2 4 1 2 14
水海道第二高等学校体育館 8 2 1 1 2 1 7
坂東市総合体育館 8 2 1 1 1 3 1 2 11
岩井高等学校体育館 5 1 3 1 5
合計 38 6 6 5 3 18 3 7 48

郵便物 その他

　各会場内に，国体関連グッズ，スポーツ用品，守谷市・常総市・坂東市の特産品やお土産品，飲食物等のブースを設置，来場者でにぎわいました。

合計

来場者数

ｽﾎﾟｰﾂ
用品

郷土
物産品

　つくばエクスプレス及び関東鉄道常総線守谷駅，関東鉄道常総線水海道駅に総合案内所を設置し，大会関係者・一般観覧者に競技会会場への案内や観光案内などを行
いました。

　会場には，売店やおもてなしコーナー，無料ドリンクコーナーなどを設置し，全国から訪れる選手・監督，大会関係者及び一般観覧者の皆さまを守谷市・常総市・坂
東市らしいおもてなしの心で温かくお迎えしました。

令和元年10月3日（木）～10月7日（月）

令和元年10月3日（木）～10月4日（金）

会場
飲食物

募集数
国体関連
グッズ

設置期間

令和元年10月3日(木)～7日(月)

設置期間

令和元年10月3日（木）～10月6日（日）

令和元年10月3日（木）～10月7日（月）

令和元年10月3日（木）～10月5日（土）

合計

設置場所

資 料 編
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宿泊・弁当
宿泊

市町村名
守谷市
常総市
坂東市
つくば市
古河市
下妻市
牛久市
龍ケ崎市
※配宿業務に関しては，県内全競技共通で，県が委託した「茨城国体宿泊センター」が実施しました。

●配宿数 単位：人

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
選手・監督（成年男子） 29 265 331 303 265 197 60 1450
選手・監督（成年女子） 90 281 268 240 239 71 0 1189
選手・監督（少年男子） 185 279 282 282 281 139 0 1448
選手・監督（少年女子） 134 312 333 331 315 292 69 1786
【選手・監督　小計】 438 1137 1214 1156 1100 699 129 5873
競技役員（県外） 24 37 38 32 25 15 0 171
競技役員（県内） 8 40 58 42 30 16 0 194
【競技役員　小計】 32 77 96 74 55 31 0 365
総合計 470 1214 1310 1230 1155 730 129 6238
※配宿数は宿泊申込時点のものであり，負け帰り等も含めた実績数ではありません。

弁当
●弁当調達実績 単位：個

3日 4日 5日 6日 7日
斡旋 18 39 39 38 134
支給 200 204 201 208 813
斡旋 31 15 0 17 30 93
支給 225 247 225 242 222 1,161
斡旋 34 17 17 68
支給 172 196 190 558
斡旋 32 18 0 0 0 50
支給 214 198 200 206 192 1,010
斡旋 0 0 0
支給 179 179 358

115 89 56 55 30 345
990 1,024 816 656 414 3,900

1,105 1,113 872 711 444 4,245

1 施設
1 施設
1 施設

水海道総合体育館

支給弁当　合計
総合計

坂東市総合体育館

常総運動公園総合体育館

水海道第二高等学校体育館

岩井高等学校体育館

斡旋弁当　合計

　守谷・常総・坂東の3市内だけでは宿泊施設が充足しないため，近隣市町村を含めた広域配宿となりました。
また，宿泊施設確保のため，一部チームには期間途中の宿替えを依頼しました。

●ハンドボール競技　利用宿舎数

会場 区分
10月

合計

種別
10月

合計

利用宿舎数
3 施設
6 施設
1 施設
10 施設
1 施設

大 会 運 営
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医療救護
医療救護
●医療救護班 対応事案一覧

No. 患者区分 傷病内容
1 学校応援観覧者 体調不良
2 学校応援観覧者 体調不良
3 学校応援観覧者 体調不良
4 監督 体調不良
5 選手 切り傷
6 学校応援観覧者 発熱
7 来賓 切り傷

No. 患者区分 傷病内容
1 選手 右上瞼切り傷　⇒　病院受診へ
2 競技会係員 擦り傷
3 一般観覧者 体調不良
4 競技会係員 擦り傷

No. 患者区分 傷病内容
1 競技会補助員 擦り傷
2 選手 左手首アイシング（骨折を負って試合出場したため）
3 選手 左腰臀部打撲
4 選手 口唇裂傷
5 競技役員 切り傷，挫傷
6 おもてなし団体 熱中症
7 競技会係員 擦り傷

No. 患者区分 傷病内容
1 選手 口唇裂傷
2 選手 鼻出血
3 選手 左足背痛 ⇒ 病院受診へ（左第四中足骨疲労骨折の診断）
4 選手 左肘打撲 ⇒ 救急搬送要請（滑液包血腫の診断）
5 選手 右膝捻挫

※岩井高校体育館会場は患者なし。
※医療救護班は，会場ごとに看護師1名＋市保健師2～3名を配置しました。

水海道第二高等学校体育館

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

資 料 編
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環境衛生
環境衛生
●市別・事業系一般廃棄物 収集運搬実績 単位：kg

3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
可燃 13 220 233
不燃 26 82 108
ペットボトル 7 40 47
缶 4 18 22
可燃 30 121 100 251
不燃 21 156 53 230
ペットボトル 9 53 11 73
缶 0 20 6 26
可燃 109 365 131 605
ペットボトル 4 15 10 29
缶 2 6 11 19
可燃 152 0 0 706 231 1089
不燃 47 0 0 238 53 338
ペットボトル 20 0 0 108 21 149
缶 6 0 0 44 17 67

※守谷市・常総市 ⇒ 可燃・不燃・ペットボトル・缶の4種
　坂東市 ⇒ 可燃・ペットボトル・缶の3種

【坂東市】
坂東市総合体育館
岩井高等学校体育館

合計

合　　計

１０月
会場 区分

【守谷市】
常総運動公園総合体育館

【常総市】
水海道総合体育館
水海道第二高等学校体育館

大 会 運 営
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交通誘導・警備

輸送・交通

交通誘導・警備

また，仮設物の盗難・いたずら等の防止のため，夜間警備員を配置しました。

●警備員配置実績 単位：人

2日(水) 3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
会場 1 1 1 1 4

交通誘導 3 3 3 3 12
夜間 1 1 1 1 4
会場 1 1 1 1 1 5

交通誘導 3 3 3 3 3 15
夜間 1 1 1 1 1 5
会場 1 1 1 3

交通誘導 4 4 4 12
夜間 1 1 1 3
会場 1 1 1 1 1 5

交通誘導 3 3 3 3 3 15
夜間 1 1 1 1 1 5
会場 1 1 2

交通誘導 3 3 6
夜間 1 1 2

※交通誘導警備員の配置数は，会場内のほか，近隣臨時駐車場への配置も含みます。

坂東市総合体育館

岩井高等学校体育館

１０月
会場 種別

　競技会場や駐車場に競技会係員のほか，委託警備員を配置し，会場内の安全確保及び車両の的確な誘導に努めました。

合計

常総運動公園総合体育館

水海道総合体育館

水海道第二高等学校体育館

輸送・交通

●バス・ジャンボタクシー利用台数実績 単位：台

1日(火) 2日(水) 3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
大型 2 2
中型 0

小型・マイクロ 4 19 17 9 7 5 2 63
大型 1 4 5 2 1 1 14
中型 11 10 11 8 4 44

小型・マイクロ 3 2 8 4 4 1 22
ジャンボタクシー 2 2 2 2 2 10

4 23 36 36 26 20 10 155

※学校応援観戦者の輸送バスは実行委員会による手配ではないため，上記台数には含まれません。

●駐車台数実績（一般駐車場の当日最大数） 単位：台

3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
常総運動公園総合体育館 261 247 380 388
水海道総合体育館 270 220 ※600 ※600 181
水海道第二高等学校体育館 58 113 143
坂東市総合体育館 241 303 440 540 465
岩井高等学校体育館 52 32

882 915 1,563 1,528 646
※印は推定値です。

●駅シャトルバス利用者数実績 単位：人

3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日) 7日(月)
40 50 53 60

115 133 146 159 26
41 37 31 20 21

196 220 230 239 47

合計

　選手・監督，競技役員，競技補助員及び一般観覧者の輸送については，主にバスにより実施しました。バスを副次利用するなどして，
効率的な輸送に努めました。また，一般観覧者向けの駅からの無料シャトルバスを，概ね30分～1時間程度の間隔で運行しました。

合計

選手・監督

競技役員／競技補助員／一般観覧者
（予備車を含む）

参加区分 種別
１０月

合　計

会　場

※会場から離れた臨時駐車場への輸送手段として，一部ジャンボタクシーを利用しました。

１０月

TX守谷駅～岩井高校～坂東市総合体育館
合　計

運行ルート
１０月

TX守谷駅～常総運動公園
関鉄水海道駅～水海道第二高校～水海道総合体育館

資 料 編
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競技日程・来場者数
競技日程
●いきいき茨城ゆめ国体　ハンドボール競技会

9月
28日
(土)

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

8日
(火)

成年女子 ● ● ● ●

少年男子・少年女子 ● ● ● ● ●

少年男子・少年女子 ● ● ●

成年男子 ● ● ● ● ●

成年男子・成年女子 ● ●

競技会参加者数
単位：人

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

127 132 66 66 391
競技役員 28 24 25 25 102
競技補助員 37 37 38 37 149
競技会役員 0 0 0 0 0
競技会係員 95 99 101 101 396
競技会補助員 34 36 40 45 155
その他大会関係者 15 23 15 25 78
小計 209 219 219 233 880
一般観覧者 1,608 1,589 1,589 1,923 6,709
報道員 18 10 3 14 45
視察員 28 20 13 23 84
来賓・招待者 12 9 25 23 69
小計 1,666 1,628 1,630 1,983 6,907

2,002 1,979 1,915 2,282 8,178

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

192 192 128 128 64 704
競技役員 31 32 30 30 23 146
競技補助員 45 45 44 44 45 223
競技会役員 0 0 0 0 0 0
競技会係員 81 81 90 81 79 412
競技会補助員 34 29 36 34 35 168
その他大会関係者 151 151 100 100 49 551
小計 342 338 300 289 231 1,500
一般観覧者 2,002 2,183 2,811 3,107 563 10,666
報道員 19 17 12 23 12 83
視察員 48 22 32 38 26 166
来賓・招待者 30 11 26 16 16 99
小計 2,099 2,233 2,881 3,184 617 11,014

2,633 2,763 3,309 3,601 912 13,218

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

130 156 52 338
競技役員 41 40 30 111
競技補助員 35 35 36 106

県
立
水
海
道

種別

選手監督

水
海
道
総
合
体
育
館

種別

選手監督

大会関係者

観覧者

合計

常
総
運
動
公
園
総
合
体
育
館

選手監督

大会関係者

観覧者

合計

種別

10月

総
合
閉
会
式

総
合
開
会
式

2019年（令和元年）

種別

県立岩井高等学校体育館

会場

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

2019年（令和元年）10月

2019年（令和元年）10月

2019年（令和元年）10月

競 技 結 果 等
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競技会役員 0 0 0 0
競技会係員 70 70 70 210
競技会補助員 22 18 21 61
その他大会関係者 17 46 48 111
小計 185 209 205 599
一般観覧者 892 1,565 893 3,350
報道員 3 11 7 21
視察員 50 26 10 86
来賓・招待者 1 12 4 17
小計 946 1,614 914 3,474

1,261 1,979 1,171 4,411

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

88 155 153 96 96 588
競技役員 39 43 42 34 32 190
競技補助員 38 38 38 38 38 190
競技会役員 0 0 0 0 0 0
競技会係員 78 78 81 81 82 400
競技会補助員 42 36 44 51 31 204
その他大会関係者 5 24 15 6 20 70
小計 202 219 220 210 203 1,054
一般観覧者 940 1,272 2,354 1,982 1,646 8,194
報道員 10 5 2 3 22 42
視察員 48 28 12 15 15 118
来賓・招待者 53 34 34 22 26 169
小計 1,051 1,339 2,402 2,022 1,709 8,523

1,341 1,713 2,775 2,328 2,008 10,165

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

104 104 208
競技役員 38 38 76
競技補助員 35 35 70
競技会役員 0 5 5
競技会係員 61 61 122
競技会補助員 17 18 35
その他大会関係者 52 37 89
小計 203 194 397
一般観覧者 595 332 927
報道員 6 2 8
視察員 60 19 79
来賓・招待者 8 4 12
小計 669 357 1,026

976 655 1,631

県
立
岩
井
高
等
学
校
体
育
館

種別

選手監督

大会関係者

観覧者

合計

坂
東
市
総
合
体
育
館

種別

選手監督

大会関係者

観覧者

合計

道
第
二
高
等
学
校
体
育
館

大会関係者

観覧者

合計

2019年（令和元年）10月

2019年（令和元年）10月

競技日程
●いきいき茨城ゆめ国体　ハンドボール競技会

9月
28日
(土)

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

8日
(火)

成年女子 ● ● ● ●

少年男子・少年女子 ● ● ● ● ●

少年男子・少年女子 ● ● ●

成年男子 ● ● ● ● ●

成年男子・成年女子 ● ●

競技会参加者数
単位：人

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

127 132 66 66 391
競技役員 28 24 25 25 102
競技補助員 37 37 38 37 149
競技会役員 0 0 0 0 0
競技会係員 95 99 101 101 396
競技会補助員 34 36 40 45 155
その他大会関係者 15 23 15 25 78
小計 209 219 219 233 880
一般観覧者 1,608 1,589 1,589 1,923 6,709
報道員 18 10 3 14 45
視察員 28 20 13 23 84
来賓・招待者 12 9 25 23 69
小計 1,666 1,628 1,630 1,983 6,907

2,002 1,979 1,915 2,282 8,178

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

192 192 128 128 64 704
競技役員 31 32 30 30 23 146
競技補助員 45 45 44 44 45 223
競技会役員 0 0 0 0 0 0
競技会係員 81 81 90 81 79 412
競技会補助員 34 29 36 34 35 168
その他大会関係者 151 151 100 100 49 551
小計 342 338 300 289 231 1,500
一般観覧者 2,002 2,183 2,811 3,107 563 10,666
報道員 19 17 12 23 12 83
視察員 48 22 32 38 26 166
来賓・招待者 30 11 26 16 16 99
小計 2,099 2,233 2,881 3,184 617 11,014

2,633 2,763 3,309 3,601 912 13,218

3日
(木)

4日
(金)

5日
(土)

6日
(日)

7日
(月)

合計

130 156 52 338
競技役員 41 40 30 111
競技補助員 35 35 36 106

県
立
水
海
道

種別

選手監督

水
海
道
総
合
体
育
館

種別

選手監督

大会関係者

観覧者

合計

常
総
運
動
公
園
総
合
体
育
館

選手監督

大会関係者

観覧者

合計

種別

10月

総
合
閉
会
式

総
合
開
会
式

2019年（令和元年）

種別

県立岩井高等学校体育館

会場

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

2019年（令和元年）10月

2019年（令和元年）10月

2019年（令和元年）10月

資 料 編
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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 2569 1位 茨城 1331
2位 東京 2217 2位 東京 1286.5
3位 愛知 1789 3位 愛知 1043.5
4位 埼玉 1735 4位 埼玉 997.5
5位 神奈川 1643.5 5位 大阪 926
6位 大阪 1552 6位 京都 807.5
7位 千葉 1470.5 7位 千葉 801.5
8位 京都 1410 8位 兵庫 787
9位 北海道 1397.5 9位 神奈川 771
10位 福井 1391 10位 福岡 759.5
11位 福岡 1337.5 11位 福井 746.5
12位 岡山 1267 12位 鹿児島 683.5
13位 兵庫 1184.5 13位 愛媛 666
14位 三重 1181.5 14位 長野 655.5
15位 鹿児島 1151 15位 岡山 647
16位 長野 1090 15位 広島 647
17位 静岡 1083.5 17位 北海道 636
18位 栃木 1075.5 18位 岐阜 633.5
19位 岐阜 1060 19位 静岡 623
20位 広島 1044.5 20位 三重 619
21位 愛媛 1021.5 21位 群馬 583.5
22位 和歌山 997 22位 石川 573.5
23位 大分 921.5 23位 山形 568
24位 山口 908 24位 大分 558
25位 香川 906 25位 長崎 554.5
26位 長崎 903 26位 栃木 551
27位 奈良 899.5 27位 鳥取 543
28位 宮城 882.5 28位 滋賀 518.5
29位 熊本 879 29位 和歌山 515.5
30位 滋賀 870.5 30位 佐賀 514.5
31位 岩手 850 31位 岩手 507.5
32位 山形 848 32位 富山 506.5
33位 佐賀 830.5 33位 山口 497.5
34位 新潟 826.5 34位 熊本 489
35位 石川 816.5 35位 山梨 484.5
36位 富山 815.5 36位 福島 484
37位 山梨 809 37位 青森 471
38位 群馬 789.5 38位 宮城 469.5
39位 福島 783.5 39位 香川 459
40位 島根 725 40位 奈良 458.5
41位 宮崎 718 41位 新潟 457
42位 沖縄 715.5 42位 宮崎 442.5
43位 鳥取 714 43位 秋田 433
44位 秋田 707.5 44位 島根 426
45位 青森 694 45位 徳島 419.5
46位 高知 630 46位 沖縄 418
47位 徳島 614 47位 高知 369

天皇杯 (成績順) 皇后杯 (成績順)
女子総合成績（皇后杯）男女総合成績（天皇杯）

競技結果概要

競 技 結 果 等
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競技別総合成績

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 2位 石川 50
3位 福岡 62.5 2位 福岡 50
4位 宮城 52.5 4位 三重 47.5
4位 広島 52.5 5位 東京 45
6位 埼玉 50 6位 広島 40
6位 石川 50 6位 大分 40
8位 千葉 47.5 8位 香川 35
8位 三重 47.5 8位 熊本 35
10位 東京 45 10位 千葉 22.5
10位 大阪 45 10位 神奈川 22.5
12位 大分 40 10位 富山 22.5
13位 富山 35 10位 鹿児島 22.5
13位 山口 35 14位 北海道 10
13位 佐賀 35 14位 青森 10
13位 熊本 35 14位 岩手 10
17位 神奈川 22.5 14位 宮城 10
17位 福井 22.5 14位 秋田 10
17位 京都 22.5 14位 山形 10
17位 鹿児島 22.5 14位 福島 10
21位 北海道 10 14位 栃木 10
21位 青森 10 14位 群馬 10
21位 岩手 10 14位 埼玉 10
21位 秋田 10 14位 山梨 10
21位 山形 10 14位 新潟 10
21位 福島 10 14位 長野 10
21位 栃木 10 14位 福井 10
21位 群馬 10 14位 静岡 10
21位 山梨 10 14位 愛知 10
21位 新潟 10 14位 岐阜 10
21位 長野 10 14位 滋賀 10
21位 静岡 10 14位 京都 10
21位 愛知 10 14位 大阪 10
21位 岐阜 10 14位 兵庫 10
21位 滋賀 10 14位 奈良 10
21位 兵庫 10 14位 和歌山 10
21位 奈良 10 14位 鳥取 10
21位 和歌山 10 14位 島根 10
21位 鳥取 10 14位 岡山 10
21位 島根 10 14位 山口 10
21位 岡山 10 14位 徳島 10
21位 徳島 10 14位 愛媛 10
21位 愛媛 10 14位 高知 10
21位 高知 10 14位 佐賀 10
21位 長崎 10 14位 長崎 10
21位 宮崎 10 14位 宮崎 10
21位 沖縄 10 14位 沖縄 10

ハンドボール競技
男女総合 (成績順) 女子総合(成績順)

資 料 編
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競技結果概要（総合成績・競技別総合）

Ａ：坂東市総合体育館　　Ｂ：県立岩井高等学校体育館　　

2244 3366

3311 3355

3322 1188

2244 2255

2211 2200

1177 2288

2233 3322

2244 2244

3388 2255

3322 2211

2233 2222

1144 1188

2299 1177

1166

2233 2277

3300

2277

2288 2299 4411

3311 3333

3311 2266
佐
賀
県

宮
城
県

北海道

愛媛県

栃木県

Ａ－て
11:40

広島県

山口県

福岡県

富山県

千葉県

5

福井県

三重県

京都府

和歌山県

茨城県

山梨県

岩手県

ハンドボール競技組合せ表

【　成　年　男　子　】

都道府県名

10/3（木） 10/4（金） 10/5（土） 10/6（日） 10/7（月） 10/6（日） 10/5（土） 10/4（金） 10/3（木）

２回戦 準々決勝 準決勝
決勝

3位決定戦
準決勝 準々決勝 ２回戦 １回戦

1 10

Ａ－せ
13:30

Ａ－い
11:40

3 12

都道府県名
１回戦

4 13

埼玉県 宮城県

Ａ－え
10:00

Ａ－お
11:40

2 11

Ａ－あ
10:00

Ａ－し
10:00

15

Ｂ－く
10:00

決勝

14
Ａ－た
10:00

Ａ－ち
11:40

Ｂ－け
11:40

佐賀県 愛知県

Ａ－き
15:00

Ａ－う
13:20

8 18

17
Ａ－す
11:45

Ａ－そ
15:15

3位決定戦

Ａ－か
13:20

Ａ－つ
10:00

Ｂ－さ
15:00

9 19

Ｂ－こ
13:20

7 16

6

競 技 結 果 等

埼玉県
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Ｂ：県立岩井高等学校体育館　　Ｃ：常総運動公園総合体育館

5511 3344

3311 2255

1122 1155

2299 2266

1177 0088

1177 3322

3366 4400

3333 1166

1166 1177

2200 1144

2255 3322

2200 2255

2255 2200

1155 1166

2233 2277

2299 2244

千葉県

北海道

三重県

香川県

神奈川県

福島県

富山県

茨城県

6 14

東京都 兵庫県

１回戦

ハンドボール競技組合せ表

【　成　年　女　子　】

都道府県名

10/3（木） 10/4（金） 10/5（土）

Ｃ－ケ
10:00

Ｃ－サ
13:30

都道府県名

鹿児島県

Ｃ－オ
10:00

岩手県

１回戦 準々決勝 準決勝

10/4（金） 10/3（木）

決勝
3位決定戦

準決勝 準々決勝

10/5（土） 10/6（日）

石川県

Ｂ－イ
11:40

Ｃ－カ
11:40

4

3 11

Ｂ－ア
10:00

決勝

Ｃ－セ
11:40

5

1 9

13

8

Ｃ－ソ
10:00

16

2 10

Ｃ－タ
11:40

Ｃ－ス
10:00

12

Ｃ－コ
11:45

Ｃ－シ
15:15

熊本県

Ｂ－ウ
13:20

Ｃ－キ
13:20

熊
本
県

広
島
県

広島県

7 15
３位決定戦

Ｂ－エ
15:00

大阪府

Ｃ－ク
15:00

石川県
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Ｄ：水海道総合体育館　　E：県立水海道第二高等学校体育館

2277 2288

2288 2211

2211 2299

2255 2277

2211 2277

2211 3300

2222 2233

2277 2266

2211 1199

2233 2222

2222 2299

1144 2211

2233 2255

3322 2222

1177 2299

3399 2244

山口県岐阜県

Ｄ－⑬
13:30

12
決勝

Ｄ－③
12:20

大阪府

大分県 北海道

茨城県

5

Ｄ－⑯
15:00

Ｅ－⑦
14:00

埼玉県

千葉県

神奈川県

岩手県

D－⑨
12:20

ハンドボール競技組合せ表

【　少　年　男　子　】

都道府県名

10/3（木） 10/4（金） 10/5（土） 10/6（日） 10/5（土）

都道府県名
１回戦 準々決勝 準決勝

10/4（金） 10/3（木）

決勝
3位決定戦

準決勝 準々決勝 １回戦

香川県

Ｄ－②
10:40

Ｄ－⑥
17:20

4

3 11

Ｄ－⑭
15:10

D－⑪
15:50

京都府

沖縄県

Ｄ－①
9:00

Ｄ－⑤
15:40

2 10 宮城県

1 9

6 14

D－⑩
14:05

D－⑫
17:35

福井県

13

茨
城
県

山
口
県

愛知県

7 15
３位決定戦

Ｄ－④
14:00

Ｅ－⑧
15:40

8

Ｄ－⑮
13:20

16

競 技 結 果 等

香川県
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Ｄ：水海道総合体育館　　E：県立水海道第二高等学校体育館

2244 2233

2299 2266

1111 3333

2244 1199

1177 1144

2288 1188

1199 2211

1166 1199

2277 2244

3377 2200

2299 2244

1188 1166

1177 2288

3333

2222 3333

2211

1199

1166 2211 1177

2255 2299

1188 2233

香川県

大阪府

兵庫県 福島県

茨城県

北海道 石川県

岡山県

岐阜県

宮崎県

埼玉県

千葉県

神奈川県

愛知県

Ｅ－ａ
9:00

ハンドボール競技組合せ表

【　少　年　女　子　】

都道府県名

10/3（木） 10/4（金） 10/5（土） 10/6（日） 10/7（月） 10/6（日） 10/5（土） 10/4（金） 10/3（木）

都道府県名
１回戦 ２回戦 準々決勝 準決勝

決勝
3位決定戦

準決勝 準々決勝

Ｄ－ｌ
10:00

２回戦 １回戦

1 10

E－ｎ
10:00

Ｅ－ｂ
10:40

3 12

5

Ｄ－ｓ
11:40

4 13

福岡県 大分県

D－ｄ
9:00

Ｅ－ｈ
12:20

2 11

D－e
10:40

決勝

14
Ｄ－ｐ
10:00

Ｄ－ｑ
11:40

Ｅ－ｉ
14:00

Ｅ－ｆ
9:00

E－ｊ
15:40

7 16

6 15

岩手県 東京都

Ｅ－ｃ
12:20

8 18

17
D－ｍ
11:45

Ｅ－ｏ
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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
（令和元年 9 月 30 日現在　敬称略））

№ 役職 機関・団体及び役職 氏名
1 会長 常総市長 神達	 岳志
2 副会長 守谷市長 松丸	 修久
3 坂東市長 木村	 敏文
4

常任委員（守谷市）

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

常任委員（常総市）

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

常任委員（坂東市）

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 監事 守谷市	会計管理者 山崎	 浩行
47 坂東市	会計管理者 小林	 中

守谷市・常総市・坂東市実行委員会名簿

名 簿
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№ 役職 機関・団体及び役職 氏名
48

委員（守谷市）

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 石田	 昭規
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
103

委員（常総市）

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

資 料 編
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№ 役職 機関・団体及び役職 氏名
108

委員（常総市）

水海道金融団幹事行	代表 桑名	 佳明
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 常総保健所	所長 本多	 めぐみ
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	支部長 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
149

委員（坂東市）

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 坂東市金融団幹事行	代表 村上	 光則
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

名 簿
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№ 役職 機関・団体及び役職 氏名
168

委員（坂東市）

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 坂東市商工会青年部	部長 平㔟	 忠温
170 坂東市商工会女性部	部長 北村	 広美
171 坂東市料理飲食店組合	組合長 荒井	 武夫
172 ボーイスカウト坂東第１団	団委員長 倉持	 善四郎
173 ガールスカウト茨城県第８団	団委員長 武田	 まゆみ
174 岩井ロータリークラブ	会長 逆井	 光雄
175 岩井ライオンズクラブ	国体準備委員長 石塚	 正樹
176 猿島ライオンズクラブ	代表 飯田	 孝
177 日本郵便㈱岩井郵便局	局長 立原	 貞幸
178 日本郵便㈱猿島郵便局	局長 沼口	 宗夫
179 茨城県バス協会県西支部	副支部長 笠原	 修
180 境地区交通安全協会坂東支部	 	副支部長 木村	 藤一
181 坂東市スポーツ少年団	本部長 森	 久雄
182 青少年育成坂東市民会議	会長 草間	 德一
183 坂東市シニアクラブ連合会	会長 中山	 邦志
184 坂東市市長公室	室長 青木	 栄
185 坂東市総務部	部長 山口	 誠
186 坂東市企画部	部長 金久保	 吉之
187 坂東市市民生活部	部長 猪瀬	 宏彰
188 坂東市保健福祉部	部長 吉岡	 浩之
189 坂東市産業経済部	部長 鈴木	 博
190 坂東市都市建設部	部長 奥貫	 浩司
191 坂東市上下水道部	部長 小島	 浩
192 坂東市教育委員会	教育部長 松﨑	 和人
193 坂東市議会事務局	事務局長 羽富	 智
194

顧問（守谷市）

守谷市議会	副議長 高橋	 典久
195 守谷市議会議会運営委員会	委員長 市川	 和代
196 守谷市議会総務教育常任委員会	委員長 青木	 公達
197 守谷市議会都市経済常任委員会	委員長 寺田	 文彦
198 守谷市議会保健福祉常任委員会	委員長 高梨	 恭子
199 行方市長	 鈴木	 周也
200 茨城県議会	議員 小川	 一成
201 衆議院議員	 葉梨	 康弘
202

顧問（常総市）

常総市議会	副議長 小林	 剛
203 常総市議会運営委員会	委員長 茂田	 信三
204 常総市議会総務常任委員会	委員長 遠藤	 章江
205 常総市議会文教厚生常任委員会	委員長 大澤	 清
206 常総市議会建設経済常任委員会	委員長 中村	 博美
207 常総市議会広報常任委員会	委員長 岡野	 一男
208 茨城県議会	議員 飯田	 智男
209 茨城県議会	議員 金子	 晃久
210

顧問（坂東市）

坂東市議会	副議長 後藤	 治男
211 坂東市議会運営委員会	委員長 眞喜志	 修
212 坂東市議会総務常任委員会	委員長 渡辺	 利男
213 坂東市議会教育民生常任委員会	委員長 青木	 浩美
214 坂東市議会産業建設常任委員会	委員長 石川	 寛司
215 茨城県議会	議員 石塚	 隼人
216 衆議院議員	 中村	 喜四郎
217 衆議院議員	 永岡	 桂子
218

参与（守谷市）

守谷市議会	議員 伯耆田	 富夫
219 守谷市議会	議員 佐藤	 弘子
220 守谷市議会	議員 山田	 美枝子
221 守谷市議会	議員 川名	 敏子
222 守谷市議会	議員 長谷川	 信市
223 守谷市議会	議員 渡辺	 秀一
224 守谷市議会	議員 髙梨	 隆
225 守谷市議会	議員 浅川	 利夫
226 守谷市議会	議員 末村	 英一郎
227 守谷市議会	議員 堤	 茂信

資 料 編
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№ 役職 機関・団体及び役職 氏名
228

参与（守谷市）

守谷市議会	議員 神宮	 栄二
229 守谷市議会	議員 砂川	 誠
230 守谷市議会	議員 渡辺	 大士
231 守谷市教育委員会	教育長職務代理者 山本	 キヨ
232 守谷市教育委員会	教育委員 椎名	 和良
233 守谷市教育委員会	教育委員 萩谷	 直美
234 守谷市教育委員会	教育委員 河原	 健
235 守谷市	代表監査委員 髙瀬	 尚則
236 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局	支局長 辻	 正剛
237 国土交通省関東地方整備局常総国道事務所	所長 近藤	 進
238 朝日新聞社水戸総局	 総局長 伊藤	 宏
239 茨城新聞社取手・龍ケ崎支局	 支局長 高阿田	 総司
240 産経新聞社水戸支局	 支局長 日出間	 和貴
241 東京新聞水戸支局	 支局長 佐藤	 圭
242 毎日新聞取手通信部	 記者 安味	 伸一
243 読売新聞取手通信部	 記者 伊藤	 譲治
244 NHK水戸放送局つくば報道室 秋山	 度
245 時事通信社水戸支局	 支局長 小嶋	 淳生
246 共同通信社つくば通信部 永井	 なずな
247 茨城放送	 常務取締役 髙橋	 正良
248

参与（常総市）

常総市議会	議員 佐藤	 剛史
249 常総市議会	議員 栁井	 真吾
250 常総市議会	議員 広瀬	 光一
251 常総市議会	議員 石塚	 剛
252 常総市議会	議員 草間	 典夫
253 常総市議会	議員 吉原	 晴照
254 常総市議会	議員 飯島	 忠
255 常総市議会	議員 関	 優嗣
256 常総市議会	議員 坂野	 茂実
257 常総市議会	議員 坂巻	 文夫
258 常総市議会	議員 喜見山	 明
259 常総市議会	議員 風野	 芳之
260 常総市議会	議員 水野	 昇
261 常総市議会	議員 中村	 安雄
262 常総市議会	議員 堀越	 道男
263 常総市教育委員会	教育長職務代理者 入江	 昭三郎
264 常総市教育委員会	教育委員 平井	 丈史
265 常総市教育委員会	教育委員 荻根	 文江
266 常総市教育委員会	教育委員 東谷	 綾子
267 常総市監査委員事務局	代表監査委員 中川	 清彦
268

参与（坂東市）

坂東市議会	議員 藤野	 稔
269 坂東市議会	議員 渡辺	 昇
270 坂東市議会	議員 林	 順藏
271 坂東市議会	議員 風見	 好文
272 坂東市議会	議員 滝本	 輝義
273 坂東市議会	議員 桜井	 広美
274 坂東市議会	議員 滝本	 和男
275 坂東市議会	議員 金久保	 幸男
276 坂東市議会	議員 青木	 和之
277 坂東市議会	議員 石山	 実
278 坂東市議会	議員 倉持	 欣也
279 坂東市議会	議員 染谷	 栄
280 坂東市議会	議員 古谷	 司
281 坂東市議会	議員 張替	 進一
282 坂東市教育委員会	教育長職務代理者 田中	 芳文
283 坂東市教育委員会	教育委員 井口	 理恵
284 坂東市教育委員会	教育委員 山口	 直通
285 坂東市教育委員会	教育委員 和田	 孝行
286 坂東市監査委員事務局	代表監査委員 飯田	 修

名 簿
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総総務務企企画画専専門門委委員員会会 （令和元年9月30日現在　敬称略）
所属機関・団体名 役職 氏名 備考

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 副委員長
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 委員長
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
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

副委員長

坂東市

学校

守谷市

常総市

坂東市

市

守谷市

常総市

坂東市

いいききいいきき茨茨城城ゆゆめめ国国体体守守谷谷市市・・常常総総市市・・坂坂東東市市実実行行委委員員会会　　専専門門委委員員会会委委員員

選出区分

産業経済
社会福祉

守谷市

常総市

専門委員会名簿

資 料 編
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競競技技式式典典専専門門委委員員会会
所属機関・団体名 役職 氏名 備考

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 委員長
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 副委員長
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 副委員長
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 秘書広報課 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

宿宿泊泊衛衛生生専専門門委委員員会会
所属機関・団体名 役職 氏名 備考

1 日本旅行業協会関東支部茨城地区委員会 代表 應本　勲 委員長
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 副委員長
7 常総保健所 衛生課長 古矢　賢司
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 坂東市食生活改善推進協議会 会長 野口　博子 副委員長
11 坂東市料理飲食店組合 組合長 荒井　武夫
12 保健センター 所長 小林　龍一
13 生活環境課 課長 中山　隆史
14 経済課 課長 北澤　盛次
15 保健推進課 課長 石島　均
16 生活環境課 課長 文藏　栄一
17 商工観光課 課長 古谷　篤
18 健康づくり推進課 課長 渡辺　幸子
19 生活環境課 課長 海老原　健
20 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

坂東市

市

守谷市

常総市

坂東市

学校体育

守谷市

常総市

坂東市

市

守谷市

常総市

坂東市

スポーツ

守谷市

常総市

坂東市

選出区分

名 簿
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輸輸送送交交通通専専門門委委員員会会
所属機関・団体名 役職 氏名 備考

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 副委員長
6 協栄観光バス㈱ 代表取締役 中川　進
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 委員長
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 副委員長
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

企企業業協協賛賛推推進進専専門門委委員員会会
所属機関・団体名 役職 氏名 備考

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 委員長
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 石田　昭規
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 副委員長
9 水海道金融団幹事行 代表 桑名　佳明
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 副委員長
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 坂東市金融団幹事行 代表 村上　光則
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 高田　康司
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

国

警察等

守谷市

常総市

坂東市

市

守谷市

常総市

坂東市

選出区分

産業経済

守谷市

常総市

坂東市

輸送交通

守谷市

常総市

坂東市

選出区分

資 料 編
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（順不同・敬称略）
ふふるるままいいココーーナナーー協協力力者者
【【 守守 谷谷 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 常常 総総 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 坂坂 東東 市市 】】 　 　 　 　 　

　
手手づづくくりり装装飾飾等等協協力力者者
【【 守守 谷谷 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 常常 総総 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 坂坂 東東 市市 】】 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　
花花いいっっぱぱいい運運動動協協力力者者
【【 守守 谷谷 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 常常 総総 市市 】】 　 　 　

【【 坂坂 東東 市市 】】 　 　 　

炬炬火火採採火火式式・・集集火火式式協協力力者者
【【 守守 谷谷 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 常常 総総 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 坂坂 東東 市市 】】 　 　 　 　 　

セセレレモモニニーー等等協協力力者者
【【 守守 谷谷 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 常常 総総 市市 】】 　 　 　 　 　

【【 坂坂 東東 市市 】】 　 　 　 　 　

そそのの他他

　石下紫峰高等学校　　水海道第一保育所　　水海道第二保育所　　水海道第三保育所
　水海道第四保育所　　水海道第五保育所　　水海道第六保育所　　玉幼稚園　　岡田幼稚園
　飯沼幼稚園　　豊田幼稚園　　御城幼稚園

　水海道小学校　　大生小学校　　五箇小学校　　三妻小学校　　大花羽小学校　　菅原小学校

　南中学校　　猿島中学校

　㈱常陽銀行岩井支店　　　㈱筑波銀行岩井支店

　逆井山小学校　　沓掛小学校　　内野山小学校　　東中学校　　岩井中学校

　郷州小学校　　松前台小学校　　松ケ丘小学校　
　大井沢小学校　　大野小学校　　高野小学校　　守谷小学校　　黒内小学校　　御所ケ丘小学校

　坂東市更生保護女性会　　坂東総合高等学校　　五島豆腐店

　七重小学校　　弓馬田小学校　　飯島小学校　　神大実小学校　　岩井第一小学校
　岩井第二小学校　　七郷小学校　　中川小学校　　長須小学校　　生子菅小学校

　七重小学校　　弓馬田小学校　　飯島小学校　　神大実小学校　　岩井第一小学校
　岩井第二小学校　　七郷小学校　　中川小学校　　長須小学校　　生子菅小学校
　逆井山小学校　　沓掛小学校　　内野山小学校　　東中学校　　岩井中学校
　南中学校　　猿島中学校

　郷州小学校　　松前台小学校　　松ケ丘小学校　　守谷中学校　　愛宕中学校　　

　守谷ひょうたんクラブ

　岩井てまり同好会　　切り絵同好会　　NHKプリザーブドフラワー

　もりや花のまちづくり　守谷市公園等里親団体
　大井沢小学校　　大野小学校　　高野小学校　　守谷小学校　　黒内小学校　　御所ケ丘小学校

　御所ケ丘中学校　　けやき台中学校　　はばたき　　守谷高等学校　

　水海道小学校　　大生小学校　　五箇小学校　　三妻小学校　　大花羽小学校　　菅原小学校
　豊岡小学校　　絹西小学校　　菅生小学校　　岡田小学校　　玉小学校　　石下小学校

　守谷市ボランティア協会　 守谷市民応募による協力者 

いいききいいきき茨茨城城ゆゆめめ国国体体守守谷谷市市・・常常総総市市・・坂坂東東市市実実行行委委員員会会　　　　団団体体・・協協力力者者一一覧覧

　守谷そば打ち倶楽部

　坂東市食生活改善推進協議会　　ばんどう市女性団体協議会　　坂東市地域女性団体連絡会

　常総市地域女性団体連絡会　　常総市商工会青年部　　常総ボランティア連絡協議会
　常総市食生活改善推進員連絡協議会　　JA常総ひかり　　常総市商工会女性部
　里地・里山保全むくの木会　　ゆたかや製菓　　お菓子の店 石塚

　大井沢小学校　　大野小学校　　高野小学校　　守谷小学校　　黒内小学校　　御所ケ丘小学校
　郷州小学校　　松前台小学校　　松ケ丘小学校　　守谷中学校　　愛宕中学校　
　御所ケ丘中学校　　けやき台中学校　　

　岩井グリーンランドフラワー友の会　　岩井第二小学校ＰＴＡ評議員会環境部
　上出島交通安全母の会　　冨田地区母の会　　 岩井第一地区子ども会育成会

　豊田小学校　　飯沼小学校　　水海道中学校　　鬼怒中学校　　水海道西中学校
　石下中学校　　石下西中学校　　水海道第一高等学校　　水海道第二高等学校
　石下紫峰高等学校

　北水海道ふれあい会　　坂手町後援会　　水海道あすなろの里　　常総市緑化推進委員会
　ミズノ株式会社　　大里富子（花つくり隊）　　日高千恵子（花つくり隊）
　宮武千代子（花つくり隊）　　亀田光子（花つくり隊）　　滝本美代（花つくり隊）
　鶴見純子（花つくり隊）　　認定こども園みつかいどう（花つくり隊）
　水海道小学校　　大生小学校　　五箇小学校　　三妻小学校　　大花羽小学校　　菅原小学校
　豊岡小学校　　絹西小学校　　菅生小学校　　岡田小学校　　玉小学校　　石下小学校
　豊田小学校　　飯沼小学校　　水海道中学校　　鬼怒中学校　　水海道西中学校
　石下中学校　　石下西中学校　　水海道第一高等学校　　水海道第二高等学校

　ふるさと納税・クラウドファンディング協力者

　豊岡小学校　　絹西小学校　　菅生小学校　　岡田小学校　　玉小学校　　石下小学校
　豊田小学校　　飯沼小学校　　水海道中学校　　鬼怒中学校　　水海道西中学校
　石下中学校　　石下西中学校　　一般社団法人 常総青年会議所

　坂東市ふるさとガイドの会

　南中学校　　猿島中学校

　水海道中学校吹奏楽部　　スマイルキッズ　　YOSAOKOIなごみ＆スマイルエンジェル

　七重小学校　　弓馬田小学校　　飯島小学校　　神大実小学校　　岩井第一小学校
　岩井第二小学校　　七郷小学校　　中川小学校　　長須小学校　　生子菅小学校
　逆井山小学校　　沓掛小学校　　内野山小学校　　東中学校　　岩井中学校

　岩井中学校吹奏楽部　　弓馬田小学校　　猿島幼稚園　　坂東市ちびっこソムリエ

　守谷中学校吹奏楽部　　大井沢小学校　　土塔中央保育所　　守犬　　もりやもり　　くまモン隊

　水海道第一高等学校済美応援團　　水海道第二高等学校書道部　　石下小学校　　　　

　水海道第一高等学校済美応援團

　

名 簿
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令和元年9月30日現在
【事務局長】 古矢　勲

【事務局長補佐】 倉持　洋一

【事務局員】 下田尾　理恵子 大野　貴司

井上　強 鶴田　拓也

倉持　佐智子

報告書の取扱いについて

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会
（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）

この報告書と付属のDVDに収録されている記事，画像，映像などのコンテンツの著作権はいきいき茨城ゆめ国体
守谷市・常総市・坂東市実行委員会及び当該情報提供者にありますので，無断での使用はできません。

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

みなさまの心温まるご支援，ご協力
ありがとうございました。

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市大会報告書
令和２年１月発行
＜編集・発行＞

古矢　和義

中村　昌子

尾形　優

小林　彩香

戸崎　圭一

横川　博之

谷口　悠

細田　大慈



国民体育大会マーク

昭和 22 年に国民体育大会のシンボル
として制定され、第 2回大会から使用
されています。30 度右傾斜した赤色の
火炎を直径の 10 分の 1幅の紺青色の
円帯で囲んでいます。

総合開会式・総合閉会式会場

笠松運動公園陸上競技場

大会愛称

選手やボランティアをはじめ、国体に参加するすべての人々に、活気にあふれ、
いきいきと活躍できる夢のあるスポーツの祭典のすばらしさを感じていただき
たい、という想いを込めています。

スローガン

国体に様々な形で参加することによって飛躍し、そして、未来に向けて大きく
羽ばたいていける大会であるように、という想いを込めています。

キャラクターの「いばラッキー」です。

みんなに幸福を届けることが大好きで、好奇心旺盛！
頭にあるアンテナで幸運の届け先をいつも探しています。
左手の緑のハートからは「夢を描くパワー」を、右手のオレン
ジのハートからは「勇気のパワー」を発することができます。
頑張っている人を見ると、アンテナが反応！背中の翼でどこ
へでも行って、輝くみんなに夢と幸運を届けます！

マスコット「　　　　　　」




