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報告第１号 

 

第７４回国民体育大会の概要及び下妻市開催競技 

 

１ 大会開催概要 

（1） 大会名称：第７４回国民体育大会 

 

（2） 第７４回国民体育大会愛称及びスローガン 

大 会 愛 称： 

  
大会スローガン： 

  

 

（3） 開催年：平成３１年（２０１９年） 

【参考】平成２８年：岩手国体 平成２９年：愛媛国体 平成３０年：福井国体 

 

（4） 開催期間及び競技会期 

大会開催期間：９月２８日（土）～１０月８日（火） １１日間 

競技会期（ソフトボール）：９月２９日（日）～１０月１日（火） ３日間 

 

（5） 主 催 

大  会：（公財）日本体育協会・文部科学省・茨城県 

各競技会：上記に日本体育協会加盟競技団体・会場市町村を追加。 

 

（6） 実施予定競技 

    正式競技：３７競技 

     都道府県対抗の得点対象（天皇杯・皇后杯）となる競技。 

      公開競技：５競技 

     都道府県代表の参加により中央競技団体主導で開催。 

     都道府県対抗の得点対象とならない。 

      特別競技：１競技 

     高等学校野球のことをいい，都道府県対抗の得点対象とならない。 

  デモンストレーションスポーツ：３１競技 

   子供からお年寄りまでの県内在住者を対象とした、幅広く参加できるレクリ

エーションスポーツ。都道府県対抗の得点対象とならない。 

 

国体マスコット 

いばラッキー 
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２ 下妻市開催競技 

(1) 正式競技 

競技種目：ソフトボール（少年男子・少年女子）※高校生 

    競技会場：少年男子 茨城県営砂沼広域公園スポーツゾーン 野球場 

下妻市営柳原球場 Ａ球場 

少年女子 下妻市営千代川運動公園 野球場 

下妻市立千代川中学校 グラウンド 

 

(2) デモンストレーションスポーツ 

競技種目：Ｅボート 

競技会場：鬼怒川大形橋上流左岸 

 

 

３ リハーサル大会 

(1) 大会名称 

   第７３回国民体育大会関東ブロック大会 ソフトボール競技 

 

(2) 開催時期 

   平成３０年８月１８日（土）～８月２０日（月）※予定 

 

 (3) 競技種目 

ソフトボール（少年男子・少年女子）※高校生 

 

 (4) 競技会場 

少年男子 茨城県営砂沼広域公園スポーツゾーン 野球場 

下妻市営柳原球場 Ａ球場 

少年女子 下妻市営千代川運動公園 野球場 

下妻市立千代川中学校 グラウンド 
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　７１名
会長 ：

副会長 ：

監事 ：

常任委員 ：

委員 ：

　２９名
会長 ：

副会長 ：

常任委員 ：

７名

２名
重要事項につ
いて会長の諮
問に応じ助言
を行う

必要事項につ
いて会長の諮
問に応じ助言
を行う

　１名

４０名

総務企画専門委員会 輸送交通専門委員会宿泊衛生専門委員会競技式典専門委員会

・準備総合計画
・広報
・市民総参加運動
・ボランティア募集
・接伴関係

・競技運営
・施設整備
・式典関係
・炬火リレー関係

・宿泊・配宿関係
・医療救護関係
・環境衛生・食品衛生

・輸送関係
・交通対策関係
・消防防災・警備関係

報告第２号

専　門　委　員　会

○分野ごとに常任委員会から付託された
　　事項の審議

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会

総　　　　　　会

○開催方針の決定
○事業計画・予算の決定
○常任委員会への委任事項の決定等

常　任　委　員　会

○総会からの委任事項の審議・決定
○専門委員会の設置及び付託事項の
　　審議・決定　等

事　　　務　　　局
（生涯学習課　国体推進室）

１名

７名

２１名

準備委員会組織図

顧　問 参　与

２１名
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報告第３号 

 

第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画 

 

１ 趣旨 

第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」（以下「茨城国体」という。）の開催に

向け、市民の総力を結集し、心からのおもてなしで下妻市ならではの個性と魅力ある大会

の実現に努めるとともに、市民と行政の協働を推進し、新たな活力とにぎわいを創出する

大会を目指すため、第７４回国民体育大会下妻市基本方針に基づき開催推進総合計画を定

めるものとする。 

 

２ 主要項目 

（１）総務企画 

県、競技団体、関係機関及び関係団体（以下「県等」という。）と連携し、茨城国体

下妻市ソフトボール競技会を成功させるとともに、本大会を一過性のものとせず、将来

のまちづくりにつながるものとするため、本計画を基に主要項目ごとの詳細な実施計画

を策定し、施策を推進する。 

  ・総合計画進行管理  

  ・年次計画進行管理  

   

（２）財務 

県等との相互協力のもと、簡素な中にも実りある国体を目指し、適切で効率的な財務

運営を行う。また、国体事業推進に向けて様々な協賛を募り、市民総参加による大会と

する。 

・国体開催経費予算編成 

  ・リハーサル大会開催経費予算編成 

  ・国体事業への協賛推進 

 

（３）広報 

茨城国体に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に

展開するとともに、下妻市を訪れる方々をはじめ、全国に歴史・伝統・文化・自然・食

など下妻市の魅力を発信する。また、国体開催の成果を永く記録に留めるため、大会記

録報告書等を編纂する。 

  ・広報展開(印刷物・メディア・啓発イベント・工作物等) 

  ・大会記録報告書の編纂 

    

 

 

平成２９年２月７日 

第２回常任委員会決定 
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（４）市民協働 

市民総参加のもと一丸となって大会を盛り上げ、市民一人ひとりが活躍する大会とす

る。また、国体開催の意義を広めるとともに、茨城国体の経験をその後の市民協働によ

るまちづくりにつなげる。 

  ・運営ボランティアの募集及び活動推進  

・歓迎市民運動(花いっぱい運動、手づくりのぼり旗の作製等)の推進 

  ・文化プログラムの開催 

  ・環境美化活動の実施 

     

（５）歓迎・接伴 

選手や監督をはじめ、下妻市を訪れる方々を温かくお迎えするとともに、本市の観光、

芸術・文化、産業等を広く紹介する。また、下妻駅・道の駅しもつま等への国体案内所

の設置や、競技会場内における休憩所・売店の整備、観光ガイドブックの作成等を通じ、

もう一度訪れていただける心のこもったおもてなしに努める。 

  ・歓迎装飾の実施  

  ・案内所、休憩所、売店の設置  

  ・観光ガイドブック等の作成 

 

（６）競技運営 

県等と緊密な連携を図りながら、参加選手が日頃の練習の成果を十分に発揮できるよ

う、競技に必要な諸条件を整備し、競技会の準備・運営に万全を期す。 

  ・競技運営 

・競技役員等の編成  

  ・競技記録の集計、速報   

  ・リハーサル大会の開催 

 

（７）式典 

可能な限り簡素な装飾や演出に努めることを基本としつつ、創意工夫をこらし、温か

みのある運営に努める。 

  ・表彰式の実施  

  ・炬火イベントの開催  

 

（８）競技用具及び施設 

競技会の実施に必要な用具等の調達については、県等と十分協議し、遅滞のない、過

不足のない整備を行う。さらに、競技施設については、既存施設の有効活用に努めなが

ら、必要な施設の整備を図る。 

  ・大会に使用する競技用具の整備 

・競技施設の整備(看板、仮設スタンド、案内所などの臨時施設を含む) 
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（９）宿泊 

宿泊施設その他関係機関との連携により、地場産品を使用した食事や心地よい宿舎の

提供など、十分にくつろいでいただける環境を整えるとともに、より多くの方々の受け

入れができる効率的な配宿体制の確立を図る。 

  ・監督・選手及び役員等の配宿 

  ・郷土色豊かな食事の提供 

 

（10）医事・衛生 

茨城国体にかかわる全ての方々の健康を確保するとともに、大会を快適な環境のもと

で開催するため、医療機関その他関係機関との連携を強化する。さらに、食品衛生及び

環境衛生に配慮するとともに、防疫対策及び医療救護体制の確立を図る。 

  ・食品衛生対策     

  ・環境衛生対策     

  ・防疫対策       

  ・医療救護体制の確立 

 

（11）輸送・交通 

下妻市の交通事情を勘案し、交通事業者その他関係機関との連携により、安全かつ効

率的で確実な輸送・交通体制の確立を図る。あわせて、交通混雑の緩和と環境への負担

軽減のためにも公共交通機関の利用を促進し、交通安全の徹底を考慮した輸送・交通体

制の確立を図る。 

  ・輸送対策   

  ・交通対策(駐車場確保を含む)  

  ・交通安全対策  

 

（12）警備・消防防災 

競技会場その他大会関係施設における安全面の確保や事故等の防止、大規模災害等の

非常時における緊急対応に万全を期するため、警察・消防その他関係機関と連携を密に

しながら、警備・消防防災体制の確立を図る。 

  ・警備対策 

  ・消防防災対策 

  ・大規模災害等の対策 
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報告第４号

■競技会場・練習会場・仮設施設の整備、管理運営

希望郷いわて国体での取り組み（競技式典関係）

　競技会場全景（バックネットやフェンスも仮設施設） 球場本部（音響設備やＰＣ配置）

バックスクリーン・得点板等設置（仮設） 一般観覧席設置（仮設）

実施本部・競技記録本部設置 本部内はＰＣ等のＯＡ機器を配備
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■競技用具調達、整備、管理

■式典（開始式、表彰式）及び大会役員等

グラウンド整備の様子
※高校生ボランティアを中心に実施 　　　　 球場本部（競技役員を中心に編成）

球場整備備品（バックネット裏に配備） 球場整備備品（ラインカー、スケール等）

表彰式の様子 表彰状（5位以上が表彰）

　　　表彰式の介添えは地元の高校生ボランティアが担当
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　　　　　　　　小学生、国体・大会選手及び実行委員会会長による集火式

　　　　　　　施設利用児童、老人会代表者による採火式

　　　　　　　　田頭小学校6年生による採火式

■炬火・集火イベント

　　　　　　　　見前地区の小中学生による採火

　　　　桜城地区の児童、地域の方による採火式 　　　　　　　　中学校柔道部部員、市内スポーツ少年団団員による採火式
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議案第１号 

 

第７４回国民体育大会下妻市競技会運営基本計画（案） 

 

１ 目的 

 本市で開催される、第７４回国民体育大会及びリハーサル大会における競技会について、

県、競技団体との緊密な連携を図りながら、選手が日頃の練習の成果を十分に発揮できるよ

う円滑で効率的に運営するため、本計画を策定する。 

 

２ 内容 

(1)競技会の運営 

競技会の運営については、県、競技団体、施設管理者、その他関係機関と緊密な連携を

図るとともに、広範多岐にわたる業務を円滑に運営できる体制づくりを行う。 

 

(2)競技役員等の編成 

競技役員等の編成については、県、競技団体、その他関係機関と協議のうえ、適正な配

置を行う。 

 

(3)競技会場及び練習会場の整備等 

競技会場及び練習会場の整備及び確保等については、県、競技団体、その他関係機関と

協議のうえ、計画的かつ効率的に行う。 

 

(4)競技用具の整備 

競技用具の整備については、県、競技団体、その他関係機関と協議のうえ、計画的かつ

効率的に行う。 

 

(5)記録 

競技記録の収集及び速報については、県、競技団体、その他関係機関と協議のうえ、正

確かつ迅速に処理できる体制づくりを行う。 

 

(6)リハーサル大会 

リハーサル大会の競技会運営については、前各号を準用する。 

また、基本的には先催県の開催内容を踏襲しながらも、役員の編成及び会場整備、記録

等については、本大会ソフトボール競技会の実施に必要な競技会運営能力の向上を図る

ため、出来る限り本大会にあわせたものとする。 
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議案第２号 

 

第７４回国民体育大会下妻市式典基本計画（案） 

 

１ 目的 

 本市で開催される、第７４回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という）に

おける式典については、大会参加者への歓迎、賞賛を表すものとし、簡素な装飾や演出に努

めることを基本としつつも、創意工夫を凝らし、温かみのある運営に努めるため、本計画を

策定する。 

 

２ 内容 

(1)式典の種類 

式典の種類は、開始式、表彰式、炬火イベントとする。 

 

(2)開始式 

開始式は、実施の有無を競技団体と協議し、実施する場合にあっては、選手等の負担と

ならないよう配慮するとともに、競技運営に支障のないよう簡素化に努める。 

 

(3)表彰式 

表彰式は、競技団体及び関係機関等と協議し、選手の健闘をたたえる式典となるよう努

める。 

 

(4)炬火イベント 

炬火イベントは、本市の特色を活かし、市民が親しみを持てるよう、創意と工夫を凝ら

して実施する。 

 

(5)式典音楽 

式典で使用する音楽は、ＣＤ等の活用を図るなど簡素化に努める。 

 

(6)リハーサル大会 

リハーサル大会における式典については、先催県の実施内容を踏襲しつつ、前各号を準

用する。 
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議案第３号 

 

第７４回国民体育大会下妻市施設整備基本計画（案） 

 

１ 目的 

 本市で開催される、第７４回国民体育大会及びリハーサル大会における競技施設の整備に

ついて、国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準等を考慮し、既存施設の有効

活用に努めながら、競技運営に支障がないよう、万全を期した整備を行うため、本計画を策

定する。 

 

２ 内容 

(1)競技会場の整備 

競技施設の整備については、競技運営に支障がないよう、県、競技団体その他関係機関

及び施設管理者等と十分協議のうえ、既存施設の有効活用を原則とし、仮設等での対応

を含め、適切で効率的な整備を行う。 

 

(2)練習会場の整備 

練習会場の整備については、県、競技団体及び施設管理者等と十分協議のうえ、既存施

設を有効活用し、現状での利用を基本とする。 

 

(3)臨時仮設物の整備 

競技施設、観客席、案内所、休憩所等の臨時仮設物については、県、競技団体その他関

係機関及び施設管理者等と十分協議のうえ設置する。 

 

(4)給排水施設の整備 

休憩所及び仮設トイレ等で、給排水設備が必要な場合には、施設管理者等と十分協議の

うえ、仮設により整備する。 
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第７４回国民体育大会下妻市準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨) 

第１条 この規程は、第７４回国民体育大会下妻市準備委員会会則（平成２８年２月２５日

決定）第１３条第４項の規定に基づき、第７４回国民体育大会下妻市準備委員会専門委員

会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営について、必要な事項を定めるものと

する。 

（名称及び付託事項） 

第２条  専門委員会の名称及び第７４回国民体育大会下妻市準備委員会常任委員会からの付

託事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条  専門委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(1) 委員長    １名 

(2) 副委員長  若干名 

（役員の選任） 

第４条  委員長及び副委員長は、専門委員のうちから第７４回国民体育大会下妻市準備委員

会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ

委員長が指定した順位により、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営について必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

付 則  

この規程は、平成２９年２月７日から施行する。 

 

 

平成２９年２月７日 

第２回常任委員会決定 

参考資料１ 
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別表（第２条関係） 

名  称 付  託  事  項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民協働に関すること。 

５ 歓迎・接伴に関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に関すること。 

競技式典専門委員会 １ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 競技用具・施設に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

輸送交通専門委員会 １ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 
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【委員９名】 （順不同・敬称略）

選出区分 所属機関・団体名 氏　名 所属団体での役職

下妻市体育協会 山本　学 副会長

下妻市ソフトボール連盟 渡辺　則夫 副会長

茨城県ソフトボール協会 大久保　進司 理事長

鬼怒川流域交流Ｅボート大会実行委員会 飯島　和一 委員長

下妻市スポーツ推進委員会 富永　武久 副委員長

下妻市スポーツ少年団 飯村　純男 本部員

国土交通省 下館河川事務所鎌庭出張所 淺野　貴浩 出張所長

下妻市小中学校体育連盟 増田　淳二 理事長

茨城県高等学校体育連盟ソフトボール専門部 山口　純一 委員長

事務局 下妻市教育委員会生涯学習課国体推進室

スポーツ

学校

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会

競技式典専門委員会委員名簿

参考資料２
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