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いちご一会とちぎ国体県民運動
い ち え

アクションプログラムについて

【いちご一会とちぎ国体県民運動の趣旨】
い ち え

平成34（2022）年に開催する第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」（以下「大
いち え

会」という。）の県民運動は、県民一人ひとりが大会への理解を深め、様々な形で参

加、協力することにより、県民すべてが夢と希望を抱き、感動を分かち合うとともに、来

県者をおもてなしの心で温かく迎える大会の実現を目指して展開します。

この県民運動を通じて、県民が気軽にスポーツに親しみ、生涯を通じた様々なスポ

ーツ活動に結びつけるとともに、県民の郷土愛や連帯感を醸成し、本県の魅力発信や

活力あふれる地域づくりに寄与することを目指します。

【県民運動アクションプログラムとは】
この県民運動アクションプログラムは、「第77回国民体育大会県民運動基本方針」及

び「第77回国民体育大会県民運動基本計画」に基づき、県民一人ひとりの様々な活動

への自発的、積極的な参加機会を創出するとともに、県や市町村等が行う具体的な取

組例や実施スケジュール等を示し、県民運動を推進するために策定するものです。

【県民運動４つの基本目標】
すべての県民が大会イベントやボランティア活動などに主体的に参加し、地１

域が一体となって大会を盛り上げる。

すべての県民が来県者を心のこもった温かいおもてなしで迎える。２

すべての県民がスポーツとの様々な関わりを通じて、生涯にわたりスポーツ３

活動に親しむ。

すべての県民が来県者との交流を通じて、多彩な栃木の魅力を発信する。４

【県民運動推進における役割】

県民のみなさん

○県民一人ひとり

それぞれの立場で、県及び県準備（実行）委員会や市町村、市町村準備（実行）委

員会、関係機関・団体 学校、企業、ＮＰＯ、ボランティア等が推進する活動に自発、

的、積極的に参加する。

○関係機関・団体、学校、企業、ＮＰＯ、ボランティア等

県及び県準備（実行）委員会や市町村、市町村準備（実行）委員会と協力し、県民

運動の担い手として普及・啓発を行うとともに、それぞれが連携を図りながら、自主

的な活動を積極的に行う。
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市町村、市町村準備（実行）委員会

各市町村の実情に応じた県民運動の推進計画を定め、普及・啓発活動を行うととも

に、地域住民や各種団体等と協力して、地域の特性に応じた取組を推進する。

県、県準備（実行）委員会

県民運動の全県的な推進計画を定め、 市町村、市町普及・啓発活動を行うとともに、

村準備（実行）委員会や各種団体等との連携を図り、全県的な運動の支援を行う。

【県民運動推進のイメージ図】
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基本目標ごとの具体的な取組について

基本目標１ すべての県民が大会イベントやボランティア
活動などに主体的に参加し、地域が一体と
なって大会を盛り上げる。

趣旨
選手の応援や様々なイベント、ボランティア活動等に参加することで、大会を「する」

「みる」「支える」といった関わりを持ち、すべての県民が参加する「県民総参加」による

取組を推進し、大会を盛り上げます。

県民のみなさんの取組例
(1) 総合開・閉会式の運営や出演、炬火イベント等への参加

・総合開・閉会式の式典前演技等や炬火イベント（採火、炬火リレー等）に参加する。

・大会関係のイベントに参加する。

(2) 競技会場での観戦や選手の応援
・競技会場で競技を観戦し、全国レベルのパフォーマンスを体感する。

・競技会場で応援グッズ等を使って、選手にエールを送る。

・イメージソングを覚えて、応援や盛り上げに活用する。

・ホームページに選手への応援メッセージを送る。

(3) ボランティア活動への参加
・総合開・閉会式会場や競技会場等で、受付・案内、会場整理、会場美化、会場サービス、

式典運営補助などのボランティア活動に参加する。

・総合開・閉会式会場や競技会場等で、手話や要約筆記などのボランティア活動に参加す

る。

・大会のＰＲ活動などのボランティア活動に参加する。

(4) 国体募金や企業協賛による協力
・国体募金や企業協賛で、大会に参加する。

市町村、市町村準備（実行）委員会の取組例
(1) 総合開・閉会式の運営や出演、炬火イベント等への参加

・炬火イベント（採火・炬火リレー等）の企画、実施

・大会やスポーツをテーマにしたイベント、文化行事等への協力

(2) 競技会場での観戦や選手の応援
・ホームページ等で競技会場、競技内容、参加県選手団等の紹介

・応援グッズの製作・配布の推進

・応援メッセージの募集・ホームページ等への掲載

・イメージソングの普及、イメージソングを活用した応援を推進

・ホームページ等で地域にゆかりの県選手団等を紹介し、選手を応援

(3) ボランティア活動への参加
・競技会運営ボランティア等の募集・育成
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(4) 国体募金や企業協賛による協力
・国体募金及び企業協賛制度への協力

県、県準備（実行）委員会の取組例
(1) 総合開・閉会式の運営や出演、炬火イベント等への参加

・総合開・閉会式の式典前演技等の企画、実施

・炬火イベント（採火・炬火リレー等）の企画、実施

・大会イベントの企画・実施

(2) 競技会場での観戦や選手の応援
・ホームページ等で競技会場、競技内容、参加県選手団等の紹介

・応援メッセージの募集・ホームページ等への掲載

・応援グッズの製作・配布の推進

・イメージソングの制作、普及・啓発

(3) ボランティア活動への参加
・大会運営（受付・案内、会場整理、会場美化、会場サービス、式典運営補助など）、情報支

援（手話や要約筆記など）、広報（大会のＰＲ活動など）等のボランティアの募集・育成

(4) 国体募金や企業協賛による協力
・国体募金及び企業協賛制度の構築

・国体募金及び企業協賛の募集、協力依頼

・募金付き国体グッズの製作、販売

H30 H3１ H32 H33 H34実施スケジュール案
（2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

(1) 総合開・閉会式の運営や出演、炬火イベント

等への参加

総合開・閉会式の式典等への参加

大会イベントの企画・実施

(2) 競技会場での観戦や選手の応援

競技会場、競技内容、選手団の紹介

応援グッズの製作・配布

イメージソングの制作、普及・啓発

(3) ボランティア活動への参加

ボランティアの募集

ボランティア育成、活動実践

(4) 国体募金や企業協賛による協力

国体募金や企業協賛制度の構築

国体募金や企業協賛の募集、協力依頼

募金付き国体グッズの製作、販売

※ は検討・準備期間 は実施期間
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基本目標２ すべての県民が来県者を心のこもった温かい
。おもてなしで迎える

趣旨
全県民が来県者を誠意とまごころを持って温かく迎え、地域住民との出会いや交流

を通して、来県者が楽しみ、参加できる場を提供するなど、オリンピック・レガシー（遺

産）を生かして、「とちぎ観光おもてなし条例」の趣旨に鑑み、心のこもった栃木県の「お

もてなし」を全国に発信します。

県民のみなさんの取組例
(1) 笑顔で元気なあいさつ、親切・丁寧な応対

・全国から集まる来県者に笑顔で元気なあいさつをし、親切で丁寧な応対をする。

・公共の場でのマナーアップに積極的に取り組み、交通安全運動や防犯活動に参加する。

・おもてなし講習会等に参加する。

(2) たくさんの花ときれいな街づくり
・大会推奨花を育てる。

・地域（自治会、育成会等）の花いっぱい運動に参加する。

・競技会場や沿道、自宅、学校、公民館などの身近な施設をたくさんの花で飾る。

・地域の環境美化活動に参加し、ゴミ拾いなどの清掃活動を行う。

・総合開・閉会式会場や競技会場の清掃活動に参加する。

・大会期間中には積極的に公共交通機関等の利用に努め、環境にやさしい取り組みをす

る。

(3) のぼりや案内看板などで選手を歓迎、応援
・手づくりののぼりや案内看板などの製作に協力し、来県した選手団を温かく迎える。

・ウェルカム・デコレーション（歓迎装飾）づくりに参加する。

・手づくりの都道府県応援のぼりを作成し、競技会場で国体選手を応援する。

(4) 郷土料理やご当地グルメ、特産品でのおもてなし
・来県者に栃木の食文化を紹介するとともに、郷土料理やご当地グルメ、特産品でもてな

す。

市町村、市町村準備（実行）委員会の取組例
(1) 笑顔で元気なあいさつ、親切・丁寧な応対

・あいさつ・声かけ、交通安全、防犯活動等の普及・啓発、参加の呼びかけ

・おもてなし講習会等の実施

(2) たくさんの花ときれいな街づくり
・学校、地域住民、ＮＰＯ等の団体に、大会推奨花の栽培を依頼

・競技会場等を花で装飾

・既存の環境美化活動との連携、推進

・競技会場や公共施設、観光地等周辺の清掃活動実施

・公共交通機関等の利用（エコ通勤）の取組への参加促進

・大会期間中のマイカー利用の自粛や交通規制への協力を呼びかけ
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(3) のぼりや案内看板などで選手を歓迎、応援
・地域づくり団体や学校等へ取組を依頼

・競技会場やその沿道などに手づくりののぼりや案内看板などを設置

・競技会場とその周辺を広告物や花を活用して、ウェルカム・デコレーション（歓迎装飾）を

実施

・手づくりの都道府県応援のぼりの製作を支援し、競技会場等での応援を実施

(4) 郷土料理やご当地グルメ、特産品でのおもてなし
・ホームページ等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介

・競技会場に、郷土料理やご当地グルメ、特産品によるおもてなしコーナーを設置

県、県準備（実行）委員会の取組例
(1) 笑顔で元気なあいさつ、親切・丁寧な応対

・あいさつ・声かけ、交通安全、防犯活動等の普及・啓発、参加の呼びかけ

・おもてなし講習会等の実施促進

(2) たくさんの花ときれいな街づくり
・大会推奨花を決定し、試験栽培を実施

・花育てガイドを作成・配布し、花いっぱい運動を推進

・総合開・閉会式会場等を花で装飾

・鉄道、道路、道の駅、道路沿線、高速道路SA・PAなどの管理者へ協力依頼し、花で装飾

・ホームページ等を活用して、花いっぱい運動に関する情報を発信

・既存の環境美化活動との連携、推進

･総合開・閉会式会場周辺の清掃活動の実施

・交通安全運動や防犯活動の取組などの情報発信

・公共交通機関等の利用（エコ通勤）の取組への参加促進

・大会期間中のマイカー利用の自粛や交通規制への協力を呼びかけ

(3) のぼりや案内看板などで選手を歓迎、応援
・手づくりののぼりや案内看板などの製作を支援するとともに、総合開・閉会式会場やその

沿道などに設置

・総合開・閉会式会場や主要駅等とその周辺を広告物や花を活用して、ウェルカム・

デコレーション（歓迎装飾）を実施

・手づくりの都道府県応援のぼりの製作を支援し、総合開・閉会式会場等での応援を実施

(4) 郷土料理やご当地グルメ、特産品でのおもてなし
・ホームページ等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介

・総合開・閉会式会場におもてなし広場（特産品ブース等）を設置するとともに、競技会場の

おもてなしコーナーの設置を推進
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H30 H3１ H32 H33 H34実施スケジュール案
（2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

(1) 笑顔で元気なあいさつ、親切・丁寧な応対

あいさつ・声かけ等の普及・啓発

おもてなし講習会等の実施

(2) たくさんの花ときれいな街づくり

推奨花決定、試験栽培、栽培

花育てガイドブックの作成・配布

会場等を花で装飾

花いっぱい運動の情報発信

既存の環境美化運動との連携

大会期間中の公共交通機関の利用促進

(3) のぼりや案内看板などで選手を歓迎、応援

のぼりや案内看板等製作・設置

ウェルカム・デコレーション等の実施

(4) 郷土料理やご当地グルメ、特産品でのおもて

なし

ＨＰ等で郷土料理や特産品等を紹介

会場等で郷土料理、特産品等でのおもてなし

※ は検討・準備期間 は実施期間
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基本目標３ すべての県民がスポーツとの様々な関わりを
通じて、生涯にわたりスポーツ活動に親しむ。

趣旨
国体の開催を契機に県民のスポーツへの関心を高め、子どもから高齢者までが生涯

にわたってスポーツ活動に親しむことで、県民の健康づくりを推進します。

県民のみなさんの取組例
(1) デモンストレーションスポーツに参加

・デモンストレーションスポーツに参加し、みんなで楽しむ。

・デモンストレーションスポーツに親しみ、参加者との交流を広げる。

(2) 地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室に参加
・地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室に参加し、スポーツや催し物を楽しむ。

・県内各地で開催されるスポーツ大会に挑戦する。

・学校や地域をはじめとするイベント等において、大会ダンスを踊り、楽しむ。

(3) ライフステージに応じたスポーツ活動への取組
・自分に合ったスポーツを見つけ、スポーツを楽しむ。

・スポーツ少年団活動や運動部活動への参加、学校での体力つくりに取り組む。

・職場、地域、家庭での健康づくりや体力つくりに取り組む。

(4) さまざまなスポーツの観戦や応援
・東京オリンピック・パラリンピックの観戦や応援をする。

地域で行われるスポーツ大会などの観戦や応援をする。・

(5) 地域のスポーツ活動を応援
・地域のスポーツチームを応援する。

市町村、市町村準備（実行）委員会の取組例
(1) デモンストレーションスポーツに参加

・デモンストレーションスポーツの競技紹介や体験教室等の情報発信

・デモンストレーションスポーツの住民への周知

・デモンストレーションスポーツの実施

(2) 地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室に参加
・地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室の情報を発信し、参加を推進

(3) ライフステージに応じたスポーツ活動への取組
・身近な地域でのスポーツ活動の取組等の情報発信

・公共のスポーツ施設や学校体育施設の有効活用を推進

・運動やスポーツの日常化に向けた学校での取組を推進

・職場、地域、家庭での健康づくりや体力つくりを推進

(4) さまざまなスポーツの観戦や応援
・地域で開催されるスポーツイベント等の情報発信

(5) 地域のスポーツ活動を応援
・地域のスポーツ大会・スポーツイベントなどの情報発信
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県、県準備（実行）委員会の取組例
(1) デモンストレーションスポーツに参加

・デモンストレーションスポーツの競技紹介や体験教室等の情報発信、実施する市町村・競

技団体の支援

・デモンストレーションスポーツの県民への周知

(2) 地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室に参加
・地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室の情報を発信し、参加を推進

(3) ライフステージに応じたスポーツ活動への取組
・県内のスポーツ活動の取組等の情報発信

・公共のスポーツ施設や学校体育施設の有効活用を推進

・運動やスポーツの日常化に向けた学校での取組を推進

・職場、地域、家庭での健康づくりや体力つくりを推進

(4) さまざまなスポーツの観戦や応援
・県内で開催されるスポーツイベント等の情報発信

・東京オリンピック・パラリンピックに出場する本県ゆかりの選手の情報発信

(5) 地域のスポーツ活動を応援
・県内のスポーツ大会・スポーツイベント等の情報発信

・東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプの県内誘致を推進

H30 H3１ H32 H33 H34実施スケジュール案
（2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

(1) デモンストレーションスポーツに参加

デモンストレーションスポーツの情報発信

デモンストレーションスポーツの実施

(2) 地域のスポーツイベントや開催競技の体験

教室に参加

地域のスポーツイベント等の情報発信

(3) ライフステージに応じたスポーツ活動への取

組

県内のスポーツ活動の取組等の情報発信

公共のスポーツ施設等の有効活用の推進

スポーツの日常化に向けた取組の推進

(4) さまざまなスポーツの観戦や応援

スポーツイベント等の情報発信

(5) 地域のスポーツ活動を応援

スポーツ大会・スポーツイベントの情報発信

※ は検討・準備期間 は実施期間
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基本目標４ すべての県民が来県者との交流を通じて、多
彩な栃木の魅力を発信する。

趣旨
県民が栃木の豊かな自然や歴史、文化、食などの多彩な魅力を再認識し、国体開催を

絶好の機会ととらえ、来県者をはじめとする多くの方々に紹介するなど、多彩な栃木の魅

力を全国に発信します。

県民のみなさんの取組例
(1) 豊かな自然や歴史、文化、食などの栃木の多彩な魅力紹介

・豊かな自然や歴史、文化、食などの多彩な栃木の魅力を再認識し、情報発信する。

・郷土の歴史・文化の普及・啓発等を目的とした文化プログラムへ参加する。

(2) 地産地消を推進するとともに栃木の郷土料理、ご当地グルメ、特産品の紹介
・県産の食材について知るとともに、栃木の食文化を学ぶ。

・県産の食材を味わう機会を大切にする。

(3) 地域ブランドを積極的にＰＲ
・総合開・閉会式会場や競技会場、大会関連イベント会場等で、栃木の特産品や逸品をＰＲ

する。

市町村、市町村準備（実行）委員会の取組例
(1) 豊かな自然や歴史、文化、食などの栃木の多彩な魅力紹介

・県内外に向け、豊かな自然や歴史、文化、食などの多彩な地域の魅力を情報発信

(2) 地産地消を推進するとともに栃木の郷土料理、ご当地グルメ、特産品の紹介
・地産地消の取組や食育活動の推進

・ホームページ等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介（再掲）

・競技会場に、郷土料理やご当地グルメ、特産品によるおもてなしコーナーを設置（再掲）

(3) 地域ブランドを積極的にＰＲ
・ホームページ等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介（再掲）

・競技会場に、郷土料理やご当地グルメ、特産品によるおもてなしコーナーを設置（再掲）

・地域の特産品のＰＲ・販売促進

県、県準備（実行）委員会の取組例
(1) 豊かな自然や歴史、文化、食などの栃木の多彩な魅力紹介

・県内外に向け、豊かな自然や歴史、文化、食などの多彩な栃木の魅力を情報発信

(2) 地産地消を推進するとともに栃木の郷土料理、ご当地グルメ、特産品の紹介
・地産地消の取組や食育活動の推進

・ホームページ等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介（再掲）

・総合開・閉会式会場におもてなし広場（特産品ブース等）を設置するとともに、競技会場の

おもてなしコーナーの設置を推進（再掲）

・県産農林水産物の安心・安全のＰＲ
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（3) 地域ブランドを積極的にＰＲ
・ホームページ等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介（再掲）

・総合開・閉会式会場におもてなし広場（特産品ブース等）を設置するとともに、競技会場の

おもてなしコーナーの設置を推進（再掲）

・県の特産品のＰＲ・販売促進

H30 H3１ H32 H33 H34実施スケジュール案
（2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

(1) 豊かな自然や歴史、文化、食などの栃木の

多彩な魅力紹介

多彩な栃木の魅力を情報発信

(2) 地産地消を推進するとともに栃木の郷土料

理、ご当地グルメ、特産品の紹介

地産地消の取組や食育活動の推進

ＨＰ等で郷土料理や特産品等を紹介（再掲）

(3) 地域ブランドを積極的にＰＲ

特産品等のブース設置（再掲）

※ は検討・準備期間 は実施期間
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第 77 回国民体育大会 県民運動基本方針 

 
 
１ 目的 

  第 77 回国民体育大会（以下「大会」という。）の県民運動は、県民一人ひと

りが大会への理解を深め、様々な形で参加、協力することにより、県民すべてが

夢と希望を抱き、感動を分かち合うとともに、来県者をおもてなしの心で温かく

迎える大会の実現を目指して展開する。 
  また、大会開催を契機に、県民が気軽にスポーツに親しみ、生涯を通じた様々

なスポーツ活動に結びつけるとともに、県民の郷土愛や連帯感を醸成し、本県の

魅力発信や活力あふれる地域づくりに寄与することを目的とする。 
 

２ 基本目標 
（１）すべての県民が大会イベントやボランティア活動などに主体的に参加し、地

域が一体となって大会を盛り上げる。 
（２）すべての県民が来県者を心のこもった温かいおもてなしで迎える。 
（３）すべての県民がスポーツとの様々な関わりを通じて、生涯にわたりスポーツ

活動に親しむ。 
（４）すべての県民が来県者との交流を通じて、多彩な栃木の魅力を発信する。 

 
３ 運動の進め方 

（１）県民運動は、県民一人ひとりの様々な活動への自発的、積極的な参加を基本

として推進する。 
（２）関係機関・団体、学校、企業、ＮＰＯ、ボランティア等は、県民運動の担い

手として普及・啓発を行うとともに、それぞれが連携を図りながら、自主的な

活動を積極的に行う。 
（３）県準備（実行）委員会は、県民運動の全県的な推進計画を定め、普及・啓発

活動を行うとともに、市町村や各種団体等との連携を図り、全県的な運動の展

開を支援する。 
（４）市町村準備（実行）委員会等は、県民運動の普及・啓発活動を行うとともに、

地域住民や各種団体等と協力して、地域の特性に応じた活動を推進する。 
 

平成 29 年 2 月 13 日 第 8 回常任委員会決定事項 
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第 77 回国民体育大会 県民運動基本計画 

 
 
 第 77 回国民体育大会県民運動基本方針に基づき、次のとおり具体的取組により、国

体開催に向けた全県的な県民運動を推進する。 
 
１ 具体的取組 

（１）すべての県民が大会イベントやボランティア活動などに主体的に参加し、地域が

一体となって大会を盛り上げる。 
・総合開・閉会式の運営や出演、炬火イベント等への参加 

・競技会場での観戦や選手の応援 

・ボランティア活動への参加 

・国体募金や企業協賛による協力 

 

（２）すべての県民が来県者を心のこもった温かいおもてなしで迎える。 

・笑顔で元気なあいさつ、親切・丁寧な応対 

 ・たくさんの花ときれいな街づくり 

・のぼりや案内看板などで選手を歓迎、応援 

・郷土料理やご当地グルメ、特産品でのおもてなし 

 

（３）すべての県民がスポーツとの様々な関わりを通じて、生涯にわたりスポーツ活動

に親しむ。 

・デモンストレーションスポーツに参加 
・地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室に参加 
・ライフステージに応じたスポーツ活動への取組 
・さまざまなスポーツの観戦や応援 
・地域のスポーツ活動を応援  
 

（４）すべての県民が来県者との交流を通じて、多彩な栃木の魅力を発信する。 

・豊かな自然や歴史、文化、食などの栃木の多彩な魅力紹介 
・地産地消を推進するとともに栃木の郷土料理、ご当地グルメ、特産品の紹介 
・地域ブランドを積極的にＰＲ 
 

 

平成 29 年 7 月 24 日第 9回常任委員会決定事項 
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２ 推進スケジュール 

 
年  度 事  業  内  容 

平成２９年度 
（開催内定） 

・県民運動基本計画の策定 

平成３０年度 
 
・各種県民運動の推進開始 

平成３１年度 
（開催決定） 

・国体募金・企業協賛の開始 

平成３２年度 ・大会運営ボランティアの募集開始 

平成３３年度 
・大会運営ボランティアの研修会 
・リハーサル大会での実践活動 

平成３４年度 
（開催年） 

・本大会での実践活動 
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