
 

第 77 回国民体育大会栃木県準備委員会 

平成 30 年度 事業報告（案） 
 

１ 開催準備業務 

主な業務 内容 備考 

各種基本計画等の策定 ・文化プログラム実施基本方針 

・競技施設整備計画【第３次】 

・記録業務基本方針 

・警備・消防防災基本計画 

・募金・企業協賛推進要綱の一部改正 

・広報ボランティア募集要項 

・宿泊施設充足対策要項 

・防疫対策要項 

・食品衛生対策要項 

・環境衛生対策要項 

・競技会場地輸送・交通業務指針 

 

会場地市町村の選定等 ・開催予定施設変更 

・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ会場地第４次選定 

◇会場地 

○ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰ

ﾂ第４次選定 

・エアロビック 

  （那須町） 

・カローリング 

  （高根沢町） 

・さいかつぼーる 

  （那須塩原市） 

・リレーマラソン 

  （大田原市） 

・ウォーキング 

  （益子町） 

  （那須烏山市） 

  （鹿沼市） 

・アームレスリング 

  （宇都宮市） 

・3×3(ｽﾘｰﾊﾞｲｽﾘｰ) 

  （宇都宮市） 

・フットサル 

  （宇都宮市） 

・ｷｯｽﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 

第１号議案 



  （那須塩原市） 

・長ぐつｱｲｽﾎｯｹｰ 

  （日光市） 

・ふれあいﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 

  （茂木町） 

・婦人バレーボール 

  （芳賀町） 

・ｽﾎﾟﾝｼﾞ･ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 

  （上三川町） 

専門委員会の運営 下記「２ 会議の開催」記載のとおり  

実施予定競技の選定 ・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ実施競技選択  

競技役員等養成事業 ・競技役員等養成事業の実施  

広報啓発 ・啓発グッズの作成・配布 

・県主催の各イベントでの広報活動の展開 

・イメージソング「いちご一会」及びいちご一

会ダンスの制作 

・いちご一会運動ガイドブックの作成 

・募金箱の作成 

 

 

 

２ 会議の開催 

 （１）総会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第５回 H30.7.11 178 名 

(169 名) 

・平成 29年度事業報告 

・平成 29年度収支決算 

・平成 30年度事業計画（案） 

・平成 30年度収支予算（案） 

ホテル 

ニューイタヤ 

 

 （２）常任委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第 11回 H30.7.11 55 名(52 名) ・文化プログラム実施基本方針（案） ホテル 

ニューイタヤ 

第 12回 H31.2.15 53 名(51 名) ・開催予定施設変更（案） 

・競技施設整備計画【第３次】（案） 

・記録業務基本方針（案） 

・デモンストレーションスポーツ実施

競技選択及び会場地第４次選定（案） 

・警備・消防防災基本計画（案） 

ホテル 

ニューイタヤ 

 



 （３）募金・企業協賛推進委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第３回 H31.2.15 25 名(23 名) ・募金趣意書（案） 

・募金謝意表明実施要領（案） 

・企業協賛感謝状贈呈要領（案） 

・募金箱設置要領（案） 

・募金・企業協賛推進要綱の一部改正（案） 

ホテル 

ニューイタヤ 

 

 

 （４）専門委員会 

  ア 総務企画専門委員会 

回数 開催年月日 
総員(出席） 

議案 開催場所 

第 12回 H30.5.18 15 名(11 名) ・文化プログラム実施基本方針（案）

について 

栃木県公館 

第13回 H31.1.11 15 名(14 名) ・開催予定施設変更（案）について 栃木県庁北別館 

 

 

  イ 施設整備専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第５回 H31.1.10 15 名(15 名) ・競技施設整備計画【第３次】(案) 栃木県庁北別館 

 

 

  ウ 競技運営専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第５回 H30.12.11 14 名（13 名） ・記録業務基本方針（案） 

・デモンストレーションスポーツ実施

競技選択及び会場地第４次選定（案） 

栃木県公館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  エ 広報・県民運動専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第８回 H30.6.13 24 名(20 名) ・イメージソングの選定について 

・花いっぱい運動推奨花の選定につい

て 

栃木県庁北別館 

第９回 H31.1.9 23 名(20 名) ・県民運動の名称等について（案） 

・花いっぱい運動推奨花の選定（案）

について 

・広報ボランティア募集要項（案）に

ついて 

栃木県庁北別館 

 

 

  オ 宿泊・衛生専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第３回 H30.12.7 18 名(18 名) ・宿泊施設充足対策要項（案） 

・防疫対策要項（案） 

・食品衛生対策要項（案） 

・環境衛生対策要項（案） 

・部会設置について 

栃木県庁北別館 

 

 

  カ 輸送・交通専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第３回 H30.9.5 18 名(18 名) ・競技会場地輸送・交通業務指針(案) 栃木県庁北別館 

 

 

  キ 式典専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第３回 H30.11.13 18 名(17 名) ・式典基本計画の策定について 栃木県庁北別館 

 

 

  ク 警備・消防専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第２回 H30.7.18 9 名(9 名) ・警備・消防防災基本計画(案) 栃木県庁北別館 

  

 

 



 ケ 医療救護専門委員会 

回数 開催年月日 総員(出席） 議案 開催場所 

第２回 H30.11.8 12 名(12 名) ・救護所の設置・運営に伴う医師確保

について（案） 

・救護所の設置・運営に伴う看護師等

確保について（案） 

栃木県庁北別館 

 

 

 （５）市町村連絡会議 

回数 開催年月日 出席 説明事項 開催場所 

第８回 H30.5.23 70 名 ・競技会会期の調整について 

・競技別リハーサル大会開催意向（第１

次）調査について 

・練習会場（第１次）調査について 

・競技用具整備計画（第１次）調査につ

いて 

・第１次仮配宿の実施について 

・競技会運営経費第１次調査の実施につ

いて 

栃木県庁北別館 

第９回 H30.11.1 72 名 ・競技会会期第２次調査について 

・市町村実行委員会の設立について 

・県民運動の推進並びに標章及びマスコ

ットの使用について 

栃木県庁研修館 

 

 

３ 各種調査の実施 

主な調査 内容 

先催県の情報収集 ・第 73 回国民体育大会（福井国体）の総合開・閉会式及び 

競技会の運営状況等の現地調査 

・平成 30 年度開催県検討会議（第 1回：栃木県、第 2 回：

佐賀県）第 73回国民体育大会開催地連絡協議会（福井県）

等での意見交換及び施設調査 

・先催県の準備状況の調査 

競技関係調査 ・競技別リハーサル大会開催意向（第１次）調査 

・練習会場（第１次）調査 

・競技用具整備計画（第１次）調査 

・競技会会期第２次調査 

運営経費調査 ・競技会運営経費第 1 次調査 



 


