
 

 

 

 

 

 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会おもてなし広場基本計画 

 

１ 設置目的 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会において、全国から来県される各選手団や大会関係者等

の多くの方々をおもてなしの心であたたかく迎え、交流の輪を広げる場とするほか、いちごを

始めとした本県の様々な魅力や環境に配慮した取組を全国に発信する場となるよう、両大会の

開・閉会式会場やいちご一会とちぎ大会の競技会場に「おもてなし広場」を設置する。 
 
２ 設置主体 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 
 
３ 設置期間 

  いちご一会とちぎ国体：令和４(2022)年 10 月１日(土)～10 月 11 日(火) 

いちご一会とちぎ大会：令和４(2022)年 10 月 29 日(土)～10 月 31 日(月) 

 
４ 愛称 

  いちご一会広場 
  ※「いちご王国」・栃木で行われる両大会に参加するすべての人々が、県民の心のこもった様々

なおもてなしに出会い、交流を深める場とするため。 
 
５ 設置場所 

  10 市 15 会場 

区分 式典・競技名(障害区分) 会   場 所在地 

とちぎ 
国体 

開・閉会式、陸上競技、テニス、

バスケットボール、軟式野球、

柔道、剣道 

栃木県総合運動公園 

(広場は中央広場に設置) 
宇都宮市 

とちぎ 
大会 

開・閉会式、陸上競技(身・知)、

水泳(身・知) 

栃木県総合運動公園 

(広場は中央広場に設置) 
宇都宮市 

アーチェリー(身) 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 那須烏山市 

卓球(身・知・精) 

【ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ(身)含む】 

TKC いちごアリーナ 

(鹿沼総合体育館) 
鹿沼市 

フライングディスク(身・知) 栃木市総合運動公園陸上競技場 栃木市 

ボウリング(知) 足利スターレーン 足利市 

ボッチャ(身) にしなすの運動公園体育館 那須塩原市 

バスケットボール(知) 
栃木県総合運動公園 

(広場は中央広場に設置) 
宇都宮市 

車いすバスケットボール(身) 栃木県立県南体育館 小山市 

ソフトボール(知) 美原公園野球場・第２球場 大田原市 

グランドソフトボール(身) 屋板運動場運動広場 宇都宮市 

フットベースボール(知) 足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場 足利市 

バレーボール(身) 

      (知) 

      (精) 

宇都宮市清原体育館 

宇都宮市体育館 

佐野市アリーナたぬま 

宇都宮市 

宇都宮市 

佐野市 

サッカー(知) 真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１ 真岡市 
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６ 実施内容 

(１)栃木県総合運動公園中央広場の区分 

主なエリア 内   容 
関係機関・協賛 

企業等出展 

日本スポーツ協会・日本障がい者スポーツ協会・協賛企業・特別協賛企業

の出展、県・市町の PRブース等 

出展企業・団体 民間企業・団体等がスポーツ用品や土産等を販売、最先端企業技術の展示 

特産品販売 特産品や郷土料理、ご当地グルメ等を販売 

融合・交流 
セルプ商品(障害者就労支援所で製作した商品)の展示・販売、障害者スポ

ーツ体験コーナーを実施、特別支援学校生徒による発表・展示等 

大型休憩所 休憩スペース、企画展示（「いちご王国」・栃木等）、ふるまい等を実施 

ステージ企画 
両大会参加選手による企画、郷土芸能、県民参加企画、県関係著名人によ

る企画等、日本スポーツ協会主催企画 

とちまるくん広場 

(競技体験エリア) 
競技体験等を実施 

カフェスペース 飲食物の販売、飲食・休憩スペース 
 

 (２)栃木県総合運動公園以外の競技会場 

内   容 
・郷土料理などの飲食物や物産等を販売、ふるまい等を実施 

 ※おもてなし広場の運営に当たっては、プラスチック以外の素材利用やフードロス・ゴミの 
削減に取り組む。 

 
７ 来場予定者数 

  (１)いちご一会とちぎ国体(開・閉会式の参加見込み数)          (単位：人) 

 開会式 閉会式 合計 

広場来場予定者数 ２７，５００ １４，０００ ４１，５００ 

※広場来場予定者数は先催４県（茨城、福井、愛媛、岩手）の来場者数の平均値 
 

(２)いちご一会とちぎ大会(メイン会場３日間)              (単位：人) 

 １日目(開会式) ２日目(競技) ３日目(閉会式) 合計 

広場来場予定者数 ２１，５００ １３，５００ １８，５００ ５３，５００ 

※広場来場予定者数は先催３県（福井、愛媛、岩手）の来場者数の平均値 

８ その他 
  いちご一会広場の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催に 

おける新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種別ガ
イドライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じるとともに、バリアフリーなど人に優しく環境
に最大限配慮した運営方法を検討する。 

  なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可能性 
がある。 

 
９ 今後の日程 

時  期 内   容 

令和３年１月 いちご一会広場基本計画(案)審議、決定 

    ４月～ 
広場レイアウト、売店等設置運営要項、出店料、ステージイベント

等を検討 

８月～ 出展意向調査(関係機関、協賛企業等) 

12 月 
売店等設置運営要項(案)審議、決定 

いちご一会広場実施計画(案)審議、決定 

令和４年４月～ 出展意向調査(県内関係機関等) 

    ５月～６月 出展意向とりまとめ 

    ８月 出展者説明会 

    ９月～ 広場設置、運営 

 



いちご一会とちぎ国体冬季大会おもてなし広場基本計画 

 

 

１ 設置目的 

  いちご一会とちぎ国体冬季大会において、全国から来県される各選手団や大会関係者等の多

くの方々をおもてなしの心であたたかく迎え、交流の輪を広げる場とするほか、いちごを始め

とした本県の様々な魅力や環境に配慮した取組を全国に発信する場となるよう、大会の開始式

会場等でおもてなしを実施する。 
 
２ 設置主体 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、第 77回国民体育大会日光市実行委員会 
 
３ 設置期間 

令和４(2022)年１月 24日(月)～１月 30日(日) 

 
４ 愛称 

  いちご一会広場 
  ※「いちご王国」・栃木で行われる国体に参加するすべての人々が、県民の心のこもった様々

なおもてなしに出会い、交流を深める場とするため。 
 
５ 設置場所(２会場) 

式典・競技名 会   場 所在地 
開始式会場 日光市今市文化会館 日光市 
競技会場 栃木県立日光霧降アイスアリーナ 日光市 

 
６ 実施内容 

  (１)日光市今市文化会館(県) 

内   容 

・国体(本大会)・障スポ PR、募金グッズ販売、観光 PR等 

 

  (２)栃木県立日光霧降アイスアリーナ 

 県 日光市 

関係機関出展 日本スポーツ協会、県 PRブース等 市 PRブース 

協賛企業出展 協賛企業 － 

特産品販売 いちご等の特産品を販売 

融合・交流 － 競技紹介コーナー等を設置 

大型休憩所 休憩スペース、企画展示、ふるまい等を実施 

※おもてなし広場の運営に当たっては、プラスチック以外の素材利用やフードロス・ゴミの 
削減に取り組む。 

        
７ 来場予定者数  (開始式会場・競技会場(霧降)の参加見込み数)            (単位：人) 

 開始式 競技会場(霧降) 合計 

入場者総定数 ９９０ ２７，０２３ ２８，０１３ 

 ※１ 冬季大会式典実施計画に基づく 
※２ 前回大会開催地(八戸市)の実績 

 

主なエリア 
区分 

※１ ※２ 



８ その他 

  いちご一会広場の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催に 
おける新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種別ガ

イドライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じるとともに、バリアフリーなど人に優しく環境

に最大限配慮した運営方法を検討する。 
  なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可能性 

がある。 

 

９ 今後の日程 

時  期 内   容 

令和３年 ２月～ 広場レイアウト、売店等設置運営要項等を検討 

 ４月～ 出展意向調査(関係機関、協賛企業等) 

５月～６月 出展意向とりまとめ 

12 月 出展者説明会 

令和４年 １月～ 広場設置、運営 

 


