
視察・調査報告

第77回国民体育大会いちご一会とちぎ国体
第22回障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会

鹿沼市実行委員会事務局



総務企画(広報関係)

日立市 JR日立駅

● 駅や県庁など人の多く集まる場所での広報。

茨城県庁におけるPR広告
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総務企画(広報関係)

日立市 実行委員会ラッピングカー

● 市内各所に横断幕や旗が掲げられていた。

日立市 競技施設周辺横断幕等
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総務企画(広報関係)

日立駅構内 カウントダウンボード

● カウントダウンボードの例
● 上記２つのカウントダウンボードは協賛品であった。

日立市 競技会場カウントダウンボード
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総務企画(広報関係)

日立市役所内外の広報PR

● 日立市役所内に広報スペースが設けられていた。
● オリジナルウエアの販売

日立市役所 啓発物品
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総務企画(市民運動関係)

日立市 池の川さくらアリーナ周辺
花いっぱい運動

● 花いっぱい運動により育成された花が、競技会場周辺に設置されていた。

日立市 花いっぱい運動
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総務企画(市民運動関係)

小・中学生が作成した手作りのぼり旗

● 競技会場内外に地元の小・中学生が作成したのぼり旗が掲げられていた。

小・中学生が作成した手作りのぼり旗
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総務企画(市民運動関係)

日立市 おもてなしコーナー

● おふるまいコーナーでは、郷土料理「たこ飯」がふるまわれ賑わっていた。
● ドリンクコーナーではスポーツドリンク、水、お茶、炭酸飲料があった。

日立市 おふるまいコーナー
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総務企画(歓迎・接伴関係)

JR日立駅 歓迎装飾

● 日立駅に総合案内所が設置されていた。(運営ボランティア、市職員）
● 装飾は統一感があり、見やすさを感じた。

JR日立駅に総合案内所を設置
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総務企画(歓迎・接伴関係)

日立市役所内の歓迎装飾

● 旗にはたくさんの市民からのメッセージが書かれていた。
● 庁内天井に両大会関係の歓迎装飾がされていた。

日立市 池の川さくらアリーナ
歓迎装飾
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総務企画(歓迎・接伴関係)

● 競技会場内にフォトスポット等、工夫を凝らした装飾が施されていた。
● 競技会場正面入口に案内所が設置されていた。

ひたちなか市総合運動公園総合体育館
歓迎装飾

ひたちなか市総合運動公園総合体育館
案内所
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総務企画(歓迎・接伴関係)

ひたちなか市 歓迎装飾

● ひたちなか市競技会場周辺の歓迎装飾。
● 競技会場周辺の環境美化が行われ、植栽等も管理されていた。

ひたちなか市 歓迎装飾
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総務企画(歓迎・接伴関係)

日立市 池の川さくらアリーナ
地元グルメ販売所

● 常陸牛などの地元特産品を使ったカレーライス等が販売されていた。
● 休憩所にはモニターが設置されていて試合の様子が確認できるように

なっていた。（注１）

日立市 池の川さくらアリーナ
休憩所
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競技式典(競技関係)

日立市 池の川さくらアリーナ 受付

● 競技によっては、写真撮影や入場の制限があり、関係者はIDカードに
より管理されていた。

● 受付右側が選手等、左側が大会関係者、視察員受付。

日立市 池の川さくらアリーナ
IDによる入場規制
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競技式典(競技関係)

日立市 卓球競技会 監督会議会場

● 各競技ごとに、監督会議、審判会議等があり、競技会場や周辺施設に
会議会場を設ける。

● 会議冒頭では市長（代理含む）挨拶があった。進行は県競技団体。

ひたちなか市 バレーボール競技会
代表者会議
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競技式典(競技関係)

日立市 卓球競技会 開会式

● 事前に立ち位置等のリハーサルを行ったことで、式は円滑に進行して
いた。

● 会場内には両大会テーマソングがBGMとして流れていた。

ひたちなか市 バレーボール競技会
開会式
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競技式典(競技関係)

ひたちなか市 バレーボール競技会
オープニングセレモニー（和太鼓演奏）

● 地元の団体による工夫を凝らしたパフォーマンスが行われていた。

ひたちなか市 バレーボール競技会
オープニングセレモニー（応援ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ）
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競技式典(競技関係)

日立市 卓球競技会 関係者席

● 各会場には組合せ表や記録速報掲示板が設置されていた。
● 右側写真の組合せ表左のトレイは参加都道府県用の記録配布表

日立市 卓球競技会 組合せ表
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競技式典(競技関係)

日立市 卓球競技会 競技会場

● ２階観覧席にも戦況が分かるような工夫がされていた。
● 競技エリアには養生シート、ラバーマットが敷かれていた。

日立市 卓球競技会 スコアボード

18



競技式典(施設関係)

取手市 武術太極拳（公開競技）
競技会場

● 公開競技・武術太極拳は２面設置。
● 会場周辺に設けられた練習会場（近隣学校、企業所有体育館）。

日立市内 卓球競技会 練習会場
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競技式典(施設関係)

日立市 卓球競技会 一般観覧者席

● 視察員席は一般観覧席とは別に設けられていた。
● 国旗類は、たわまないようにパネルで設置されていた。

日立市 卓球競技会 視察員等観覧席

20



競技式典(施設関係)

日立市 池の川さくらアリーナ
実施本部

●実施本部はフロアにパーテーションで仕切られ設置されていた。
●実施本部と選手集合場所（コールエリア）は隣接していた。

日立市 池の川さくらアリーナ
選手集合場所（コールエリア）
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競技式典(施設関係)

日立市 池の川さくらアリーナ
オーダー交換所

● 競技によっては使用道具の検査室を設置する必要がある。
● 試合前にラケットコントロール室にて検査を受ける選手の様子。

日立市 池の川さくらアリーナ
ラケットコントロール室
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競技式典(施設関係)

日立市 池の川さくらアリーナ
選球所

● 卓球競技会会場では選球所を設置する必要がある。
● 各メーカーの用意された球を選手が試合球に選ぶ。

日立市 池の川さくらアリーナ
選球所
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輸送交通(輸送・交通関係)

JR日立駅 会場行きバス乗場

● 競技会場へ行く人には無料バスチケットを係員が手渡ししていた。
● バスはラッピングが施されていた。

JR日立駅 会場行きバス乗場
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輸送交通(輸送・交通関係)

日立市 池の川さくらアリーナ
乗降場案内看板

● 統一されたサイン計画により、見やすいものであった。
● 競技会場までの導線上に分かりやすく設置されていた。

日立市 池の川さくらアリーナ
駐輪場
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輸送交通(輸送・交通関係)

日立市池の川さくらアリーナ
タクシー乗降場

● 歩行者、車両導線が管理されていた。(警備員、市職員、運営ボラ）
● 臨時駐車場には照明が無いため、投光器が設置されていた。

散水も実施していた。

ひたちなか市 一般観覧者駐車場
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輸送交通(輸送・交通関係)

日立市内 マイカー自粛に関する横断幕

● 行幸啓（天皇皇后両陛下御臨席）の際には、マイカー自粛等の交通渋滞
緩和に関する広告看板や、交通規制に関する案内看板が設置されていた。
※行幸啓とは記載せず、国体関連行事とした。

日立市内 交通規制案内看板
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輸送交通(警備・消防関係)

日立市 池の川さくらアリーナ
天皇皇后両陛下御観覧の様子

● 行幸啓は厳重な警備のもとで行われた。
● ロイヤルボックスにて競技の視察が行われた。

日立市 池の川さくらアリーナ
警備員の配置
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宿泊衛生(医療・衛生関係)

日立市池の川さくらアリーナ
弁当引換所 案内

● トイレや授乳室では利用者が使いやすいよう工夫が見受けられた。
● 清潔に保たれ、環境衛生が徹底されていた。

日立市 池の川さくらアリーナ
授乳室
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宿泊衛生(医療・衛生関係)

ひたちなか市 総合運動公園総合体育館
ごみ収集所

● 各会場ともゴミ箱が細かく分別されていた。

日立市 池の川さくらアリーナ 分別ごみ箱
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来場者数

国体来場者数

日立市 ひたちなか市 結城市

卓球（全種目） バレーボール（成男女） バレーボール（少女）

9/28-10/2 10/1-10/5 10/2-10/5

選手監督等 1,935 2,256 572 

大会役員競技会役員 294 12 75 

競技役員 838 543 275 

競技補助員 475 890 324 

競技会係員 341 
628 

298 

ボランティア 122 325 

視察員報道員 518 388 139 

その他関係者 657 284 97 

一般観覧者 11,269 11,756 13,471 

学校観覧者 1,565 2,395 2,496 

合計 18,014 19,152 18,072 

※障スポ大会は台風の影響により中止。
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（注１）日立市池の川さくらアリーナ・休憩所モニターについて
・国体会期前に「新体操」競技が実施されていた。
・その際に、観客数が多すぎて会場への入場制限が行われた。
・対策として、会場モニターを増設した。（リース物品）
・増設したモニターは会期中設置したままとした。
・卓球競技は「茨城県選手」が出場するコートを撮影した。

※令和元年１２月に開催された後催県向けの日立市事業説明会（競技式典分会）
にて、上記説明を受けた。
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