
令和４年(2022年)10月１日（土）～10月11日（火）

視察・調査報告資料

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会事務局



視察概要

視察先 9/30(金) 10/1(土) 10/2(日) 10/3(月) 10/4(火) 10/5(水)

鹿沼市
(卓球)

○
（監督会議）

○ ○ ○ ○

宇都宮市
(バスケット)

○
（代表者会議）

○ ○ ○

佐野市
(ラグビー)

○

○視察期間 令和４年（2022年） ９月30日(金) ～ 10月5日(水)

○視察先 ≪卓球≫ 鹿沼市（競技会場・練習会場）

≪バスケットボール≫ 宇都宮市（競技会場・練習会場）

≪ラグビー≫ 佐野市(競技会場)



広報関係

タペストリー(宇都宮駅) 駅階段装飾(佐野駅)

エスカレーター装飾(宇都宮駅コンコース) 駅前垂れ幕装飾(佐野市)

○人が多く集まる駅は広報効果
が高い

○駅は選手団の玄関口でもある
ことから、大会開催時は歓迎
装飾にもなり得る



広報関係

公用車広報ステッカー(鹿沼市) カウントダウンボード(佐野市)

広報用垂れ幕(鹿沼市) カウントダウンボード(鹿沼市)

○市公用車への広報ステッカー貼
付や、垂れ幕等により市内での
広報を実施

○各市ともオリジナリティを持たせ
たカウントダウンボードを製作



広報関係

フロアマット(宇都宮市) 競技会場エレベーター装飾(鹿沼市)

競技会場内PR(宇都宮市) 競技会場入り口装飾(鹿沼市)

○各競技会場内においても開催
競技などのPRを実施

○パンフレットやシールの配布
といったノベルティ製作も
実施されていた



広報関係

路線バスへのラッピング(関東自動車バス)

駅前垂れ幕装飾(明治安田生命協賛・栃木駅)

工事仮囲いへの装飾(宇都宮市)

○行政だけではなく、企業から
の協賛や協力を通じて地域
一体となったPRを実施して
いる



市民協働関係

花いっぱい運動(宇都宮市) 花いっぱい運動(鹿沼市)

花いっぱい運動(鹿沼市) 県農業大学校による花壇装飾(宇都宮市)

○国体では伝統的に花による
装飾が実施されている
（花いっぱい運動）

○プランターだけでなく、大き
な花壇による装飾もあり、
人々の目を惹いていた



市民協働関係

手作りのぼり旗(鹿沼市)

手作りのぼり旗(鹿沼市)

○市内小中学生が描いた各都道府県を応援する手作りのぼり旗
が各会場内に飾られ、会場を彩っていた



市民協働関係

おもてなしコーナー(宇都宮市)
・ドリンク(ポカリスエット or 水)
・サブレ

○選手や観客に無料でドリンクや名産品を提供
するブースを設置
（宇都宮市は、選手・関係者のみ利用可）

おもてなしコーナー(鹿沼市)
・ドリンク（数種類から1本）
・屋台もなか



歓迎接伴関係

会場内 歓迎装飾(鹿沼市) 駅 総合案内所(佐野市)

会場内 総合案内所(鹿沼市) 会場内 観光案内所(鹿沼市)

○駅や会場に案内所を設け、
訪れた選手や観客に対して
案内業務を行う

○会場を中心に歓迎装飾を実施
フォトブースとしても機能して
いた



歓迎接伴関係

会場内 売店(鹿沼市) 会場内 休憩所(鹿沼市)

会場内 売店(宇都宮市) 会場内 休憩所(宇都宮市)

○地元名産グルメ等を売店で販売
コンビニの出張販売もあり、
飲料や肉まんなどが販売されて
いた

○売店横に休憩所を設置
一部会場ではモニターが置かれ
試合の様子を見ることができる



競技式典関係

選手受付(鹿沼市) 選手・関係者受付(宇都宮市)

大会関係者受付(鹿沼市) ＩＤパスケース(佐野市)

○受付では新型コロナ対策として、
検温・PCR検査結果・体調
チェックシートの確認を実施

○受付は関係者別に窓口を設置

○関係者エリアでは、IDパスを首
から掛けて通行する



競技式典関係

卓球競技 監督会議(鹿沼市) バスケットボール競技 代表者会議(宇都宮市)

○競技会の開会前日に、大会会場やホール等で監督会議や代表者会議を開催

○会議進行は県競技団体

○大会レギュレーションの確認や大会に関する各種事務連絡を行う



競技式典関係

卓球競技 開始式(鹿沼市) バスケットボール競技 代表者会議 トロフィー返還(宇都宮市)

○卓球競技では監督会議後に開始式を実施 （新型コロナ対策で少年女子選手と監督のみ出席）
中央競技団体や市長の挨拶など約30分の内容で、歓迎行事の実施はなかった

○バスケットボール競技は開始式の実施なし
代表者会議時に前回優勝者によるトロフィー返還が行われた



競技式典関係 (卓球競技)

卓球競技 関係者席(鹿沼市) 卓球競技 成績掲示板(鹿沼市)

○卓球競技関係者席はステージを設置、その横に救護席、報道員席等を配置

○組合せ表 兼 成績掲示板が設置され、横の引き出しで競技結果のコピーを配布



競技式典関係 (卓球競技)

卓球競技 スコアボード(鹿沼市) 卓球競技 試合の様子(鹿沼市)

○スコアボードは大きく見えやすいものを使用

○コートは12面で、卓球台は抗菌仕様



競技式典関係 (卓球競技)

卓球競技 学校応援の様子(鹿沼市) 卓球競技 一般観客席(鹿沼市)

○市内学校からの学校応援を実施、区画は予め決められていた

○2階観覧席は一般観客席の他、選手や大会関係者席もあり、動線が分離さ
れていた（新型コロナ対策）



競技式典関係 (卓球競技)

卓球競技 選手集合所(鹿沼市) 卓球競技 オーダー交換所(鹿沼市)

○卓球競技は試合前にオーダー交換を実施し、選手は選手集合所に集合する

○使用するラケットは、ラケットコントロール室で検査が実施される（指名制）



競技式典関係 (卓球競技)

卓球競技 練習会場受付(鹿沼市) 卓球競技 練習会場の様子(鹿沼市)

○練習会場は会場周辺の小中高を使用、受付は市職員と競技団体

○平日は、校内で通常通りの授業が行われていた



競技式典関係 (バスケットボール競技)

バスケ競技 関係者席（TO席）(宇都宮市) バスケ競技 トーナメント表(宇都宮市)

○バスケットボール競技は、タイマーや24秒計の操作をするTO席が設置される

○競技はトーナメント方式で、チーム試合数は１日１試合



競技式典関係 (バスケットボール競技)

バスケ競技 試合の様子(宇都宮市) バスケ競技 得点表示盤(宇都宮市)

○センターサークルやサイドラインなどに市名やキャラクターの入った装飾を実施

○大型の得点盤を使用し、観客席からも得点が分かるよう工夫されている



競技式典関係 (バスケットボール競技)

バスケ競技 一般観客席(宇都宮市) バスケ競技 学校観戦の様子(宇都宮市)

○一般観客席と関係者エリアは動線が分離され、通行できない

○学校観戦では、スティックバルーンを手に応援する児童・生徒の姿が見られた



競技式典関係 (バスケットボール競技)

バスケ競技 コートキーパー(宇都宮市) バスケ競技 コート転換作業(宇都宮市)

○スムーズな競技運営のため、競技補助員（高校生）が各所でサポートを行う

○決勝のみセンターコートで実施することから、4面→1面に転換作業を実施



競技式典関係 (バスケットボール競技)

バスケ競技 練習会場受付(宇都宮市) バスケ競技 練習会場(宇都宮市)

○2日間に分けて、少年男女・成年男女の各チームが練習 （使用時間：1時間）

○部活動で使用しているタイマーが設置され、使用できるようになっていた



競技式典関係

卓球競技 表彰式の様子(鹿沼市) バスケ競技 表彰式の様子(宇都宮市)

○各競技表彰式では、賞状のほか、記念品等の副賞が授与された

○種別表彰式のほか、各種別の順位を加味した総合表彰式も実施



輸送交通関係

卓球競技 会場⇔一般駐車場シャトルバス(鹿沼市) ラグビー競技 佐野駅シャトルバスのりば(佐野市)

○各競技で、会場と最寄り駅を結ぶシャトルバスを運行（15～30分間隔）

○鹿沼市などでは、会場と駐車場を結ぶバスを運行し、パーク＆バスライドを実施



輸送交通関係

卓球競技 会場⇔宿舎シャトルバス(鹿沼市) 卓球競技 選手関係者の持ち込み車両(鹿沼市)

○関係者用に、競技会場⇔練習会場 競技会場⇔宿舎を結ぶシャトルバスを運行

○近隣県の選手団は持ち込み車両を使うこともあり、遠方でもレンタカーを利用される
場合がある （競技によって利用交通手段の傾向が異なる）



輸送交通関係

バスケ競技 選手関係者用貸切バス(宇都宮市) バスケ競技 タクシーのりば(宇都宮市)

○バスケットボール競技では、選手・関係者の移動は貸切バスの利用がほとんど

○バスケットボール競技終了後は、予約車・待機車で10台程度のタクシーが停車



輸送交通関係

バスケ競技会場 投光器設置状況(宇都宮市) バスケ競技 関係者駐車場入口(宇都宮市)

○競技終了は夕方～夜間になることから、各所に投光器を設置し安全確保を行う

○関係者駐車場入口などチェックポイントに民間警備員を配置
（駐車場内は市職員が担うケースも多い）



輸送交通関係

卓球競技 消防本部(鹿沼市) 卓球競技 消防車両の配置(鹿沼市)

○卓球競技では警備本部・消防本部が設置され、不測の事態に備えていた

○バスケ競技では、会場内を警察官が巡回する姿も見られた



輸送交通関係

卓球競技 ロイヤルボックス(鹿沼市) 卓球競技 御成りに伴う会場貼り紙(鹿沼市)

○卓球競技では御成りがあり、当日のみロイヤルボックスが設置された

○御成り当日は売店の営業はなく、入場者に対し金属探知機による検査を実施



宿泊衛生関係

卓球競技 弁当引換所(鹿沼市) バスケ競技 弁当引換所(宇都宮市)

○選手・関係者・視察員等の斡旋弁当は事前申込み制で、会場で引き換える

○競技役員や競技補助員（高校生）、市職員、ボランティアにも弁当を支給する



宿泊衛生関係

卓球競技 支給弁当(鹿沼市) バスケ競技 斡旋弁当(宇都宮市)

○弁当は各市の特産品などを取り入れた内容で、地域のPRにつなげている

○斡旋弁当の価格は、お茶付きで1，000円弱



宿泊衛生関係

卓球競技 ごみ集積所(鹿沼市) 卓球競技 分別ごみ箱(鹿沼市)

○弁当ガラは各市とも回収していたが、売店商品や一般ごみの回収はまちまち

○宇都宮市は一般ごみ箱を設置せず、各自で持ち帰るよう案内されていた


