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あすなろ国体時の会場地市町の取組について 

（第３２回国民体育大会報告書より） 

１ 青森市 

［開催競技：水泳、ヨット、陸上競技、自転車、ソフトテニス、卓球、ライフル射撃、

高等学校野球］ 

○おもてなし関係 

・全国各地から参集した大会参加者及び観客に不便をかけないように、各案内所に

は輸送及び宿泊担当の係員を配置し、到着駅から宿舎、宿舎から各競技会場や練

習会場までの交通案内に至るまでの案内等を行った。

○宿泊、食事関係 

・青森、浅虫両旅館組合及び保養所等の協力のもと、１７３軒の旅館等を指定宿舎

とし、１日あたり約８，５００名の宿泊収容人員を確保して、大会関係者全員を

市内の旅館等へ配宿した。

・各宿舎の状況について詳細に調査し、宿舎からの希望等を取り入れ配宿を実施し

たため、参加者及び宿舎からの苦情が聞かれなかった。

・大会関係者の昼食弁当は、仕出し店業者が中心となり、「あすなろ国体弁当協力

会」を組織し、弁当の注文配達から競技会場での引き換えに至るまでを実施した。

○輸送関係 

  ・競技期間中の選手団等の輸送は、従来の専用バスによる計画輸送を改め、定期バ

ス及び臨時バス利用とし、料金も各自の負担とした。

・バス路線がない地域及び大型バスの運行が困難な地域には、市建設協会の協力を

得て提供されたマイクロバス等による計画輸送を実施した。

○競技運営関係 

  ・開始式・表彰式等は、質素を前提に実施し、水泳競技や陸上競技での中間表彰の

際の得賞歌は、テープを使用した。

・競技運営は、競技団体・市内高等学校を中心とした学校関係者の協力があり、と

りわけ高校生補助員の活躍により順調な運営ができた。

○市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・できるだけ財政負担がかからず国体期間中だけでない永続性のある運動を市民

憲章推進協議会が中心となって展開した。

・親切運動、環境美化運動及び交通事故防止運動の三本を柱に「成功させようあす

なろ国体市民会議」が発足し、パレードを行って、市民への運動への参加を呼び

かけ理解と協力をお願いした。

・歓迎装飾は、商工会議所、町会連合会が中心となり、歓迎用三本小旗、十連旗の

斡旋を行い、市民総ぐるみで歓迎の盛り上がりを図った。

・会場沿道の清掃や飾花管理等には、町会連合会が協力をした。

・小、中学校の児童・生徒による、夏休み中のラジオ体操終了後の一掃き運動の全

市的な展開があり、街の美化が図られた。
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２ 弘前市  

［開催競技：テニス、体操、クレー射撃、ラグビーフットボール］ 

○おもてなし関係 

  ・休憩所の湯茶接待は、婦人会等の協力により運営され、りんご生ジュースの提供

が好評を得た。

○宿泊、食事関係 

  ・弘前市旅館組合の協力を得るとともに、組合員以外の旅館、ホテル数軒の協力を

得て配宿した。

・各宿泊所へ宿泊駐在員（市職員）を配置し、大会参加者の折衝に当たらせ宿泊本

部との連絡調整を図った。

・昼食弁当の注文、配達等は、旅館組合、仕出し商組合及び宿泊駐在員の三者が協

力し実施した。

○輸送関係 

・開会式に参加する選手団並びに大会参加者の輸送については、早朝時の移動のた

め、計画輸送を実施した。

・大会２日目以降は、原則として近距離（片道２ｋｍ以内）は徒歩とし、遠距離（片

道約２ｋｍ以上）は既設路線利用とし、自己負担とした。

○競技運営関係 

  ・競技運営を円滑にするため、競技団体により各役員、補助員の講習会やリハーサ

ル大会を開催するとともに、各専門部会を設置した。

・競技用具は、最小限必要な器具等を購入し、体操競技用具は、県内外体育施設よ

り借入した。

・会場設営のテント、机、椅子等はすべて市営施設のものを利用した。

○市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・各競技会場並びに市内主要所に、国体ムードの高揚を図るため菊花による装飾を

行い好評を得た。

・主要会場に歓迎塔、アーチ、都道府県旗、三色連旗等の装飾を行った。

・商店街アーケードへは、三本旗、歓迎ビラ等の装飾行った。

・体操会場、運動公園へは、アドバルンを繋留した。

・商工会議所、市体育協会の協力のもと、各家庭、商店街への三本旗の斡旋を行っ

た。

・市有ロードスイパーによる市街地主要幹線道路の清掃を実施した。

・町会連合会の協力による側溝の泥上げ清掃を実施した。

・大会期間中は、市民の奉仕協力による早朝の競技会場の清掃が行われた。

・秋季一斉清掃を例年より１か月早めて実施した。

３ 八戸市  

［開催競技：バスケットボール、レスリング、軟式野球、弓道］

○おもてなし関係 

  ・八戸駅に総合案内所を設置（県委託）したほか、本八戸駅、鮫駅、長根公園に案
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内所を設置し、各案内所、会場の湯茶接待は、婦人会と会場校生徒が協力した。

○宿泊・食事関係 

  ・市内２旅館組合及びホテル業者等の協力により、大会参加者全員を市内に配宿し

た。

・選手、監督の昼食は、宿泊提供者が業者を決定し、独自に競技会場で選手団に配

布した。

○輸送関係 

  ・会場地到着時における大会関係者の輸送は、指定下車駅から宿舎まで定期及び臨

時バスにより輸送した。

・大会期間中の輸送は、定期バス等の利用とし、宿舎から競技会場までのバス料金

が１００円以上になる選手団には、「割引証」を交付し、個人負担を軽減させた。

・宿舎と競技会場間が遠距離にある場合は、指定集合地から競技会場までの往復を

計画輸送した。

○競技運営関係 

・競技の円滑な運営と準備の万全を期するため、競技団体から数名の陣容を事務局

班員に委嘱し、月例会を開催するとともに必要に応じて随時、協議を繰り返した。

・各会場となった学校では、「自分たちの学校で開かれる競技会は、自分たちの手

で」という気運が盛り上がり、教職員及び生徒の協力があった。

・会場設営のテント、机等の備品関係は、市内各学校や事業所等から借用し、新規

購入やリースは最小限に抑えた。

・プラカードや演台等は、リハーサル大会等で使用したものを最大限に利用し、経

費の節減に努めた。 

○市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・「あすなろ国体を成功させよう」を合言葉に「きれいなまちに、親切な心で迎え

よう」の基本目標を定め、国体後を見通した市民に定着した運動を市の関係課所

管の外郭団体が推進の母体となり展開した。

４ 黒石市  

［開催競技：山岳、高等学校野球］

○おもてなし関係 

・黒石駅や競技会場での案内業務には、婦人会やミス黒石よされの協力で行われ、

特産のりんごとジュースのサービスなどを実施した。

・市内の青年団が主体になり、宿舎の前庭で「友情の広場」を開催し、もぎたての

りんごと生ジュース、黒石名物のよされ亀、永楽せんべい、津軽そば等、味の名

店街のほか、温湯こけしづくりの実演やコマ回しコーナーなども設置した。

・「友情の広場」の野外ステージでは、子ども会ねぶたの運行、登山囃子、津軽民謡

と手踊り、津軽三味線と郷土芸能の披露、各県選手団によるお国自慢や校歌の競

演、最後には６００人あまりの各県参加者が黒石よされを踊り、交流を図った。

○宿泊、食事関係 

・市内の旅館、民宿等２４業者を指定し配宿した。

・各指定宿舎に連絡員を配置し、市内の観光、地理等の案内のほか、監督・選手、
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視察員等との連絡調整を行った。

・国体関係者の昼食は仕出し組合が調製した。

○輸送関係 

  ・指定下車駅の国鉄黒石駅から宿舎への輸送は、定期運行バスを使用した。

・山岳競技では、幕営地から出発地へ大型バス４台、マイクロバス２台を使用し計

画輸送を実施した。

・高校軟式野球では、指定集合地を定め、そこから競技会場や練習会場へバス３台

により計画輸送を実施した。

○市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・青年会議所会員による春、秋の市街地のクリーン作戦、青年団による河川清掃、

婦人会、老人クラブの地域ぐるみの植樹や清掃が行われ、最後には、毎戸の一掃

運動までに進展した。

５ 五所川原市  

［開催競技：柔道、ソフトボール］

○おもてなし関係 

  ・選手、監督のための「歓迎前夜祭」を市民サイドが主催して行い、庁舎前の「お

祭り広場」に数千人が集まり盛大に開催された。

○宿泊、食事関係 

・市内のみでの配宿が難しいため、隣接の町村旅館等の協力を得て配宿した。

・旅館組合の援助を得て数回にわたり、従業員のサービス講習会、国体食の献立講

習会等を実施した。

○輸送関係 

  ・市外の輸送については、地区ごとに時間を定めた臨時ダイヤを編成し、競技会場

まで円滑なピストン輸送を行った。

・輸送には、青年会議所をはじめ、隣接町村の福祉バス、市内土建組合、旅館、各

種団体等からの借り上げ車両の協力があった。

○競技運営関係 

  ・テント、長机、補助椅子等は、市内小、中、高校の協力を得て借用した。

○市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・市内の６０以上ある各種団体の持っている能力に応じて色々な寄付の申込、大会

直前の企業による協力、テント、長机、補助椅子等の無償貸し出し、選手団への

土産品の提供、休憩所の設置等があった。

・市民各自の意志によって毎戸に花や三本旗連旗を購入し飾った。

・目抜き通りには、歓迎看板、アーチ、塔、横断幕を張った。

・清掃運動は、ＰＲの周知徹底、チラシの配布により毎月清掃デーを設けて実施し

たものの、効果が上がらなかったが、大会開始直前から会期中をとおして、市民

一人一人が申し合わせしたように清掃に乗り出すようになり、幹線街路がきれい

になった。
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６ 十和田市 

［開催競技：サッカー、相撲、馬術］

○宿泊関係 

・十和田市内の旅館だけでは宿泊能力が足りないため、隣接の十和田湖町や六戸町

にお願いし、広域配宿を実施した。

○輸送関係 

・国鉄（現ＪＲ）駅が無かったため、三沢駅（隣接市内にある駅）で下車した選手、

役員を宿舎まで輸送した。

・輸送には十和田市土建協会員のマイクロバスの無償提供の援助があった。

７ 三沢市  

［開催競技：ホッケー、バスケットボール］

○おもてなし関係 

・駅前、空港案内所の受付接待のほか、競技会場における接伴についても各団体の

方々の協力があった。

○宿泊、食事関係 

  ・市内旅館業者の協力により、国体参加者全員を市内の旅館に配宿した。

・各チームに１名の宿舎連絡係員を配置し、チーム到着から当市を去るまでの宿泊

や輸送、練習会場への案内のほか、チームの一切の連絡調整等を行った。

・選手、監督へのサービスのため、宿舎従業員に対する市内の名所、旧跡巡りやそ

の他のサービス講習会を行った。

・市内旅館業者を対象とした献立講習会を数回に渡って実施したほか、保健所によ

る衛生講習会等も行った。

・昼食弁当については市内の弁当調達業者がすべて賄った。 

○輸送関係 

  ・バスケットボール競技の選手、監督については、一部のチームを除き競技会場近

くの旅館に配宿したため到着時以外の輸送は行わなかった。

・ホッケー競技については、競技会場が遠隔地にあるため、バス業者と契約し、関

係者以外の一般観覧者等についても計画輸送を実施した。

・計画輸送のほか、大会期間中には市内業者の方々からマイクロバスの無償貸与が

あり、視察員、競技役員等の輸送のほか、遠距離にある練習会場への選手、監督

の送迎に使用した。

○競技運営関係 

  ・バスケットボールの運営は、バスケットボール協会を中心に行い、ホッケー競技

の運営は、高校及び協会等を中心に数多くの訓練を重ね本番に臨んだ。

○市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・「あすなろ国体」三沢市民運動推進協議会が設置され、「親切で明るい郷土を作ろ

う」、「美しい環境を作ろう」、「みんなで楽しくスポーツに参加しよう」の３つの

基本目標を定め実践した。

・歓迎アーチは設けず、会場表示を兼ねた歓迎塔と国体旗及び各県の県旗と花によ
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る装飾をした。

・駅前及び空港案内所には、国体旗、六連旗、花による装飾をした。

・商店街には、三本旗、六本旗及び紅白の横断幕による装飾のほか、花による装飾

をした。

・町内には、三本旗や花による装飾をした。

・市民運動の一環として、町内の清掃、競技会場とその周辺、空港案内所及びホッ

ケー競技場に至る道路の清掃等を行った。

・ゴミ容器について、市内業者の好意による寄贈があった。

８ むつ市  

［開催競技：漕艇、バレーボール］

○おもてなし関係 

・駅案内所の受付係等は、実施本部職員をはじめ、市内の婦人会、消防署員、ママ

さんバレーの方々等、諸団体の協力があった。

○宿泊関係 

・市内の宿泊施設に、大会参加者全員を配宿した。

○輸送関係 

・大会期間中、下北バス、国鉄バスの協力を仰ぎ、貸し切り専用バスを運行し計画

輸送を実施した。

・バレーボール競技の競技会場と練習会場の間には、市内水道業者や建設業者の協

力のもと借用したマイクロバスを使用して輸送を実施した。

○市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・歓迎塔を指定下車駅と競技会場に設置し、文字の書き入れはむつロータリークラ

ブの協力により無料となった。

・街路の装飾は、市が五連旗及び三本旗を原価で斡旋し、町内会や商店街の自主的

なものを主とした。

・街の装飾は、各地区及び学校、保育所、職場毎に参加者を募集し、国体花種を無

料配布し、花壇コンクールを開催した。

・各地区の民生委員協議会が自主的に市内６カ所に花壇づくりをした。

・市事務局において国体花苗３万本を栽培し、一部を子ども会の花壇に移植し、残

りを県の斡旋したフラワーポットに移植して競技会場に設置した。

９ 今別町  

［開催競技：フェンシング］

○宿泊、食事関係 

・各宿泊施設では、郷土色を活かした料理を提供した。

○競技運営関係 

  ・当町初の全国大会だったが、中央競技団体の役員の好リードにより、無事運営が

行われた。

・町内小中学生には、日程を組んで観戦させた。
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・競技の合間には、ねぶたと荒馬を披露した。

○町民運動関係 

  ・みんなで話し合い決まりを守り、相手に迷惑をかけない生活をし、自然を守り各

自の衛生環境心がけ一生涯学心を培い、郷土の文化を守り見聞を広めて理想のま

ちをつくることの町民運動を起こした。

１０ 鰺ヶ沢町  

［開催競技：ライフル射撃］

○宿泊、食事関係 

  ・宿泊施設が不足していたので、民泊も行った。

・旅館を含めた国体食普及講習会、食品提供者等の検便を実施した。

○輸送関係 

・会場までの交通機関がなかったため、全員の計画輸送を実施した。

・業者のバスも少なかったため、町内中学校のスクールバス３台を利用した。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・競技場、駐車場の周辺と道路の両側への記念樹として桜の苗木３００本を町民の

自発的参加によって植樹した。

・先催県から看板類、国体旗を無償で譲り受けて使用した。

・街路における装飾は、三本旗等町内の自主的なものを主とし、古くから町内に備

えてある紅白の幕にとどめた。

・農繁期の中でも花づくりのために農業青年クラブの若者達や婦人団体が協力し

た。

・日にちを決めて子どもたちから老人まで町内会で清掃を実施した。

１１ 大鰐町  

［開催競技：ラグビーフットボール］

○輸送関係 

・選手の輸送は、町のバス３台をフル回転させて旅館と競技会場をピストン輸送し

た。

○競技運営関係 

・開始式には町内小学校鼓笛隊が選手の誘導をした。

・競技期間中は連日５００名程度の観衆があった。

１２ 浪岡町（現青森市） 

［開催競技：バドミントン］

○おもてなし関係 

・湯茶接待は、観光案内も兼ね婦人会やママさんバドミントンクラブ員があたり、

心のこもった会話や接遇をするため自主的に講習会を開催し臨んだ。
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○宿泊、食事関係 

・全町域を民泊指定地区とし、各家庭から２００世帯の応募があったが、事務局の

実態調査の結果、予備家庭も含めて最終的には１１０世帯を指定した。

・民泊家庭１１０世帯を対象に婦人会や町内会有志のほか、民泊家庭の家族ぐるみ

の普及を行い、講習時期が農繁期の最中であったが、延べ６０回実施をし、受け

入れに備えた。

○輸送関係 

  ・中学校のスクールバス６台を選手、役員の輸送に充てた。

・循環バスを運行したが、遠距離の宿泊者は民泊家庭との近接的な結びつきにより

自家用車による送迎が主だった。

・大会期間中宿舎への送迎は、建設業界のマイクロバス、公用車等を使用した。

○競技運営関係 

  ・開始式前には、小学生の器楽演奏、開始式には中学校生徒による行進曲の演奏が

あった。

・競技運営は全面的に県バドミントン協会に委任し実施した。

・コートマットは、先催県で購入済のものを借用し、競技用仮設照明器具は、先催

町から無償譲渡を受けた。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・婦人会、青年団、老人クラブ、母親クラブ等の社会教育団体、商工会等は国体の

ために何をすればよいかなど自主的な話し合いや実践があった。

・建設業界、農協、青年経営者会などからは国体に参加する人達に何か物品、労力

を提供したいといった申し入れもあった。

・老人クラブや町内会は花づくりに、美化運動に民泊選手の送迎にと協力的だった。

・会場周辺の花装飾は、町民運動の花づくり緑いっぱい運動の成果を活かし、各ク

ラブの作品を競技会場周辺に配置することで国体気運の盛り上がりを図った。

・街路における装飾は町内会、商店会の自主的なものにとどめた。

・歓迎アーチ、歓迎塔は建設協会やスポーツ団体等の好意によって設置した。

１３ 平賀町（現平川市） 

［開催競技：ウェイトリフティング］

○おもてなし関係 

・町の部落協議会が中心となり毎戸募金を行い約５００万円集め、この資金を使用

して、遠来の客に郷土の産業を紹介し、特産のりんごを贈り、豊かな郷土で育ま

れた芸能を披露した。

・町民歓迎の集いを開催し、約５千人の町民と各県の選手、役員等が３時間にわた

って交流した。

・当町の一大産業であるりんごを紹介するために、選手、役員等をりんご園、冷蔵

庫、選果所に案内した。

・国立公園十和田湖へ３日間にわたって案内した。これに参加した選手、役員等は

１００名にのぼった。
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○宿泊、食事関係 

・選手、監督は、町内９軒の旅館に配宿し、役員等は大鰐町の旅館に配宿した。

・各旅館には宿泊係員を２名から４名配置し、食事等（欠食）について旅館と選手

間の調整を図った。

○輸送関係 

・宿舎から二つの競技会場への輸送車は、主としてマイクロバスを借用し、添乗員

は、町職員を充てた。

・競技（ウェイトリフティング）の特殊性から旅館と競技会場間を頻繁に往復する

必要があったが、交通渋滞が起こらないように交通指導隊が整理にあたった。

○競技運営関係 

  ・大会運営には、町内高校生による１日あたり１００名以上の協力派遣があった。

・競技に使用するステージ等は、茨城県（第２９回大会開催）から借用し、一部不

足分は県内の高校から借用した。

○町民運動、環境美化等関係 

・県民運動の推進母体は、県民運動推進委員と社会教育関係団体であった。

・まちをきれいにする運動、花いっぱい運動、挨拶運動の三つを重点的に取り組ん

だ。

１４ 板柳町  

  ［開催競技：ソフトボール］

○おもてなし関係 

  ・競技会場、練習会場、駅前案内所等に湯茶接待所を設置し、町婦人会の協力があ

った。

・競技会場では、選手、役員等に農協婦人部の接待でりんごジュースの無料試飲を

行った。

○宿泊、食事関係 

  ・国体参加者全員を、町内の温泉旅館、一般旅館５館に配宿した。

・各旅館には係員を配置し、連絡調整等を行った。

・国体食献立講習会を２回にわたって実施した。

○輸送関係 

  ・駅案内所から旅館、旅館から練習会場、旅館から競技会場等のすべてについて、

バスによる計画輸送を実施した。

・町大型バス、マイクロバス、各課配置の公用車、協力バスをフル活用した。

○競技運営関係 

  ・競技を円滑に運営するために、県ソフトボール協会との打ち合わせ、各役員、補

助員の講習会、リハーサル大会を開催した。

・表彰式の音楽はすべてブラスバンド演奏で行った。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・親切運動では、接客サービス講習と併せて商工会と連携して、県内、県外講師を

招いて講習会、講演会を開いた。

・実践に先立つものとして、小、中、高校生の親切運動にちなんだ作文を実施した。
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・花いっぱい運動では、連合青年団の育苗と地域諸団体の協力で花壇造成がなされ、

主要沿道にブロック花壇、各施設のフラワーポット栽植、フラワーポットの代わ

りに箱や缶を利用しての栽植等が行われ、町をきれいにすることで、一掃き運動

を提唱し、月１回の町内会一斉清掃日を設け実施した。

・スポーツを楽しむ運動では、町民のソフトボール理解のために国体誘致の年から

町民ソフトボール、子ども会ソフトボール大会を続けて実施した。

１５ 野辺地町  

［開催競技：ハンドボール］

○おもてなし関係 

  ・駅前案内所、競技会場、練習会場における参加者等への湯茶接待には婦人団体の

協力があった。

・接待に当たっては、心のこもった会話や接遇ができるよう講習会を開催した。

○宿泊、食事関係 

  ・町内宿泊施設と馬門温泉ホテルに配宿した。

・昼食は、旅館組合が再三にわたる説明会並びに国体食調理講習会を実施し、宿舎

提供者において調製した。

○輸送関係 

  ・選手、監督の輸送については、定期路線バスを利用することを原則とした。ただ

し、交通事情の悪い地域の輸送については、町内建設業者や隣接の平内町、東北

町、横浜町、六ヶ所村のバスの協力を得て実施した。

○競技運営関係 

  ・ゴールポストは、県内の高校より借り上げ、防球ネットは、岩手県ハンドボール

協会より借り上げた。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・競技会場、沿道の花づくりは老人団体が行った。

１６ 七戸町  

  ［開催競技：ボクシング］

○おもてなし関係 

  ・競技会場内における参加者及び観覧者の接伴については、婦人会、茶道会の協力

があった。

○宿泊、食事関係 

  ・国体参加者全員を町内旅館に宿泊させることができないため、隣接の上北町（現

東北町）の２旅館に協力を求め、大会参加者全員を配宿した。

・ボクシング競技は、ウェート制で朝食や昼食時間が多岐にわたることから、様々

な想定のもと町事務局で統一見解を作成し対処した。

○輸送関係 

  ・指定下車駅である野辺地駅から宿舎までは、当町福祉バスやマイクロバス等でピ

ストン輸送を実施した。
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・競技期間中の宿舎から競技会場等までの選手の輸送は、指定集合地を設定し、計

画輸送を実施した。

○競技運営関係 

  ・中央競技団体の指導のもと、兼競技団体との密接な連絡をとり、リハーサル大会

等を通し、各自の業務分担の徹底を図った。

・リング一基は、県から借用し、競技会場の照度を上げるため照明器具は、町で購

入した。

・開始式、表彰式では、町内幼稚園児鼓隊とスポーツ少年団による連盟旗の入場を

行った。

・仮設テント、椅子、机等は、町内小、中、高校から借用した。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・町内の小・中学生や児童福祉施設の児童等が、四季を通し街路や競技会場に花に

よる装飾を行った。

・市街地の歓迎装飾は、商工会、商店会の協力を得て、毎年実施している堤灯祭の

資材を利用し実施した。

・各町内会の歓迎装飾は、お祭りで使用する提灯を毎戸に掲げ歓迎の意を表した。

・市街地より競技会場までの路上には、土地案内も兼ね２路線に一連国体旗を掲げ

た。

１７ 百石町（現おいらせ町） 

  ［開催競技：バスケットボール］

○おもてなし関係 

・選手控え室、競技役員室等の茶菓等の接伴は、町連合婦人会の協力を得て実施し

た。

○宿泊、食事関係 

  ・参加１２チームの選手全員を町内旅館に宿泊させることができないため、町内の

民泊２軒と隣接の下田町（現おいらせ町）の旅館２軒に広域配宿した。

・宿舎従事者には、サービス講習会や国体食普及講習会、その他会議を開き万全を

図った。

○輸送関係 

  ・町に駅がなかったため、八戸駅を指定下車駅とし、計画輸送を行った。

・練習会場と競技会場間も離れた場所にあり、既存のバス路線がなかったため、計

画輸送を実施した。

・計画輸送用のマイクロバスは、当町のもの以外に町内各種会社や隣接の下田町か

ら協力を得て借り上げをした。

・職員所有の乗用車も借り上げ、小さなことにも対応した。

○競技運営関係 

  ・県競技団体の指導を仰ぎ、各役員、補助員の講習会を数回にわたり開催した。

・式典音楽は、ブラスバンドや合唱隊を使用した。

・会場設営のテント、机、椅子は、小学校や町商工会館の協力により借り上げた。
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○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・花いっぱい運動では、農業青年クラブの協力により１８，０００株の花苗を作り、

それを婦人会、老人クラブ、保育所、学校などの方々が植え、管理した。

・親切運動では、幼児、児童、生徒をとおして一般町民へ広げていくことを考え、

保育所、学校の協力を得て一日一善の展開を図った。

・あいさつ運動では、家庭内での挨拶運動から勧めようと各家庭教育学級の学習会、

ＰＴＡの会合、保育所、学校などを通してその推進を図った。

・清掃運動では、毎月０のつく日を全町上げて０運動清掃の日と定め、早朝に町内

単位で一斉清掃を実施した。

・道路・河川・公園・海岸等の清掃活動は、婦人会、老人クラブ、子ども会及び町

内会等の協力を得て実施した。

１８ 十和田湖町（現十和田市） 

  ［開催競技：カヌー、山岳］

○おもてなし関係 

  ・大会期間中多くの選手、役員など国体関係者が観光を兼ねて訪れるだろうと考え、

町商工会が地元観光協会と連携しながら、旅館・売店等の従業員を対象にしたサ

ービス講習会の開催や歓迎ワッペンを配布するなどの協力があった。

○宿泊、食事関係 

  ・標準献立の料理が難しく、配宿を断る民宿があったが、数回の献立講習会の開催

により受入の協力を得た。

・隣接の十和田市で行われた相撲・サッカーの選手の宿泊依頼があり、配宿調整に

困難があったが、地元観光協会等の協力を得て、無事配宿した。

○輸送関係 

  ・選手、役員の輸送は、バスを借り上げ、宿舎と競技会場間の計画輸送を実施した。

○競技運営関係 

  ・中央カヌー競技団体より指導者を招き、地元競技役員の養成に努めた。

・物品輸送は、町のトラックや個人のトラックを借り上げ、町職員全員であたった。

・カヌー競技では、あすなろの葉でつくられた「栄光のレイ」を入賞者に授与した。

・カヌー競技の開始式と表彰式、山岳競技の表彰式におけるアトラクションにおい

て町内中学校の吹奏楽が演奏をした。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・競技会場に至るまでの沿道に花で装飾をした。

１９ 三戸町  

［開催競技：軟式野球］

○おもてなし関係 

  ・三戸駅前と二つの競技会場に接待所を設け、延べ１５０人の連合婦人会の方々の

協力があったほか、町女子職員も配置し、町内の案内にあたった。

・「友情の広場」を競技会場の隣に設置し、三戸三社大祭の山車を出場させるなど
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運営は町内会青年部、青年団、農協青年部、社会学級青年部、商工会青年部、農

業振興会青年部の延べ５００人の協力があった。

○宿泊、食事関係 

  ・大会参加者全員を町内６カ所の旅館に配宿した。

・町内の４弁当業者が料理講習会等に参加して、おいしい弁当づくりに努めた。

○輸送関係 

  ・三戸駅を指定下車駅とし、宿舎まで輸送した。

・輸送に使用したマイクロバスは、町内建設業者などが運転手付きで無料提供した。

・輸送の際は、チーム毎に、町の文化、観光、地理に明るい職員を配置した。

○競技運営関係 

  ・競技を円滑に運営するため、競技団体と話し合いを行い、各役員等の講習会など

を開催した。

・式典音楽は、町内小、中、高校１７０名の合同で行われ、開始式では、花火や平

和のハトが放たれる演出があった。

・会場設営の机、椅子等は町内の公的施設から集めた。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・花いっぱい運動では、花壇コンクールを実施し、町内会、団体、学校別に表彰し

た。

・町内の写真愛好会に依頼し、８ミリ映画を作成した。

・町内メインストリートには、国体三本旗、連続旗をはじめとした装飾をした。

２０ 五戸町  

  ［開催競技：サッカー］

○おもてなし関係 

  ・各案内所や競技会場がある公園広場では、婦人会青年団の奉仕による温かいお茶

が振る舞われた。

○宿泊関係 

  ・町内の旅館が少ないため、隣村の協力、部落の公民館等を選手の宿舎に充てた。

・選手の世話には各部落の婦人会が協力した。

○競技運営関係 

  ・各小学校のちびっ子ファンは、応援チームを決め芝生スタンドを左右に分けての

応援合戦を演じた。

・試合の応援態勢では、各県を学校の学年と各町内自治会に割り当てて行った。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化関係 

  ・青年団体、婦人会、老人クラブなどの協力を得て町の至る所に花による装飾をし

た。

・各町内会では、町を清潔にする運動を展開し、家の周囲、道路などの清掃奉仕活

動を実施した。

・大会関係者を迎えるための歓迎塔、看板表示板等は、町職員が自前で作成し、経

費節減に努めた、

・歓迎ムードを盛り上げるため、小中高全校児童・生徒による各県旗を入れたサッ
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カーのポスターの作成を実施した。

２１ 南部町  

［開催競技：剣道］

○宿泊、食事関係 

  ・町内の旅館のほか、隣接三町の旅館、町内民泊４６軒へ配宿した。

・民泊では、民泊家庭をはじめ地元町内会、婦人会の協力があった。

・選手、監督並びに国体関係者の昼食は町内の三業者が行った。

○輸送関係 

  ・輸送車両は借り上げバス、町マイクロバス及び町中型バスにより実施した。

○競技運営関係 

  ・競技団体との緊密な連絡調整により準備を進め、役員、補助員の養成講習会やリ

ハーサル大会を開催し競技運営に万全を期した。

・開始式、表彰式では、町内中学校ブラスバンド部が式典音楽を演奏した。

・公開演技として、郷土芸能のえんぶり、駒踊り及び婦人会の踊りを披露した。

○町民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

  ・社教団体、商工会等による親切、礼儀、接客等の講習会を実施した。

・町内会、老人クラブ、婦人会及び子ども会等、町を挙げての花いっぱい運動の展

開をした。

・一般家庭には三本旗セット、連旗を斡旋した。

・看板、歓迎アーチ等は、最小限にとどめ、真心で迎えるムードの盛り上げに努め

た。

・町商工会は、駅前通に提灯の飾り付け、町内歓迎施設の設置作業への協力、選手

団歓迎の夕べを主管する等、歓迎ムード盛り上げに大きな役割を果たした。
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長崎国体における会場地市町での主な取組について 

（長崎国体会場地市町実行委員会ＨＰより）

○おもてなし関係 

・駅バスセンターでのお出迎えでは、小学生が模造紙で手作りした歓迎横断幕を掲げ、

歓迎の挨拶があったほか、１枚１枚手書きで作成したメッセージや歓迎うちわ等の

配布があった。

・会場地のガイドブックでは、小学生や大学生の手書きによる商店街地図やおすすめ

商品などを紹介したウエルカムマップが作成され、掲載された。

・各競技会場では、地元の物産を紹介するための無料の「振る舞いコーナー」が設置

され、その中では、大学研究室が研究開発したメニューや食物学科学生による創作、

開発したメニュー、飲食店の方々による地元の食材を使用したメニューなどの振る

舞いがあった。

・休憩所では、お茶の団体による特産茶やお茶を使用した茶菓子の振る舞いがあった。

・接遇向上では、大会参加者等が来県時最初に接すると想定されるタクシー乗務員を

対象とした接客マナー能力向上セミナーが開催された。

・国体弁当では、大学健康栄養学科学生と指定弁当調製施設の共同によるメニューの

開発があった。

○競技運営、応援関係 

・小学生や中学生による手作りの応援のぼり旗の作成やよさこいチームによる各県

チームの応援旗の作成、高等学校書道部による激励や歓迎メッセージを記した手作

り応援旗の作成、交通少年団、交通安全協会の職員による手作りの応援旗の作成な

どがあった

・競技会場では、高校吹奏楽部による各県選手への応援演奏や幼稚園児、小中学生に

よる試合観戦と応援があった。

・参加者への記念品では、中学校特別支援学級の生徒によるビーズストラップの制作、

提供があった。

・高校生や大学生へのボランティア活動の説明会の開催や要請をしたほか、ボランテ

ィア研修会が開催された。

○市（町）民運動、歓迎装飾、環境美化等関係 

・競技会場周辺、街中、道路、海岸、観光施設等では、様々な団体や地域の方々、児

童･生徒、ボランティアが参加したクリーンアップ活動が実施された。

・競技会場等の装飾では、小学校児童による育苗した歓迎プランター、デイケアサー

ビス利用者等によるマスコットキャラクターなどを取り入れたお花紙アート、小学

生による使えなくなったバドミントンのシャトルの先端を利用して作成したマス

コットキャラクターのパネル、特別支援学級の皆さんによるマスコットキャラクタ

ーを描いたエコキャップアートなどの提供があった。

・競技会場周辺では、近隣の子ども会や老人会、放課後子ども教室の方々等による花

壇への花苗の植栽があった。
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・地区交通安全協会が、飲酒運転撲滅の協力の呼びかけと国体等の応援を併せた箸袋

を作成し、飲食店等に配布された。

・交通安全協会や交通安全母の会等による交通安全のお願いと大会のＰＲ活動があ

った。

・高校生によるデジタルカウントボードの作成があった。

・各種イベント、地区運動会等で市（町）民が、がんばらんば体操に取り組んだほか、

各種団体や企業等においてもがんばらんば体操に取り組んだ。

・交通安全協会による新１年生への大会マスコットキャラクターがデザインされた

ランドセルカバーの贈呈があった。

・園児や小学生による大会ＰＲをデザインした鯉のぼりの作成、掲揚があった。
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