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燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の延期について 

 

 

 新型コロナウイルスの影響で延期となった、燃ゆる感動かごしま国体・かご

しま大会につきまして、（公財）日本スポーツ協会は令和２（2020）年 10 月８

日（木）に臨時理事会を開催し、令和５（2023）年に開催することを正式に決

定しました。 

 なお、大会名称については、「特別国民体育大会」及び「特別全国障害者スポ

ーツ大会」となります。 

 また、令和５（2023）年以降の開催地については、１年ずつ順送りになるこ

とが決定しました。 

 これにより、本県は予定どおり令和４（2022）年に開催されます。 

 

 

令和２(2020)年 鹿児島県  令和２(2020)年 延期 

令和３(2021)年 三重県  令和３(2021)年 三重県 

令和４(2022)年 栃木県  令和４(2022)年 栃木県 

令和５(2023)年 佐賀県  令和５(2023)年 鹿児島県 

令和６(2024)年 滋賀県  令和６(2024)年 佐賀県 

令和７(2025)年 青森県  令和７(2025)年 滋賀県 

                       ※以降１年ずつ順送りへ 
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新型コロナウイルス感染症の影響下における 

大規模大会の視察結果について 

 

１ 背景        

  新型コロナウイルス感染症の終息が見られない中、各中央競技団体は、感染防

止対策のガイドラインを策定し、大会開催の在り方を検討しながら各大会を再開

し始めています。大会運営においては、各競技の特性に応じた感染防止対策を講

じており、今後の準備の参考とするため以下の大会の視察を行いました。 

 

競技名 大会名 視察日 会場地 競技会場 

ｻｯｶｰ 全国地域サッカー 

チャンピオンズリーグ 2020 

11月 6日 下野市 下野市大松山運動公園 

陸上競技場 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 第 34 回日本実業団リーグ 10月 30日 

～11月 1 日 

京都府 

福知山市 

福知山市三段池公園 

テニスコート 

馬術 第 72回全日本障害馬術大会

2020 Part1 

11月 14日 東京都 

世田谷区 

日本中央競馬会 

馬事公苑 

ｺﾞﾙﾌ ３県（栃木・群馬・茨城）

対抗 ゴルフ選手権大会 

11月 23日 那須塩原市 ホウライカントリー俱楽部  

西那須野カントリー倶楽部  

塩原カントリークラブ 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 第 3回全国高等学校 

トライアスロン選手権 

10月 16日 

～10月 17日 

岐阜県 

海津市 

海津市国営木曽三川公園 

第 26回日本トライアスロン

選手権 

11月 7日 東京都 

港区 

お台場海浜公園海域及び 

周辺特設会場 

 

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の例 

・無観客試合 ⇒ 動画配信（ライブ）対応 【ｿﾌﾄﾃﾆｽ・馬術・ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ】 

・大会関係者に対する手指の消毒、入口での検温及び健康チェックシート 

（大会前２週間前分）の提出義務付け 【ｿﾌﾄﾃﾆｽ・馬術・ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ】 

・以前とは異なる試合の実施手法（団体戦におけるコート内入場者の制限、試 

合前後のｾﾚﾓﾆｰ等の簡素化、応援の制限等） 【ｿﾌﾄﾃﾆｽ】 

 ・選手、大会関係者に事前の PCR検査を義務付け 【ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ】 

 

３ 課題 

 ・競技ごとに感染防止対策に温度差がみられるため、市実行委員会としては一定

レベル以上の統一した対策を講じる必要があります。 

 ・夏季に開催する大会もあり、熱中症へも配慮した感染防止対策を講じていく必

要があります。 

 ・宿泊時や輸送時の競技会場以外の感染防止対策について、実施方法等を検討す

る必要があります。 
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競技実施状況（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 競技実施状況（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） 

  

競技実施状況（馬術） 検温所（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 

  

検温所（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） 検温所（馬術） 

  

感染防止対策（アクリル板／ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 感染防止対策（ビニールシート／ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市輸送交通業務実施要項（案） 

 

１ 趣旨 

  この要項は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市輸送・交通基

本計画」に基づき、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」（以下「大会」とい

う。）における輸送交通業務の実施について、万全を期するため、必要な事項

を定める。 

 

２ 実施方法 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委

員会」という。）は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県

実行委員会」という。）と連携を図るとともに、関係機関・団体等の協力を得

て、輸送交通業務を実施する。 

 

３ 輸送交通業務の一般的事項 

 ⑴ 輸送対象者 

  ア 選手・監督 

  イ 競技役員、競技補助員 

  ウ 競技会役員、競技会係員、競技会補助員 

  エ 報道関係者、視察員 

  オ 一般観覧者 

  カ その他、実行委員会が必要と認めた者 

 ⑵ 実施期間 

   輸送交通業務の実施期間は原則として、公式練習日を含む各競技会の会

期中とする。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでは

ない。 

 ⑶ 業務の範囲 

  ア 輸送交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎その他

関連諸行事の会場等（以下「競技会場等」という。）の相互間とする。 

  イ 輸送については、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交

通機関による輸送が困難な場合又は競技会の実施に著しく支障がある場

合は計画輸送を行う。 

  ウ 計画輸送は、原則として当該輸送交通業務の範囲が近距離（概ね２キロ

メートル未満をいう。）の場合は行わない。 
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４ 輸送交通業務の内容 

 ⑴ 輸送業務の内容 

  ア 輸送計画の策定 

    市実行委員会は、関係機関・団体等の協力を得て、輸送対象者、発着場

所、発着時刻等を内容とする輸送計画を策定する。 

  イ 指定集合地の設定 

    市実行委員会は、輸送の効率化を図るため、必要に応じて、関係機関・

団体等と協議の上、指定集合地を設定する。 

  ウ 輸送経路の設定 

    市実行委員会は、参加人数、時間帯等を考慮し、関係機関・団体等と協

議の上、輸送経路を設定する。 

  エ 輸送案内 

    市実行委員会は、必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、宿舎及び

競技会場等への誘導案内を行う。 

  オ 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送 

    市実行委員会は、同一競技が那須塩原市と那須塩原市以外の会場地で

行われる場合、関係会場地市町実行委員会と協議の上、必要に応じて輸送

を実施する。 

  カ 一般観覧車の輸送 

    市実行委員会は、一般観覧車を安全、円滑かつ効率的に輸送を行うため、

関係機関・団体等の協力を得て、必要な措置を講じる。 

  キ バス・タクシー乗降場の設置及び係員の配置 

    市実行委員会は、輸送対象者の利便と安全を図るため、競技会場等内の

バス・タクシーの発着場所に乗降場を設置し、必要に応じて、係員を配置

する。 

  ク 全国輸送との連携 

   (ア) 指定下車駅等の設定 

     市実行委員会は、県実行委員会と協議の上、選手・監督、役員等の下

車駅等を、宿泊地の最寄り駅等から１箇所以上設定する。 

   (イ) 指定下車駅等からの輸送 

     指定下車駅等と宿泊施設の相互間の輸送については、原則として公

共交通機関等を利用した自主移動とする。ただし、実行委員会は、移動

距離及び道路交通事情を勘案し、必要に応じて、輸送を実施する。 

 ⑵ 輸送力の確保 

  ア 臨時バスの運行等 

    市実行委員会は、必要と認められる場合には、関係機関・団体等に対し

て、臨時バスの運行、バス路線の変更、停留所の臨時設置等を要請すると

ともに、必要な措置を講じる。 
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  イ 車両の確保 

    計画輸送に使用する車両は、借上バス・タクシー等により行い、関係機

関・団体等の協力を得て、必要台数を実行委員会が確保する。 

  ウ 予備車の確保 

    市実行委員会は、大会期間中、予備車を準備して緊急時に備える。 

 ⑶ 交通業務の内容 

  ア 交通規制 

    市実行委員会は、各競技会の円滑な運営に万全を期すため、所轄警察署

等の協力を得て、必要に応じて、主要道路、競技会場周辺等における交通

規制措置を講じる。 

  イ 案内・誘導 

    市実行委員会は、輸送対象者を安全で正確かつ迅速に目的地へ誘導す

るため、必要に応じて、主要道路、競技会場及びその周辺、駐車場等に案

内・誘導看板等を設置する。 

  ウ 交通整理 

    市実行委員会は、輸送対象者の通行の安全及び競技会場周辺の混雑防

止のため、必要な個所に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する 

  エ 路上駐車の防止 

    市実行委員会は、交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防

止するため、所轄警察署の協力を得て、必要に応じて競技会場周辺等の巡

回を行う。 

  オ 指定駐車場の確保及び開設 

    市実行委員会は、輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、関係機関・

団体等の協力を得て、競技会場、練習会場の周辺等に必要な指定駐車場の

確保に努める。なお、移動距離及び道路交通事情を勘案し、必要に応じて、

シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

  カ 指定駐車場の管理及び運営 

    市実行委員会は、指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、

事故防止に努める。 

  キ 駐車許可証の交付 

    市実行委員会は、特定の指定駐車場の利用者に対して、事前に駐車許可

証を交付し、許可車両であることを確認することにより、適切な車両誘導

及び駐車場の円滑な管理運営に努める。 

 

  ク 交通環境整備 

    市実行委員会は、大会期間中の環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和

のため、輸送対象者に対して、公共交通機関の利用の促進及び自家用車で

の来場自粛を働きかける。 
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    また、市民等に対しても、渋滞の原因となる路上駐車の防止、民間駐車

場への迷惑駐車防止、自家用車利用の自粛協力等の啓発を行う。 

  ケ 道路機能の保全 

    市実行委員会は、大会関係車両の通行が予想される道路の破損個所の

補修など必要な保全対策及び大会期間中に交通渋滞が予想される道路や

競技会場等周辺の道路工事の抑制等について、関係機関へ協力を求める。 

 

５ その他 

 ⑴ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 ⑵ 競技別リハーサル大会における輸送交通業務の実施についても、必要に

応じてこの要項を準用する。 

 ⑶ いちご一会とちぎ大会における輸送交通業務については、県実行委員会

が主体となって実施する。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市警備・消防防災実施要項（案） 

 

１ 趣旨 

  この要項は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市警備・消防防

災基本計画」に基づき、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」（以下「大会」

という。）における警備・消防防災業務の実施について、万全を期するため、

必要な事項を定める。 

 

２ 実施期間 

  警備業務及び消防防災業務の実施期間は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大

会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）が必要と認める大

会前及び大会期間中とする。 

 

３ 実施場所 

  警備業務及び消防防災業務の実施場所は、競技会場、練習会場、駐車場等の

大会関連施設（以下「大会関連施設」という。）とする。 

 

４ 実施体制 

 ⑴ 大会前 

   市実行委員会は、那須地区消防本部及び関係機関・団体等との連携を図り

ながら、平常時の業務体制で行う。 

 ⑵ 大会期間中 

   いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実施本部内に警備業務担

当を、また各競技会場部に医事衛生・消防防災業務の担当を配置し、必要に

応じて大会関連施設の消防防災業務及び警備業務を実施する。 

 

５ 警備業務 

 ⑴ 基本的事項 

   大会関連施設の雑踏事故及びその他事件・事故の防止に取り組む。 

 ⑵ 実施内容 

  ア 大会前 

   (ア) 大会関連施設における警備体制の確立に関すること。 

   (イ) 実地路査の実施に関すること。 

   (ウ) 通信体制の確立に関すること。 

   (エ) 施設・構造物の安全対策の推進に関すること。 

第２号議案 
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   (オ) 警備員等の確保と事前教育及び訓練に関すること。 

   (カ) 関係機関・団体等との連絡協力体制の確立に関すること。 

   (キ) その他必要な警備業務に関すること。 

  イ 大会期間中 

   (ア) 雑路事故及びその他の事件・事故の防止に関すること。 

   (イ) 大会関連施設及び必要と認める箇所での交通誘導警備に関すること。 

   (ウ) 選手・監督、役員、視察員、報道員その他関係者及び一般観覧者の大

会関連施設での誘導及び混雑防止の措置に関すること。 

   (エ) 大会関連施設及び周辺における犯罪の予防に関すること。 

   (オ) 大会関連施設における避難通路の確保に関すること。 

   (カ) 迷子及び遺失物等への対応に関すること。 

   (キ) 入退場者管理に関すること。 

   (ク) 不審者、不審物の発見と適切な対応に関すること。 

   (ケ) 大会関連施設への不法侵入予防、施錠確認等の管理に関すること。 

   (コ) 犯罪行為等、円滑な運営を妨害しようとする者への対応に関するこ

と。 

   (サ) 通信手段の確保、運用に関すること。 

   (シ) その他必要な警備業務に関すること。 

 ⑶ 突発重大事案に係る対策 

   突発重大事案に係る対策については、関係機関・団体等と連携を図り実施

する。 

 

６ 消防防災業務 

 ⑴ 基本的事項 

  ア 消防法等関係法令を遵守し、特に大会関連施設及び宿泊施設の消防防

災に取り組む。 

  イ 那須塩原市地域防災計画及び各施設の消防計画に定められた事項を基

本とする。 

 ⑵ 実施内容 

  ア 大会前 

   (ア) 大会関連施設における消防防災体制の確立に関すること。 

   (イ) 大会関連施設における消防用設備及び水利等の点検整備に関するこ

と。 

   (ウ) 消防防災に必要な教育訓練の実施に関すること。 

   (エ) 防火防災意識の高揚と、啓発活動の推進に関すること。 

   (オ) 大会関連施設での避難訓練に関すること。 

   (カ) 大会関連施設及び宿泊施設の予防査察に関すること。 

   (キ) その他必要な消防防災業務に関すること。 
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  イ 大会期間中 

   (ア) 大会関連施設における火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

   (イ) 大会関連施設の救急救助に関すること。 

   (ウ) 大会関連施設における避難経路の確保及び火災その他の災害発生時

における避難誘導に関すること。 

   (エ) その他必要な消防防災業務に関すること。 

 ⑶ 広域配宿に係る対策 

   広域配宿に係る対策については、宿泊市町及び関係機関・団体等と調整し

実施する。 

 ⑷ 大規模災害に係る対策 

   大規模災害に係る対策については、関係機関・団体等と連携を図り実施す

る。 

 

７ その他 

 ⑴ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 ⑵ 本市で開催するいちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会における消

防防災・警備業務については、この要項に準じて実施する。 

 ⑶ いちご一会とちぎ大会における消防防災・警備業務については、栃木県が

設置したいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が主体となって実

施する。 
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