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あすなろ国体時（Ｓ５２年開催）の状況 

（第３２回国民体育大会報告書より） 

１ 選手強化（指導者養成含む） 

（１）選手強化基本方針

スポーツ選手の体力及び技術の向上を目指し、併せてスポーツマンシップの涵養を図るこ

とにより、開催県としての十分な成果を上げることを目標とする。

また、選手強化の実績が青森県国体終了後も本県のスポーツ振興に大きく貢献するような

方策を樹立する。

（２）選手強化のための組織

①青森県体育協会選手強化対策本部（Ｓ５０～競技力向上委員部会）

・設 置 者 青森県体育協会

・業 務 内 容 長期強化育成の計画作成及び実施

・強化育成先 各競技団体、県高体連、県中体連 

②青森県競技力推進協議会（委員長 教育長）

・設 置 者 青森県実行委員会（会長 知事）

・業 務 内 容 強化育成計画の調整・承認並びに事業経費の検討決定など強化、事業全

般の援助・助成

（３）選手強化年次計画

年度 目標 施策事項

Ｓ４６～４８年度

（開催６～４年前）

競技水準の向上

競技人口の増加

①優秀選手の発掘と育成

②重点強化種別の強化合宿

③中学生のスポーツ技術の指導

④強化コーチ及び指導者の要請

⑤未普及種別・種目の育成

⑥全競技種別・種目のチーム結成

Ｓ４９年度

（開催３年前）

優秀選手の育成 ①重点強化種別の県外遠征

②中学校優秀選手の強化

Ｓ５０年度

（開催前々年度）

強化対象の選定と強化 ①国体候補選手の選定と重点強化

②高校選手の強化

③県外遠征と強化合宿

Ｓ５１年度

（開催前年度）

対外試合による競技力向上 同上

Ｓ５２年度

（開催年度）

必勝態勢の樹立 ①強化合宿とコンディション調整

②選手力分析と成績目標の確認

③選手団選考と決定

２ 競技役員等養成 

（１）概要 

第３２回国民体育大会に備え、競技役員の資質向上と競技運営力の強化を図るという趣

旨のもとに、県実行委員会は、県内競技役員養成講習会を各会場地市町実行委員会、県競

技団体と協議の上、年次計画を立て開催した。

（２）年次計画
年度 内容

Ｓ４７・４８年度
（開催４～５年前）

各競技の審判員を２年に分けて養成

Ｓ４９年度
（開催３年前）

各競技の審判員を養成
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Ｓ５０年度
（開催前々年度） 各競技の審判員・運営役員を養成

Ｓ５１年度
（開催前年度）

各競技の審判員・運営役員を養成

Ｓ５２年度
（開催年度）

各競技の審判員・運営役員・補助員を養成

（３）夏季・秋季大会（全３２競技）の県内役員及び補助員

  ①審判員    １，１２９人

  ②運営役員   ２，８５３人

  ③補助員    ４，５３５人

    計     ８，５１７人

３ 県民参加に関わる事項 

（１）大会旗・炬火リレー

十和田湖湖畔と岩木山山頂の県内２カ所で採火した炬火と大会旗を全市町村２コースに

分かれて巡回し県庁で集火し、開会式会場である青森県総合運動場陸上競技場までリレーし

た。

なお、１区間は最長約２ｋｍとし、人家が少ないところは自動車輸送とした。

①総走者人員 ８，０５０人

②総 距 離 １，１７８．７ｋｍ

③コース 東回りコース（三八、上北及び下北地域）

     西回りコース（東青、中南及び西北地域）

     最終日コース（県庁～青森県総合運動場陸上競技場）

（２）開・閉会式集団演技

   開・閉会式において手づくりの集団演技を下記のとおり実施した。

  ①準備経過

年度 内容

Ｓ４９年度

(開催３年前) 
県レクリエーション協会副会長を部会長とし、県教育庁関係課、学

識経験者及び県地域婦人団体連合会等で構成する集団演技研究推進部

会（以降開催年度までに月１回程度の開催）が県実行委員会事務局内

研究推進部会の一つとして発足した。

Ｓ５０年度

(開催前々年度) 
集団演技研究部会で研究協議し、集団演技の内容を”社会体育団体

の参加協力”を得て、構成することの合意を得て計画の作成に入った。

集団演技研究推進部会員の一部及び高等学校・幼稚園教諭等で構成

する企画指導班会（以降開催年度までに月１～２回程度の開催）を発

足し、演技内容の検討、具体案の作成、モデル団体による演技内容の

確認を行った。

Ｓ５１年度

(開催前年度) 
集団演技研究推進部会及び企画指導班会において、演技内容細部の

検討の継続、出演団体等の交渉、指導者の養成講習会、巡回指導を行

った。

Ｓ５２年度

（開催年度）

前年度に引き続き、巡回指導を行い、地域毎練習会、合同練習会（開

会前に２回開催）を行い本番に備えた。

②出演者

団体名等 人数

青森市内幼稚園

（５歳児 全２８園）

幼 児 ２，４０３人

指導者   １３８人

 計  ２，５４１人

県内婦人団体

（全１５市町村）

    １，６００人
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一般関係

（青森ねぶた、弘前ねぷた、

少年駒踊り）

  １，４１７人

計   ５，５５８人

③演技内容

   美しくゆたかな自然にめぐまれたわが郷土の四季をとおして行われる、あすなろ国体の

成功を祈りながら、希望に満ち、明日に向かって力強く躍進を続ける青森県の姿を、幼児・

婦人・一般の渾然となっておりなす集団の美に託して表現する。

季節 内容 実際の様子

冬 雪が吹きすさび、

樹々も凍りつく北国の

冬。それは長くきびし

い。しかし、春への力

をたくわえ、希望がふ

くらむ季節でもある。

たくましく息づく郷土

の冬を、ナレーション

でつづる。

ナレーションのため省略

春  待ちこがれていた春

を迎える歓喜の姿を、

風車、動物・花を描く

幼児の奔放な動きと、

勇壮な駒踊りの乱舞に

よって表現する。

夏  明日の青森県をきず

く県民の気力とその姿

を、快活な国体音頭に

よる婦人の踊りと、た

くましくはなやかなハ

ネトの乱舞とねぶたに

よって表現する。

秋  みのりのある明日を

きりひらく青森県の姿

を、幼児・婦人で構成

するりんごとアスナロ

の造形美によって表現

する。
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（３）県民運動

  ①概要 

    スポーツに親しみ、スポーツを通じて健康増進と体力の向上を図り、たくましい体と豊

かな心で、明るい生活を築くため、第３２回国民体育大会の開催を契機に、飛躍を目指す

１４８万県民一人一人が「あすなろ国体」の意義を理解し、何らかの形でそれぞれの立場

から積極的に国体に参加協力するよう県実行委員会が提唱した。

    従来個々に行われてきた地域住民各種団体等の運動を一体化し、スポーツの振興とあ

わせて、国体を迎えるにふさわしい心構えと、美しい環境で豊かな郷土をつくり、全国か

ら参加する選手・役員等を快く迎えるとともに、この運動が国体終了後も更に将来に及ん

で継続して日常生活に定着するよう、基本目標及び運動項目を設定し実践活動の浸透に

務めた。

②県民運動の組織

・「あすなろ国体」県民運動推進協議会（Ｓ４９年（開催３年前）設立）

    県内８３団体（最終８６団体）で組織（会長 県観光連盟会長）

内訳）

分野 主な団体名 団体数

青少年 青森県子ども会育成会連合会 ５

社会教育・社会福祉 青森県地域婦人団体連合会 １０

幼保・学校教育 青森県国公立幼稚園会 １０

商工観光 青森県商工会議所連合会 ９

交通 青森県交通安全協会 ９

農林業 青森県農業協同組合中央会 ９

各種衛生組合 青森県環境衛生同業組合協議会 １３

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 青森県体育協会 ６

市町村 青森県市長会 ２

マスコミ 青森県新聞協会 １

医師 青森県医師会 ２

自然 日本野鳥の会青森県支部 ４

その他 青森県辯護士会 ６

計 ８６

・「あすなろ国体」県民運動推進員

「あすなろ国体」県民運動を広く県内の各地域における実践活動として推進するため

１００世帯につき１人の割合で全市町村長から推薦のあった地域活動に指導力のある

者、約４，０００名に対し、県実行委員会会長（知事）及び「あすなろ国体」県民運動

推進協議会会長が委嘱した。全県的運動として盛り上がりを図った。
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  ③基本目標、運動項目、方針及び実績 

基本目標 運動項目 方針 実績

親切にする運動

　みんなで、親切にする気
運を盛り上げ、青森国体を
心から温かく迎えるととも
に、進んで善意と奉仕の活
動をする県民性の伸長を図
る。

明るく礼儀正しい
態度で接する運動

　心のかよった礼儀正しさ
を持って明るくはきはきと
行動する県民性を養う。

交通ルールを守り
事故をなくする運
動

　家庭を中心に交通安全を
考え、一人一人が交通安全
を自覚し、連帯と譲りあい
の心を養う。

・交通安全啓発のため、県内１，５００人の交通指導隊員による街頭
　指導の実施
・事故防止の協力のため、安全運転管理者講習会、法令講習会及び座
　談会等の開催
・県内危険箇所の点検による子どもと老人の事故防止対策資料作成、
　配布
・安全運転コンテスト県大会の開催
・飲酒運転事故防止対策として「酒飲み運転追放の家」ステッカー１
　４万枚の作成・各家庭への配布
・地域単位での街頭及び毎戸への交通安全署名運動の実施

緑いっぱい運動
　みんなで樹木を育て、緑
豊かな郷土をつくり、自然
を愛する心を養う。

・県内７会場において春の緑化まつりの実施（２万本の緑化の配付）
・緑化講習会の開催
・森林所有者を対象とした造林保育コンクールの実施
・緑の羽募金の見返り６，３００本の緑化木の公共施設用への配付
・国体競技主会場及び練習会場となる県内の中学・高等学校１１５校
　への３，７００本の高木の植栽
・自然を大切にする運動の一環として八甲田及び岩木山系の登山口へ
　の横断幕の設置及びビニール袋とゴミ持ち帰りのしおり配付

花いっぱい運動
　みんなで花を育て、まわ
りを花で飾り、うるおいの
ある心を養う。

・県内６農林事務所の花卉担当職員による市町村及び地域住民等要請
　に基づく花づくりの実地指導
・花と緑の学校、郷土及び職場の指定による重点的な技術指導の実施
　及び実践集団への訪問
・花壇コンクールの開催、個人・団体別の表彰及び講演会の開催
・「緑と花の市」への国体コーナーの設置と「国体の花」栽培実演会
　と即売の実施

まちやむらを清潔
にする運動

　みんなで清潔な生活環境
を整え、国体を気持ちよく
迎えるとともに、進んで環
境美化に努める生活態度を
養う。

・駅前、商店街、公園及び公共施設等のひと掃き運動の実践（毎月１
　回）
・美化啓蒙ポスターの掲示
・ボランティア活動団体を対象とした清掃指導員研修と対談集会の開
　催、機関誌によるＰＲの実施
・蚊やハエの発生防止のためのゴミ収集場所及び遊園地トイレへの薬
　剤散布
・側溝清掃の実施と側溝蓋の整備
・ゴミ収集場所清掃コンクール実施
・河川・海岸の廃棄物多発地域の美化
・観光地・行楽地及びその沿道の清掃
・「クリーン青森」清掃袋の観光・行楽客への配付によるゴミ持ち帰
　りと美化運動協力の要請
・路上立看板の撤去、稲わら焼き防止、放任リンゴ園、放任水田防止
　による農村荒廃回復の呼びかけ

みんなでス
ポーツに参加
しよう

スポーツを楽しむ
運動
健康生活をすすめ
る運動

　みんなで、スポーツを楽
しみ、規則正しい日常生活
を送り、健康な体と豊かな
心を養う。

・ママさんバレー等女性のための軽スポーツの集い開催
・スポーツ少年団リーダー講習会、指導者講習会の開催
・ソフトボールとママさんバレーの県大会の実施
・青少年を対象とした水泳・キャンプ・登山活動の実施
・スポーツ総参加の意識の高揚のための、幼稚園児集団演技参加者の
　話し合い
・各市町村毎の老人スポーツ大会の実施
・業間体操の職場での実践
・レクリエーション活動のための指導者養成及び職場ぐるみのレクリ
　エーションの実施
・農山魚家近代化のための移動展示会の開催
・農山魚家生活問題研究中央集会及び生活改善実践発表会の実施
・県民健康診断並びに栄養指導の実施による食生活の改善

親切で明るい
郷土を作ろう

・タクシー・接客応対及び電話対応等の関係団体によるサービス講習
　会の実施
・一般県民の意識高揚のため、商店の店頭等への広告入り標語ステッ
　カー・ポスター約５万枚の貼付
・「小さな親切」運動実践者、実践団体及び善行者への表彰
・小・中・高校生を対象とした作文コンクールの実施及び街頭キャン
　ペーン
・飲食業組合における、明朗会計と親切対応パンフレット・ポスター
　の作成、配布

美しい環境を
作ろう
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先催県における競技力向上に向けた取組 

先催県における競技力向上に向けた取組については、各県において開催の１０～５年前に知

事等を本部長とした競技力向上対策本部を設置しており、競技力目標を定め、国体に向け競技力

の向上を図っている。 

※先催県競技力向上対策本部ＨＰ等より

回
（年）

開催県 競技力目標 目標設定時期
競技力向上対策本部長と

設立時期

６４
（H21)

新潟県 総合優勝と全国大会における活躍を目指す
競技力向上推進計画
（H16 開催５年前）

県体育協会会長
（H16 開催５年前設置）

６５
（H22)

千葉県 天皇杯獲得とスポーツの振興の財産とする
競技力向上基本計画
（H14 開催８年前）

副知事
（H14 開催８年前設置）

６６
（H23)

山口県 飛躍的な競技力の向上と競技水準の維持・定着
基本構想
（H14 開催９年前）

副知事
（H14 開催９年前設置）

６７
（H24)

岐阜県 開催県として天皇杯・皇后杯の獲得を目指す
競技力向上基本方針
（H17 開催７年前）

副知事
（H17 開催７年前設置）

６８
（H25)

東京都 最高得点を獲得し、総合優勝
競技力向上基本方針
（H20 開催５年前）

副知事
（H20 開催５年前設置）

６９
（H26)

長崎県 開催県に相応しい成績を収める
競技力向上総合計画
（H16 開催１０年前）

教育長
（H16 開催１０年前設置）

７０
（H27)

和歌山県 男女総合優勝の獲得を目指す
選手強化対策本部設立趣旨
（H20 開催７年前）

知事
（H20 開催７年前設置）

７１
（H28)

岩手県 開催県に相応しい優秀な成績を収める
選手強化本部設立趣旨
（H20 開催８年前）

知事
（H20 開催８年前設置）

７２
（H29)

愛媛県 天皇杯獲得とともに競技力の維持に取り組む
競技力向上対策基本計画
（H19 開催１０年前）

知事
（H19 開催１０年前設置）

７３
（H30)

福井県
開催県として相応しい成績の獲得と大会後の恒久
的な本県の競技スポーツの振興を目指す

競技力向上基本計画
（H23 開催７年前）

副知事
（H23 開催７年前設置）

７４
（H31)

茨城県 天皇杯・皇后杯の獲得を目指す
競技力向上対策基本計画
（H24 開催７年前）

副知事
（H24 開催７年前設置）

７５
（H32)

鹿児島県 開催県として天皇杯・皇后杯の獲得を目指す
競技力向上計画
（H24 開催８年前）

教育長
（H26 開催６年前設置）

７６
（H33)

三重県 天皇杯・皇后杯の獲得を目指す
競技力向上対策基本方針
（H25 開催８年前）

知事
（H25 開催８年前設置）

７６
（H34)

栃木県 天皇杯・皇后杯の獲得を目指す
基本方針
（H26 開催８年前）

副知事
（H26 開催８年前設置）
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先催県における総合開会式の内容

※東日本大震災復興支援第６６回国民体育大会おいでませ！山口国体報告書及び第６７回国民体育大会・第１２回全国障害者スポ

ーツ大会報告書より 

回（年） 第６６回（Ｈ２３年） 第６７回（Ｈ２４年）

先催県名 山口県 岐阜県

オープニン
グプログラ
ム
（オープニ
ングイベン
ト）

　４，０００人を超える県民の皆さんが、元気いっ
ぱいのパフォーマンスを披露
◆イメージソングダンス
　県内１６のダンスチーム（グループ）によるイ
メージソングダンス
◆ちょるる（大会マスコット）ダンス
　山口市内小学生やバレエ、ダンススタジオの方々
によるダンス
◆県内中・高校生によるマーチング
◆県民参加で歓迎パフォーマンス
・和太鼓演奏（県内和太鼓団体）
・人文字やバルーンを使用した集団演技（幼稚園児）

・集団演舞（県武術太極拳連盟）
・舞踊（県民踊連盟外）
・よさこい（県よさこい連絡協議会外）
・フォークダンス（県フォークダンス連盟）
・体操（矢野健康体操）

　時の流れを表す「清流こよみぶね」が見守る中、
春から夏、秋、冬へと季節の流れにのせて、６，６
００名の県民が、フィールドいっぱいに、伝統芸
能・郷土芸能・スポーツ・舞踊を披露
◆伝統芸能・郷土芸能
・杵振踊（杵振花馬保存会外）
・花みこし（美濃地区自治会）
・谷汲踊（谷汲踊保存会）
・風流おどり（中津川風流おどり連合会）
・鵜飼音頭（日本フォークダンス連盟岐阜県支部）
・郡上おどり（郡上おどり保存会外）
・龍神舞（下呂市龍神火祭り実行委員会外）
◆スポーツ・舞踊
・ミナモ（大会マスコット）体操（県武術太極拳連
盟外）
・武術太極拳（県武術太極拳連盟）
・エアロビック（県エアロビック連盟）
・バサラ鳴子踊り（バサラ瑞浪ほか）
・少林寺拳法（県少林寺拳法連盟）
・３Ｂ体操（日本３Ｂ体操協会岐阜県支部）
・空手道（県空手道連盟）
・ミナモダンス（ミナモダンスコンテスト入賞団体外）

元気山口シンフォニー 「清流の国ぎふ」～未来へ贈る宝もの～
◆序章　プロローグ
　ふるさと山口に寄せる思いのこもった詩の朗読
（県内出身俳優１人）

◆序章　「歓迎の響き」～ようこそ、清流の国へ～
　１２艘の「清流こよみぶね」がゆっくりと周回す
る中、高等学校、特別支援学校の生徒が、清流の国
を訪れる全ての人々に対し、歓迎の意を込めて和太
鼓の演奏演舞を繰り広げた
（県内高校・特別支援学校生２７０人）

◆第一楽章　ふるさと山口
　白い衣装のダンサーが優雅なダンスを繰り広げ、
山口のゆたかな自然を表現
（県内ダンススタジオ１００人）

◆第一章　「木の国の光」～春の訪れ～
　雪深い里に訪れる春、森に訪れるいのちの息吹、
清流が育む冬から春までの様子を愛らしい演技で表
現
（県内児童舞踊団体２３０人、県内バレエ団体１９
０人）

◆第二楽章　味わい山口
　高校生がバルーンなどで、ふぐや夏みかんなどの
名産品と瑠璃光寺五重塔や錦帯橋などの名所を創り
出し、山口の魅力を表現
（県内高校生４８５人）

◆第二章　「水の国の光」～夏から秋へ～
　水面キラメク清流、その中をたくましく上る鮎や
サツキマスなどの生き物や、清流が育む夏から秋へ
の様子を、新体操と組み体操で生き生きと表現
（県内新体操団体３６０人、県内小学生３７０人）

◆第三楽章　未来へはばたけ！
　元気なダンスで山口の情熱を表現
　フィナーレでは、被災地及び全国に向けて勇気と
希望、元気を送る演出
（県内ダンススタジオ、県内小・中・高校生１，５
５２人）

◆第三章　「清流の国の輝き」～はばたけ、未来へ
～
　山・川・海をつなぐ清流の国の輝きを、大編成の
マーチングバンドとバトントワリングで力強く表現
（県内高校生４００人）

◆最終章　「清流の国ぎふ」～未来へ贈る宝もの～
　少年少女合唱団が歌う合唱曲「君が明日（あし
た）と呼ぶものを」に合わせて、全出演者がフィー
ルドいっぱいに、ふるさと岐阜の象徴「清流」を描
き、両岸には、４２市町村の代表者が、地域の宝も
のを描いた「ギフとフラッグ」を掲げ、「清流の国
ぎふ」の姿を表現
（全出演者２，１５０人、４２市町村代表者１７０
人）

式典

◆役員・選手団入場
◆開会宣言
◆国旗・大会旗・県旗等掲揚
◆天皇杯・皇后杯返還
◆大会会長・文部科学大臣あいさつ
◆炬火入場・点火
◆選手代表宣誓

◆役員・選手団入場
◆開会宣言
◆国旗・大会旗・県旗等掲揚
◆天皇杯・皇后杯返還
◆大会会長・文部科学大臣あいさつ
◆炬火入場・点火
◆選手代表宣誓

エンディング
プログラム

県内出身歌手によるステージ 歌手による大会ソングのミニコンサート

式典前演技
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先催県（第６６回山口大会）における県民運動の取組 

※東日本大震災復興支援第６６回国民体育大会おいでませ！山口国体報告書より 

基本方針 基本計画（具体的取組） 主な実績

みんなで国体を支え
もりあげよう

・競技会場で選手を応援しよう
・式典等の国体行事に参加しよう
・大会旗・炬火リレーに参加しよう
・ボランティアで国体運営に参加しよ
う
・国体募金で国体に参加しよう
・企業協賛で国体を支えよう

快適で美しいまちを
つくろう

・花と緑でいっぱいのまちにしよう
・道路、河川、海岸、公園などをきれ
いにしよう
・ごみを減らし、分別・リサイクルを
進めよう
・交通安全に参加しよう

スポーツに親しみ、
健康な心と体をつく
ろう

・デモンストレーションとしてのス
ポーツ行事に参加しよう
・地域スポーツ・レクリエーションイ
ベントに参加しよう
・自分にあったスポーツを見つけ、
チャレンジしよう
・地域スポーツクラブで活動しよう
・スポーツボランティアに登録し活動
しよう
・健康・体力チェックをしよう
・バランスの良い食事をしよう

おいでませ山口で交
流の輪を広げよう

・やまぐちの自然や文化を知り、やま
ぐちの魅力を全国に発信しよう
・Ｗｅｂサイトや大会の情報誌をつく
り、国体を発信しよう
・選手に気軽に声をかけ、笑顔で迎え
よう
・手づくりののぼりや案内板をつくろ
う
・地元の農水産物を選手に味わっても
らおう
・地域の特産品を開発しよう
・手作り記念品でＰＲしよう

◆おもてなしの取組
①おもてなし計画の作成
　愛称の「おいでませ！」をキーワードに、山口らしいおもてなし
の取組を１０の区分で整理
・主な取組内容
　花いっぱい運動、クリーンアップ運動、歓迎装飾、手づくり記念
品、選手応援、山口の味の提供、民泊など

②「子ども国体県民運動きらめきプロジェクトの展開」
　子どもたちの自由な発想やアイデアを活かした、おもてなし部門
や選手応援部門に沿った企画を募集し、認定した企画に対し事業費
を助成した
　（応募及び認定件数）
　　応募件数　１２４件
　　認定件数　１２４件

◆ボランティア活動の展開
①大会運営ボランティア
　総合案内所、開・閉会式、競技会等に配置
　配置実人員　１，７７３人

②観光案内ボランティア
　山口宇部空港、ＪＲ新山口駅、開・閉会式会場に配置
　配置実人員　４７人

③情報支援ボランティア（手話、要約筆記）
　総合案内所、開・閉会式、競技会等に配置
　配置実人員　７５人

④学生広報ボランティア「ぶち　やっちょる隊！」
　１６１のイベントで広報活動し、自主企画として地域の清掃活動
等を行った
　参加人数延べ　約４００人
　※県内１６大学・短大の全てが参加

⑤都道府県応援団「ふるさとキッズ応援団」
　千葉国体に向けた「各競技応援のぼり」１００本作成
　各都道府県・政令市応援のぼり３００本作成

⑥映像制作ボランティア「ビデオスタッフ」
　ビデオサークル、映像関連学科等の大学・短大等へ依頼

◆花いっぱい運動の展開
①市町村での取組
　ポット苗の小・中学校地域団体等での育成（Ｈ２１～２３年度
約１０８万株）

②県での取組
　プランターの管理、県庁前シンボル花壇の作成、競技会場等への
プランターの設置（１，１００基）

◆クリーンアップ運動の展開
①リハーサル大会クリーンアップ運動
・県の取組
　清掃場所　総合開・閉会式会場等
　参加者　約６００人
・市町の取組
　清掃場所　競技別リハーサル大会会場、沿道等
　参加者　約１９，０００人

②県下一斉クリーンアップ大作戦
・県の取組
　清掃場所　総合開・閉会式会場等
　参加者　約１，４００人
・市町の取組
　清掃場所　競技会場、沿道等
　参加者　約２１，０００人
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先催県（第６７回岐阜大会）における県民運動の取組 

県民運動の目標 主な取組計画

①心をこめたおも
てなしをしよう

◆県民の活動に対する資材の提供など、様々な形で
の活動支援
◆県民のみなさんを対象にしたおもてなしに関する
講習会の実施など、来県するみなさんを温かくお迎
えするための取り組みの推進
◆開・閉会式ボランティアスタッフの募集・研修

②ふるさとのじま
んを発信しよう

◆「岐阜の宝もの」、「明日の宝もの」、「じまん
の原石」などの地域資源の魅力を向上させる様々な
取り組みへの支援や情報発信
◆岐阜県の魅力をＰＲする飛騨・美濃じまん観光
キャンペーン「“食”と“水”」等のテーマ設定と
重点的な推進
◆地域の特産品（カジカ、豚肉、くりなど）を用い
た地元食材の開発・提供及びＰＲの支援
◆マスコット・ロゴタイプの商品等への使用の促進
◆選手団等の宿泊申込に併せた観光情報の事前提供
及び観光プランの提案
◆地域の特産品を活用した土産品の販売機会の提供

③ミナモと歌って
踊ろう

◆ダンス、体操のＣＤ・ＤＶＤの配付、ダンスリー
ダー講習会、ダンスコンテストの実施など、ダン
ス、体操への参加を促進する取り組みの実施
◆国体ソング、ダンス、体操の普及に寄与する取り
組みの支援

④スポーツを楽し
もう、健康な体を
つくろう

◆各地域の総合型地域スポーツクラブの設立・育成
の支援
◆地元で開催される競技の普及啓発
◆全国障害者スポーツ大会への理解を深める取り組
みの推進
◆スポーツ大会へのミナモ賞の提供などを通じた、
県民のスポーツ活動への参加の促進
◆「デモンストレーションとしてのスポーツ行事」
への参加の促進
◆メタボ健診・がん検診・妊婦健診等の積極的な受
診の促進
◆健康と安全を確保するためのかかりつけ医の啓
発・医療連携・医師確保対策の推進

⑤ふるさとの清流
を守ろう

◆小・中学生を対象とした、水をテーマとした環境
学習の機会の創出
◆全国豊かな海づくり大会に向けた、上下流地域が
連携した河川美化活動（ブルーリバー作戦、伊勢湾
森・川・海のクリーンアップ作戦等）の推進と、そ
の後の活動の拡大

⑥まちをきれいに
し、花でかざろう

◆ミナモ・エコバッグなどエコグッズの製作・配布
などを通じた、自治会やスポーツ少年団など県民の
みなさんの環境美化活動などへの参加の促進
◆国体・大会（全国障害者スポーツ大会）にあった
推奨花の選定、花かざりガイドラインに沿った開・
閉会式・競技会場周辺などの花かざりの推進
◆花かざり資材の提供など様々な形の活動支援
◆国体・大会でのエコに関する取り組みの推進

ミナモ（大会マスコット名）運動
（３つの分野と６つの運動）

分野３
　もっと輝
け！清流と
ふるさと

分野２
　ナイス
ファイトで
楽しいス
ポーツ！

分野１
　みんなの
ハートでお
もてなし

１国体を盛り
上げよう！

２スポーツ活
動を盛り上げ
よう！

３岐阜県を盛
り上げよう！
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青森県の人口の推移と将来推計 

本県の人口は、昭和５８年をピークに減少傾向が続いており、あすなろ国体開催前の昭和５

０年に１４６万９，０００人あった人口は、平成２２年には１３７万３，０００人（９万６，

０００人の減）となっており、平成３７年には１１６万１，０００人（２１万２，０００人の

減）まで減少すると推計されている。

生産年齢人口（１５－６４歳）も昭和５０年時点で約９８万人いましたが、平成３７年には

約６４万人に減少すると推計されている。

なお、国体で活躍が期待される１５－３９歳の平成３７年の人口は、約１２万人と推計され

ている。

※図は、青森県基本計画 未来を変える挑戦より
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青森県のスポーツ少年団団員数の推移 

 本県のスポーツ少年団の団員数は、減少傾向にある。 

 なお、加入対象年齢である小・中・高校生の県人口についても減少しており、少子化が進んで

いる。 

※団員数は、公益財団法人日本体育協会公開のスポーツ少年団登録状況（H12～H25）より

        県人口は、青森県の人口（H12～H25）より
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青森県児童生徒の体力の推移 

 本県児童生徒の体力は、全国平均と比較して、ほとんどの年齢層で平均以下の状況が続いてい

る。更に本県の児童生徒の体力について、昭和４４年から平成２５年までの５年毎（５年平均）

を見ると、ほとんどの年齢で低下傾向にある。 

※青森県児童生徒の健康・体力調査（S44～H25）より 
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