
本県独自の国体像について
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 国体ムーブメントの推進 
平成25年3月13日
国民体育大会委員会
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国体ムーブメント

国体の開催を中心とする国体に
関連した全ての諸事業を通して、
国体の果たす意義や価値を多くの
人々に伝え、理解を深める取組み
を展開していく運動であり、普遍
的・恒久的に推進していくもので
ある。
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国体を通した地域の活性化
 「元気な日本社会」の創造 

国体を通したスポーツ文化の浸透
 スポーツとともにある社会の実現 

国体を通したアスリートの発掘･育成･強化
 地域から世界へ 

２１世紀の国体のめざす方向性
（コンセプト）
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国体を通した地域の活性化
 「元気な日本社会」の創造 

スポーツ関係者の育成・活用やス
ポーツ環境（施設や組織等）の整備
などの「国体ムーブメント」の推進
を通した、地域コミュニティの再生
や経済活動の活性化といった「地域
の活性化」の促進と「元気な日本社
会」の創造に寄与することを目指す。
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スポーツ関係者の育成・活用や地球
環境を意識したスポーツ環境（施設や
組織等）の整備などの「国体ムーブメ
ント」の推進を通した、「スポーツ文
化の浸透」の促進と「スポーツととも
にある社会の実現」に寄与することを
目指す。

国体を通したスポーツ文化の浸透
 スポーツとともにある社会の実現 
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アスリートの育成などの「国体ムー
ブメント」の推進を通した、アスリー
トの発掘と競技力の向上、その育成過
程における、真の親善と友好を拡げる
スポーツ文化の良さを体現し他者に伝
えることのできる「アスリートの発掘
・育成・強化」の一層の充実と、「地
域から世界へ」羽ばたくアスリートの
育成に寄与することを目指す。

国体を通したアスリートの発掘･育成･強化
 地域から世界へ 
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（平成２５年度策定）
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みんなでめざす
２０３０年の青森県
教育、人づくり分野
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スポーツが盛んな青森県
県民は子どもから高齢者まで、
誰もがスポーツに親しんでいます。
また、青森県は、全国大会など
で活躍する選手やスポーツ活動を
支える人材などを多く輩出してい
ます。
さらに、こうした人材が活躍し、
県内外から人が集まる交流拠点と
なっているとともに、各地域が活
性化しています。
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今からこうする
青森県

教育、人づくり分野
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あおもりの今と未来をつくる
文化・スポーツの振興

県民の健康づくりや地域活性
化の一助とするため、誰もがス
ポーツに親しめる環境づくりや、
スポーツに携わる人財の育成な
どに取り組みます。
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施策
豊かなスポーツライフの実現

県民が年間を通して、継続的に
スポーツに取り組める環境を充実
させるほか、全国大会などで活躍
できる選手の育成や指導者の育成
などに取り組み、県民の健康づく
りやスポーツによる地域活性化を
進めます。
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主な取組
①総合型地域スポーツクラブの育成支援など年間を通してスポーツ
に親しめる環境づくり、県民の健康づくりに取り組みます。

②スポーツ科学の活用などにより競技力を向上させるとともに、指
導者の育成に取り組みます。

③地域のスポーツ活動を支える人財の育成に取り組みます。

④スポーツを通じた地域活性化に取り組みます。

⑤スポーツ活動推進のための情報発信などに取り組みます。
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国体開催にあたっての
課題

・人財育成
・施設整備
・開催経費
・市町村、関係団体との協力
・県民参加のあり方 など
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第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭
スポレクあおもり２００７
１会期
平成19年９月22日（土） ９月25日（火）

２開会式
新青森県総合運動公園「青い森アリーナ」

（現マエダアリーナ）
３実施種目
都道府県代表参加種目 18種目
フリー参加種目 ８種目

４実施会場
16市町

５参加者
選手等10,097人

大会マスコット「アップリート君」 18



No 種目名 会場地

都
道
府
県
代
表
参
加
種
目

１ グラウンド・ゴルフ 大鰐町
２ ゲートボール つがる市
３ 壮年サッカー 青森市

弘前市
４ ソフトバレーボール 黒石市
５ 女子ソフトボール 三沢市
６ ラージボール卓球 五所川原市
７ ターゲット・バードゴルフ 十和田市
８ 男女混合綱引 平内町
９ 年齢別テニス 八戸市
10 年齢別ソフトテニス 青森市
11 バウンドテニス 十和田市
12 年齢別バドミントン 弘前市

第20回全国スポーツ・レクリエーション祭実施種目
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No 種目名 会場地
都
道
府
県
代
表
参
加
種
目

13 壮年ボウリング 八戸市
14 マスターズ陸上競技 青森市
15 インディアカ むつ市
16 フォークダンス 青森市
17 エアロビック 平川市
18 トランポリン 野辺地町

フ
リ
ー
参
加
種
目

１ 健康マラソン 深浦町
２ 太極拳 八戸市
３ ３Ｂ体操 六戸町
４ スポーツチャンバラ おいらせ町
５ パークゴルフ 十和田市

６
フライングディスク
（アルティメット）

むつ市

フライングディスク
（ディスクゴルフ）

７ ユニバーサルホッケー 青森市
８ ユニカール 青森市

第20回全国スポーツ・レクリエーション祭実施種目
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全国高等学校総合体育大会
（青森・秋田・岩手・宮城でのブロック開催）

１ 会期
平成23年７月28日（木） ８月20日（土）

２総合開会式
マエダアリーナ
（新青森県総合運動公園総合体育館・青い森アリーナ）

３ 実施競技種目
12競技種目 ※青森県会場のみ

４実施会場
５市

５参加者
選手8,142人
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全国高等学校総合体育大会実施競技種目（青森県会場）
No 競技種目名 市
1 体操（新体操）

青森市
2 ソフトテニス（男子）
3 卓球
4 テニス
5 登山

弘前市
6 相撲
7 バドミントン
8 剣道
9 バレーボール（女子） 八戸市
10アーチェリー
11空手道 十和田市
12フェンシング むつ市
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国民体育大会冬季大会
○スケート競技会、ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会

計１２回開催

○スキー競技会

計 ４回開催
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回 開催地 参加者 備考
1 S22.1.25 ～ S22.1.26 八戸市 413
6 S26.1.25 ～ S26.1.28 八戸市 550
S31.1.26 ～ S31.1.29 八戸市 929
S31.2.23 ～ S31.2.27 大鰐町 1,248

17 S37.1.25 ～ S37.1.28 八戸市 1,164
22 S42.2.16 ～ S42.2.19 大鰐町 1,764
26 S46.1.23 ～ S46.1.26 八戸市 1,710

S52.1.22 ～ S52.1.25 八戸市 1,901
S52.2.17 ～ S52.2.20 大鰐町 1,917

八戸市
八戸市
大鰐町

碇ヶ関村（現平川市）
八戸市
八戸市

フィギュア
ショートトラック
スピード 八戸市

八戸市　他
フィギュア
ショートトラック
スピード 八戸市

八戸市　他
スピード 八戸市
フィギュア
ショートトラック

八戸市
南部町

夏･秋季と同年開催
で初の完全国体

1,932

2,169

2,244

2,238

1,906

会期
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S60.2.1S60.1.2940 ～

11

～ H2.2.23H2.2.2045

H5.2.1H5.1.2948 ～

～55 H12.1.29 H12.2.2

スケート

スケート
アイスホッケー

H16.2.1H16.1.2859 ～

スケート
H21.2.1～H21.1.2864

三沢市

1,763

1,684～ H23.1.30H23.1.2666
スケート

競技
スケート
スケート
スケート

スケート
スキー
スケート
スケート
スキー

三沢市

三沢市

八戸市、三沢市、
福地村（現南部町）

スキー

アイスホッケー

アイスホッケー

アイスホッケー

スケート
アイスホッケー
スキー

バイアスロン
スケート

アイスホッケー

本県での国民体育大会冬季大会開催実績一覧

24



第５回アジア冬季競技大会
青森２００３
大会期間 Ｈ１５．２．１～８

会 場 地 青森市、八戸市、三沢市、
鰺ヶ沢町、岩木町（現弘前市）、
大鰐町の６市町

参加国等 ２９の国と地域

参加者数 選手及び役員：１，０１６人
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第５回アジア冬季競技大会
青森２００３
競技数
スキー（鰺ヶ沢町、大鰐町）
スケート（青森市、八戸市、三沢市）
アイスホッケー（八戸市、三沢市）
バイアスロン（岩木町（現弘前市））
カーリング（青森市）
５競技５１種目
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本県独自の国体像
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本県独自の国体像の
検討にあたって

28



和歌山県の例
（平成27年第70回開催予定）

１ 県民総参加による大会
県、市町村及び関係機関・団体との緊密な連携のもと、全県民の総力を

あげて、郷土を代表する競技者を応援するとともに、積極的にボランティ
アとして大会に参画するなど、大会の運営に万全を期する。

２ 施設の有効活用など創意工夫を凝らした大会
競技会場は、県内の既存施設や近畿各府県の施設を有効に活用するとと

もに、広く県内各地で開催し、住民の参加と連携を深める。また、共通し
て使用する用具等を先・後催県と共同購入することによる経費の削減や、
オフィシャルスポンサー企業や協賛企業等による支援体制の充実を図るな
ど、簡素・効率化を図りながらも、様々な視点から創意工夫を凝らした大
会を目指す。
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４ 和歌山の魅力を全国に発信する大会
開催市町村における地域の特色を活かした歴史・文化的事業の推進、観

光資源と国体とをセットにした観光ルートの設定や観光キャンペーンの推
進など、本県が誇る豊かな自然・文化に恵まれた「紀の国わかやま」の魅
力を全国に発信する。

５ 国体後も県内各地域において継続的なスポー
ツ振興を推進する大会
国体を一過性のスポーツイベントとして終わらせることなく、県民の積

極的なスポーツ参加の促進、スポーツ水準の向上等、開催後においても継
続したスポーツ振興が図れるよう工夫するとともに、開催される競技がそ
の会場地市町村に普及し、さらには地域住民の間に根付くよう努める。

３ 人情あふれる心のこもった大会
全国から本県を訪れる競技者や観客等を温かく迎え、交流の輪を広げる

とともに、民泊等を通じて心のこもったおもてなしに努める。
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岩手県の例（平成28年第71回開催予定）
１ 東日本大震災津波災害からの復興の力となる

大会
国体開催を通じて地域の一体感や活力の醸成を図り、全ての県民にとっ

て復興の力となる大会を目指す。

２ 県民との協働を基本とする開かれた大会
大会運営の徹底した見直しにより真に必要な業務を厳選し、国、県、市

町村、競技団体等との分担と協力により当該業務を進めるとともに、企業、
団体、ボランティア等の参画を促進するなど、県民との協働を基本とする
開かれた大会の実現を目指す。

３ 岩手のスポーツ水準の飛躍的向上と生涯ス
ポーツの推進を図る大会
ハイレベルなスポーツ選手や指導者の育成・強化に努め、本県スポーツ

水準の飛躍的向上を図るとともに、スポーツを通して、県民が心身とも健
康で心豊かな生活を送れるよう、生涯スポーツの一層の推進を図る。
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４ 岩手の魅力を再認識し全国へ発信する大会
実直で温かな人情に代表される岩手の心、美しく雄大な岩手の自然や、

先人が築き我々が受け継いできた歴史、風土、伝統、産業、食などの岩
手の文化を再認識し、これら岩手の魅力を全国に発信する。

５ 岩手らしいおもてなしの心あふれ交流を広げ
る大会
岩手の素晴らしさを感じることができるような心のこもったおもてなし

により、出会いと交流の輪を広げ、県民一人ひとりがエネルギーを得て、
地域に元気をもたらす契機とする。

６ 広く地域に根ざした大会
競技会場地は、県内各地に広く分散させ、地域住民の参加と連携を深め

ることにより、大会に対する県民意識の高揚を図るとともに、地域におけ
る体育、スポーツ、文化の振興を図る。

７ 簡素・効率化に努める大会
競技施設は、県内の既存施設を最大限活用するなど、国体改革の趣旨も

踏まえて徹底した簡素・効率化に努める。
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福井県の例
（平成30年第73回開催予定）
１ 県民の元気と創意を結集(1県民1参加)

全ての県民が、式典や競技会の運営などのボランティアに主体的に携わ
るとともに地域が一体となって県民運動を盛り上げ、県民の力と創意を結
集して開催する。

２ スポーツの県民生活への浸透(1県民1ｽﾎﾟｰﾂ)
国体の開催が、県民にスポーツの喜びを広め、子どもたちから高齢者ま

でそれぞれが好きなスポーツを見つけ、生涯を通じた幅広いスポーツ活動
に結びつくようにする。

３ ふるさとの魅力を発揮(1県民1自慢)
全国からのお客様を、ぬくもりの心でもてなし、交流の輪を広げ、豊か

な自然や文化、食などのふくいブランドを積極的にアピールするとともに、
県民自らふるさとを再発見する機会となるようにする。
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滋賀県の例（平成36年第79回開催予定）
１ 滋賀をスポーツで元気にする国体

県民の皆さんが日常的にスポーツを「する」「見る」「支える」こと
のできる環境づくりに取り組むとともに、生涯にわたり心身ともに健康
で活力ある生活を送ることができるよう、健康づくりへの関心を高め、
行動につなげるきっかけとします。

２ 滋賀の若者や女性が主体的に関わる国体
若者や女性の、大会に向けた準備や大会運営への主体的な参画を図る

とともに、心身ともにたくましく思いやりの心を持った子どもの育ちや、
女性がより一層スポーツに親しむことのできる環境づくりにつなげます。

３ 県民総参加でつくり、「滋賀の力」を伸ばす
国体
県、市町をはじめ、関係機関･団体、大学や企業との緊密な連携のもと、

多様な人、多様な主体との協働を通じた創意工夫による大会準備･運営を
行うとともに、滋賀の持つ「人の力」「地と知の力」を伸ばします。
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４ 滋賀の魅力を再発見し、地域の活性化やビジ
ネスにつなげる国体
環境へのこだわりや歴史･文化･自然など多様な滋賀の魅力を県民自らが

見つめなおし、全国に発信するとともに、大会準備や運営、「おもてな
し」の経験をもとに、将来つながるビジネスへの展開など、地域経済の活
性化を図ります。

５ 滋賀の子が、滋賀で育ち、滋賀で活躍する国体
この大会を契機として、滋賀の地で選手が育ち、その選手が指導者と

なって次の世代を育てるなど、滋賀のスポーツの発展を支える好循環の形
成に努めるとともに、次世代を担う子どもが夢を育み、実現することので
きる環境づくりを目指します。

６ 滋賀の未来に負担を残さない国体
既存施設の有効活用や、大会運営の簡素化・効率化を徹底するとともに、

施設整備が必要な場合は、環境に最大限配慮し、大会終了後の持続的な活
用が可能で、かつ防災等多目的に使用できる施設としての整備を目指しま
す。
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