
 
 

第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備委員会 

第１回愛称・スローガン選定部会 

 
日 時：平成 30 年 12 月 20 日(木) 

9:30～12:00 

場 所：大津合同庁舎６－Ｆ会議室  
 

 １．開  会 

 

 ２．開会挨拶 

 

 ３．審議事項 

 （１）第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

       滋賀県開催準備委員会 「愛称・スローガン選定部会」会議公開要領（案） 

（２）第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

愛称・スローガンの選定（第三次選定）について 

 

４．閉  会 

 

 

会議資料 

【資料１】  第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備委員会 広報・県民運動専門委員会 部会設置要綱 

【資料２】  第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

       滋賀県開催準備委員会 愛称・スローガン選定部会 会議公開要領（案） 

【資料３】    愛称・スローガン応募状況について 

【資料４】  第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

  愛称・スローガン 第二次候補作品一覧 

【参考資料１】 今 後 の 選 定 ス ケ ジ ュ ー ル  

【参考資料２】第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

愛称・スローガン審査要綱 

【参考資料３】先催県における愛称・スローガンの制定状況 
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第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 
滋賀県開催準備委員会 

 
第１回 愛称・スローガン選定部会 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 30 年 12 月 20 日（木）9:30～12:00 

会場：滋賀県大津合同庁舎６－Ｆ会議室 

会議資料 

2024 滋賀国体・全国障害者スポーツ大会マスコットキャラクター 

「キャッフィー」           「チャッフィー」 



【広報・県民運動専門委員会委員】 （順不同・敬称略）

所属等 氏名 備考

公益社団法人びわこビジターズビューロー
　事務局長

天川　隆男 専門委員会副会長

コミュニケーション・プランニング
　ｃｈｏｃｏｍａｋａ　代表

廣瀬　香織

びわ湖放送株式会社
　放送管理局報道制作部グループリーダー

坂田　しのぶ

滋賀県総合政策部広報課長 藤原　久美子

【外部有識者】

所属等 氏名 備考

滋賀県広報印刷物アドバイザー 藤澤　武夫

愛称・スローガン選定部会　部会委員



第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備委員会 広報・県民運動専門委員会 部会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会

滋賀県開催準備委員会専門委員会設置規程第５条の規定に基づき、広報・県

民運動専門委員会（以下「専門委員会」という。）の部会の設置および運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（部会の名称および付託事項） 

第２条 部会の名称および専門委員会からの付託事項は、別表のとおりとする。 

（部会の役員） 

第３条 部会に部会長を置く。 

２ 部会長は、専門委員会委員長が指名する。 

３ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した部会委員がその

職務を代理する。 

（任期） 

第４条 部会委員の任期は、部会の目的が達成されたときまでとする。ただし、 

部会委員が就任時の機関、団体等の役職を離れたときは、その部会委員は辞任

したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

（会議） 

第５条 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。 

２ 部会長は、付託事項の審議結果について、専門委員会に報告するものとす

る。 

（庶務） 

第６条 部会の庶務は、第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大

会滋賀県開催準備委員会事務局において行う。 

附 則 

 この要綱は、平成 28 年９月８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30 年８月 30 日から施行する。 

別表（第２条関係） 

部会の名称 付託事項 

マスコットキャラクター選定部会 
 マスコットキャラクターの候補選定に関

すること。 

愛称・スローガン選定部会 
 愛称・スローガンの候補選定に関するこ

と。 
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審議事項 



第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会 

愛称・スローガン選定部会 会議公開要領（案） 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催

準備委員会の「愛称・スローガン選定部会」（以下「部会」という。）の会議の公開

について必要な事項を定めるものとする。 

 

（会議の公開） 

第２条 部会の会議は、原則として公開するものとする。 

２ 次のいずれかの場合にあっては、部会長が部会に諮って会議を非公開とすることが

できる。 

(1) 滋賀県情報公開条例第６条各号に掲げる情報と認められる事項を審議する場合 

(2) 公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じるおそれがあると認め

られる場合 

３ 部会の会議の公開は、会議の傍聴および議事録等の公開により行うものとする。 

 

（会議の傍聴） 

第３条 会議の傍聴については、傍聴希望者（報道関係者を除く。）のうちから部会長

が傍聴を許可する。なお、報道関係者には、公開する会議の取材を認めるものとする。 

また、会議の全部を非公開とする場合にあっても、議事に入るまでの間の報道関係

者の取材は認めるものとする。 

２ 傍聴者の定員は、１０名とする。ただし、会場の都合等やむを得ない理由がある場

合には、１０名未満の数とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、部会長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。 

４ 会議の一部を非公開とする場合、部会長は当該非公開議題の議事に先立ち、傍聴者

および報道関係者に会場からの退席を指示するものとする。 

５ 傍聴者は、抽選により決定する。ただし、会議の開会時刻の２０分前までに傍聴を

希望した者が定員に満たない場合は、会議の開会時刻まで定員内で先着順により決定

する。 

６ 部会長は、会議の秩序を維持するため、必要な定めをすることができる。 

 

（議事録等の公開） 

第４条 事務局において、次の事項を記載した議事録（非公開の議題については会議要

録）を作成するものとする。 
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(1) 開催日時 

(2) 開催場所 

(3) 議題 

(4) 議事の経過 

(5) その他必要な事項 

２ 議事録または会議要録は、会議に出席した部会委員の確認を得て作成するものとす

る。 

３ 議事録または会議要録は、原則として１か月以内に県のホームページへの掲載等に

よる情報提供に努めるものとする。ただし、個人名等公開することが不適当と認めら

れる事項については公開しないこととすることができる。 

 

（委 任） 

第５条 この要領に定めのない事項は、部会長が部会に諮って、必要がある都度定める

ものとする。 

 

   付 則 

 この要領は、平成３０年１２月２０日から施行する。 

 

 



 

「資料３」および「資料４」

は別冊で配付 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 



 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

愛称・スローガン選定スケジュールについて 

 

 

11/12    愛称・スローガン応募締め切り 

 

11/19～28  事務局選定 

 

12/1～11   書面審査（各委員、優れていると思う作品各 10 作品程度を選定） 

       各 300 作品→各 30～50 作品程度まで選定 

 

12/20     第１回選定部会（各優れていると思う作品各５作品程度を選定） 

       各 30～50 作品→選定部会として各７作品程度選定し、報告。 

 

12/21～１/９ 弁理士による商標調査 

 

2019 年 

1/10      第 12 回広報・県民運動専門委員会 

       各７作品→各５作品程度に選定 

 

1/16～30   一般投票 

（しがネット受付、学校、ジュニアユースチーム、イベント等） 

 

2/12      第 13 回広報・県民運動専門委員会 

   最優秀賞各１点・優秀作品各３点を選定 

 

 

 

     

参考資料１ 



 

 

 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

愛称・スローガン審査要領 

 

１ 目的 

  この要領は、第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会の愛称お

よびスローガンの入賞作品を選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 審査基準 

   審査に当たっては、次の事項を勘案して選定するものとする。 

【愛称・スローガン共通】 

(1) 言葉の響き、リズムがよく、印象に残ること。 

(2) 一部の地域に限定される表現が用いられていないこと。 

(3) 過去に使用された作品と類似していないこと。 

(4) 開催基本方針に沿った内容であること。 

【愛称】 

(1) 「滋賀（しが、シガ、ＳＨＩＧＡも可）」および「国スポ・障スポ」という言葉を用

いていること。 

例 滋賀○○国スポ・障スポ、○○しが国スポ・障スポ、シガ○○国スポ・障スポ、

○○ＳＨＩＧＡ国スポ・障スポ など 

(2) 誰からも親しみやすく、呼びやすいものであること。 

(3) 滋賀県をイメージできる言葉で、滋賀県の魅力を広く全国に発信できること。 

【スローガン】 

(1) 大会に向けた思いや開催基本方針で目指す大会を印象づける言葉であること。 

(2) 滋賀県をイメージできる言葉・フレーズが用いられていること。 

 

３ 審査方法 

審査は、事務局による整理の後、広報・県民運動専門委員会にて審査を行う。 

(1) 事務局による整理（第一次選定） 

事務局は、応募作品を取りまとめ、愛称・スローガンごとに「応募作品一覧表」

を作成する。 

さらに、事務局は「２ 審査基準」に基づき「応募作品一覧表」の中から 300 作

品程度を選定し、「第一次候補応募作品一覧表」を作成する。 

(2) 愛称・スローガン選定部会委員による第二次選定（書面審査） 

① 部会委員は、「第一次候補応募作品一覧表」の中から、優れていると思われる作品 
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各 10 作品程度を優劣つけずに選定し、その結果を事務局に報告する（部会委員によ

る補作は行わない）。 

② 事務局は、①で提出された作品をまとめ、「第二次候補作品一覧表」を作成する。 

(3) 愛称・スローガン選定部会委員による第三次選定 

① 部会委員は、「第二次候補作品一覧表」の中から、優れていると思われる作品を、

順位を付けて各５作品を選定し（上位から５点から１点の点数とする）、部会委員

の協議により愛称およびスローガンそれぞれから７作品程度を選定し、事務局に報

告する。（部会委員による補作は行わない）。 

② 事務局は①で選定された作品をまとめ、「第三次候補作品一覧表」を作成する。 

(4) 最終候補の選定 

専門委員会を開催し、委員の協議により愛称およびスローガンそれぞれの「第三次

候補作品一覧表」の中から５作品程度を選定し、事務局に報告する。 

(5) 事務局での整理 

専門委員会から報告を受けた５作品程度について、類似商標の調査を行った後、

県内外からの一般投票を実施し、その結果を整理する。 

(6) 広報・県民運動専門委員会による決定 

① 専門委員会を開催し、一般投票の結果を参考に「入賞作品」について協議し、最終

的に最優秀作品各１作品と優秀作品各３作品をそれぞれ選定する。（適宜専門委員

による補作を行うことができる。） 

② 最優秀作品について、委員の協議により、趣旨を策定する。 

③ 最優秀作品、優秀作品の応募者が複数ある場合は、別途定める抽選方法により、受

賞者を決定する。 

 

４ 参考 

＜第 79 回国民体育大会・第 24回全国障害者スポーツ大会開催基本方針＞ 

 

１ 基本方針 

 滋賀県は、我が国最大の湖である琵琶湖をはじめとする豊かな自然環境や、古くから交通の要

衝として栄えてきた歴史を有するとともに、先人が人と人、人と自然のつながりの中で育んでき

た文化が今も脈々と息づいています。 

 この地で平成36年(2024年)に開催する第79回国民体育大会および第24回全国障害者スポーツ

大会は、次代を担う人育てや、活力に満ちた真心通い合う郷土づくり、全国から滋賀を訪れる多

くの人との交流の絶好の機会として、年齢、性別、障害のあるなしを問わず、県民の皆さんの総

参加により、夢や感動、連帯感を共有できる大会とすることを目指します。 

大会の開催を契機として、県民の皆さんがより一層身近にスポーツを楽しむことのできる環境

をつくり、健康・体力の保持増進と競技力の向上を図るとともに、障害に対する理解を深め、障

害のある人の社会参加を進めます。 

併せて、福祉、教育、観光および経済への総合的かつ複合的な効果を通して、ふるさと滋賀の活

力をさらに高め、将来にわたり持続可能な共生社会の実現につなげてまいります。 

 

 



 

 

 

２ 実施目標 

（１） 滋賀をスポーツで元気にする大会 

 県民の皆さんが日常的にスポーツを「する」「みる」「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大会 

 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」を伸ばす大会 

 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。 

（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大会 

 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、将来につながるビジネス

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、滋賀で活躍する大会 

 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大会 

 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、誰もが使いやすい施設としての整備を目指します。 

（７）すべての人がともに支え合う滋賀を目指す大会 

障害のある人が主体的に大会に参画することや、障害の程度に関わらず日常的にスポーツに親

しむ環境を整えることで自己実現の機会を拡げるとともに、障害のある人もない人もみんなでス

ポーツを楽しむことを通じて、人と人との絆を育み、障害への理解を深め、ともに支え合う社会

を築きます。 

 

 



　先催県における愛称・スローガンの制定状況

平成30年（2018年）
福井県

平成31年（2019年）
茨城県

2020年
鹿児島県

2021年
三重県

2022年
栃木県

方法 公募 公募 公募 公募 公募

募集期間 H24.4.27～6.29（6年前） H25.9.2～10.31（6年前） H26.12.22～H27.2.23（6年前） H27.4.18～5.29（6年前） H28.8.17～9.30（6年前）

決定日 H24.11.13（6年前） H26.1.30（5年前） H27.5.27（5年前） H27.7.17（６年前） H29.2.13（5年前）

賞金（品）等
最優秀賞 1点　10万円 県産品
優秀賞   2点　　2万円 県産品

最優秀賞　1点　5万円
優秀賞　　 3点  1万円

最優秀賞 1点 5万円 記念品
優秀賞　  3点 1万円 記念品

最優秀賞　1点　5万円
　優秀賞 　 3点  1万円

最優秀賞　1点　5万円
 優秀賞     3点  1万円

作品

応募総数 7,441点 13,008点 13,495点 14,771点 23,851点

趣旨等

　幸福度日本一といわれる福
井県で，県民の元気と創意を
結集し、しあわせを感じ、元気
があふれる国体・大会を創り
上げます。県民みんなで全国
からの参加者を温もりの心で
もてなし，交流を通じて，しあ
わせと元気を全国に発信しま
す。

選手やボランティアをはじめ、
国体・大会に参加するすべて
の人々が、活気に満ちた、いき
いきと活躍できる夢のあるス
ポーツのスポーツの祭典を創
り上げていきます。

　世界有数の活火山である桜
島や明治維新を成し遂げた偉
人に象徴される厚く情熱的な
鹿児島。
　熱く、燃えるような感動を呼
び起こす国体を目指します。

　「とこわか（常若）」とは、「い
つも若々しいこと。いつまでも
若いさま。」を表現した言葉
で、県民や来訪者が活力に満
ち、元気になるようにとの願い
を込めています。

「いちご」の生産量48年連続日
本一の栃木県。「いちご国体」
で行われる国体に参加するす
べての人々が、県民の心のこ
もった様々なおもてなしに出会
い交流を深めることで新たな
夢や感動が生まれることを目
指します。

作品 織りなそう 力と技と美しさ
翔べ　羽ばたけ
そして未来へ

熱い鼓動　風は南から
ときめいて人

かがやいて未来
夢を感動へ。

感動を未来へ。

応募総数 7,373点 12,101点 12,820点 14,034点 23,995点

趣旨等

　選手は持てる力と技と美しさ
を，福井県が誇る織物のよう
にタテ糸とヨコ糸に織りなし，
競技に全力を尽くします。県民
一人ひとりは「する」「みる」「支
える」のそれぞれの立場で国
体・大会に主体的に参画しま
す。これにより相互につながり
を深め，みんなで感動を共有
できる国体にしよう，という想
いを込めています。

国体・大会に様々な形で参加
することによって飛躍し、そし
て未来に向けて大きく羽ばた
いていける大会であるように、
という想いを込めています。

熱戦を繰り広げるアスリート達
の熱い鼓動と会場に響きわた
る歓声が、鹿児島から南の風
に乗って全国に広がってほし
いという思いが込められていま
す。

大会がきっかけとなって全て
の人が夢と感動、喜びと感謝
を味わい、大会後も元気であ
り続けていくような未来になる
ようにとの願いを込めていま
す。

アスリート達が夢に向かって突
き進む姿は、大会に参加する
全ての人に感動を与えます。
その感動をレガシーとして、未
来の人づくり、地域づくりにつ
なげていきたいという願いがこ
められています。
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