
 
 

第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備員会 

第９回広報・県民運動専門委員会 次第 

 

日 時：平成 30 年３月 29 日(木) 

10:00～12:00 

場 所：滋賀県大津合同庁舎７－Ｃ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 

県民運動基本方針（案）について 

（２）第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

広報・啓発活動平成 29 年度取組実績（案）について 

（３）第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

広報・啓発活動平成 30 年度取組計画（案）について 

 

 

 ４ そ の 他 

開催に向けた平成 30 年度の主な取組について 

 

 

 ５ 閉 会 
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奥山委員◎
(代理:加藤様)



（順不同・敬称略）

分　野 所属団体・役職名 氏  名 備　考

1 日本放送協会大津放送局　副局長 岡本　幹彦

2
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

3 株式会社京都放送滋賀支社　支社長 堀士　昌哉

4
株式会社京都新聞社滋賀本社
　編集局 編集部長代理

加藤　秀生

5 株式会社中日新聞社大津支局　支局長 嶋津　栄之
今回より
就任

6 株式会社エフエム滋賀　編成制作部　部長 糸井　孝実

7
公益財団法人滋賀県体育協会
　生涯スポーツ担当次長

井用　重喜 代理出席

8 滋賀県障害者スポーツ協会　副主幹 吉成　永部

9
滋賀県商工会議所連合会
滋賀県中小企業相談所専門指導室　室次長

藤本　正勝

10
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
　常務理事 兼 事務局長

奥山　光一

11
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 副委員長

12
公益財団法人淡海文化振興財団
  常務理事 兼 事務局長

東　登志也

13 同志社大学政策学部　教授 井口　貢 委員長

14
株式会社ＴＭオフィス
　代表取締役・ＰＲプロデューサー

殿村　美樹

15
コミュニケーション・プランニング
　ｃｈｏｃｏｍａｋａ　代表

廣瀬　香織

16 近江八幡市総合政策部理事 兼 秘書広報課長 今井　良治

17 豊郷町企画振興課長 清水　純一郎

18 県 滋賀県総合政策部広報課長 藤原　久美子 代理出席
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「広報・県民運動専門委員会」委員名簿



県民運動に関する委員からのご意見・ご提案 

 
１．「県民運動の柱」に関するご意見 

 「もう一度滋賀に行きたい」と感じられるリピーターを増やす 
 「来てよかった、また来たい」と思わせるような、滋賀ならではの売りを考える 
 琵琶湖の食文化のイメージを発信 
 滋賀県にしかできないものを意識しながら発信 
⇒（１）大会を契機とする来県者へのおもてなし、交流、滋賀の魅力発信 

 
 長寿No.1を切り口に、健康づくりやスポーツを絡ませてＰＲ 
 「大会」そのものを知ることが最大のムーブメント。大会を知り、スポーツを応援する取組が必要 
 滋賀の平均寿命（が長いこと）について、要因等を含め県民運動の中で立証 
⇒（２）すべての県民がスポーツ・健康づくりに関心を持ち、親しむ 

 
 定年退職後、何らかの形で社会活動に参画したいと思っておられるシニアの方は多く、大会を盛り

上げ、支えてくれる大きな戦力となる。 
 琵琶湖一斉清掃など、必ず清掃活動に参加する（など、社会活動への関心が高い。） 
 びわこ国体時に民泊等地域ぐるみで選手を受け入れたように、それぞれの市町が何らかの形で来訪

者を受け入れる。 
⇒（３）イベントやボランティア活動等への参加を通じ、地域・県民がみんなで大会を盛り上げる 

 
２．県民運動推進に当たっての手法・手段に関するご意見 

 一定の研修を受けてもらった人に県の認証ボランティア（国体・全スポ応援アンバサダー）となっ

てもらい、グループを組んで様々な取組を自主的に企画・実践してもらう 
 東京オリンピック・パラリンピックと連携してＰＲできる形・タイミングを取る 
 （カロムやかるたなど）頭脳を使ったスポーツとして捉えるなど、文化をスポーツに引き寄せる 
 ビワイチ参加者にキャッフィー・チャッフィーの人形をプレゼント、琵琶湖周辺などで一緒に写真

と取ってもらい、大会を盛り上げるメッセージとともにＳＮＳに投稿してもらう 
 スポーツのイベントを見に行くとスタンプを押してもらえるなど、「参加した成果」を集められる仕

組みをつくる 
 メイン会場となる彦根での「ご当地キャラ博」に併せ「ゆるキャラ国体」を開催 
 大会に対する寄附者には、今後整備する施設に自分の名前を入れることができるようにする 
 ＳＮＳを活用し、直接声をかけていくことが大事（例えばマスコットキャラクターが行くところに

いる人に片っ端から声をかけ、写真を撮りＳＮＳにアップすることで関心を持ってもらうなど。） 
 テーマカラー（例えば「滋賀ブルー」）を決め、民間企業による商品開発などと連動した発信を行い、

参加者の拡大・イメージの浸透を図る 
⇒平成 31 年度策定予定の「県民運動基本計画（アクションプログラム）」に反映 

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 

県民運動基本方針（案） 

 
 
１ 目的 

   第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」といいます。）

の開催に向けて、県民一人ひとりが身近なことから関わって、「大会を盛り上げよう！」

という気持ちが滋賀県内に大きく広がり、滋賀を訪れる方々をあたたかく迎える人と地

域の機運を高めるために、みんなで取組を進めます。 

   また、大会の開催を契機に、生涯にわたって気軽に親しめる「マイスポーツ」の発見

や、その活動を通じて生まれる様々な人との交流の輪を広げるとともに、滋賀の良いと

ころを発信することで自分が住む地域の魅力を再発見し、滋賀を愛するこころを育て、

その運動が大会終了後も人や地域に定着することを目的とします。 

 

２ 基本目標 

（１）「滋賀といえばこれ！」と思う“もの・こと”で滋賀を訪れる方々を迎え、交流する

ことで、「ええやん滋賀！」と感じてもらえるよう、あたたかいおもてなしをしましょう。 

 

（２）いつまでも健康でいられるよう、「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方

で親しめる「マイスポーツ」を見つけましょう。 

 

（３）大会やイベント会場に足を運んだり、ボランティア活動に参加するなどの関わりを

通じて、みんなで一緒に大会や地域を盛り上げましょう。 

 

３ 運動の進め方 

   県民の方々や企業・団体のみなさんに運動が広がるよう、県・市町・競技団体はもと

より、県準備（実行）委員会の構成員は互いに連携・協働しながら取り組みます。 

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 

広報・啓発活動 平成 29 年度取組実績（案） 

 

１ 愛称・スローガン等による広報 

大会マスコットキャラクターとして、県イメージキャラクター「キャッフィー」とと

もに活躍する「チャッフィー」を決定し、両大会の広報・啓発における様々な機会で積

極的な活用を行った。 

 また、募金活動との相乗効果を得るため、クラウドファンディングを導入した「チャ

ッフィー」着ぐるみ製作に係る寄附募集の実施や、イラストを活用いただくための規程

を整備し、商業目的使用に係る使用料を県への寄附金として受け入れるスキームを構築

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各種広報物品による広報 

（１）大会広報リーフレットの作成 

大会の周知はもとより、出前講座や各種会議、イベントでの広報活動時に分かり

やすい説明を行うことを目的に、現在の開催準備状況の概要や、滋賀ゆかりのアス

リートからの応援メッセージ等を掲載したリーフレットを作成した。 

（２）ポスター・募金箱ステッカーの作成（学校との連携） 

ア 成安造形大学の学生がデザインしたポスター案の中から採用作品を決定の

上、ポスター化し、県内スポーツ施設や学校など約 700 か所に配付・掲出を行

った。 

イ 県内の小・中学生を対象にステッカー作品を募集し、入賞作品のステッカー

を貼付した募金箱（県産木材）を県内スポーツ施設を中心に設置した。 

（３）広報グッズの作成 

寄附に対する返礼や広報活動時の啓発用として、缶バッジ（9種類、8,000 個）

◆「チャッフィー」着ぐるみ製作に係る寄附募集 実績 

募集期間：平成 29 年８月１日(火)～ ９月 20 日(水)まで 

実 績 額：838,872 円（クラウドファンディング、申込書による募金、募金箱募金の合計額） 

◆大会マスコットキャラクター アイデア募集 

募集期間：平成 28 年 10 月 17 日(月)～平成 28 年 12 月 26 日(月) ／ 応募総数：1,674 件 

⇒部会および専門委員会において候補選定（最終候補アイデア５点を選定） 

◆最終候補アイデアに対する県民の方からの投票 

投票期間：平成 29 年５月１日(月)～平成 29 年５月 31 日(水) ／ 投票数：2,978 票 

⇒投票結果を参考に専門委員会で入賞作品を決定 

資料３ 



やステッカー（3種類、1,000 枚）、広告入りポケットティッシュ等の広報グッズを

作成した。 

 

３ 多様なメディアによる広報 

 インターネットを通じたより効果的な情報発信を行うため、県公式 Facebook や民間

テレビ・ラジオ番組のほか、スポーツ情報誌など様々な広報媒体を活用した広報を行っ

た。（別紙のとおり） 

（１）大会専用ホームページの開設 

  開催準備に係る様々な情報・内容を整理し、閲覧者が求めている情報にアクセス

が容易な、分かりやすいホームページを構築した。 

（２）「子ども・若者参画特別委員会(通称：ジュニア・ユースチーム)」との連携 

今年度、「大会のＰＲ大作戦」をテーマに活動しＰＲ動画を制作。活動報告会で

の上映やインターネット動画投稿サイトで公開した。 

 

４ イベント等による広報 

（１）県や市町、各種団体等が主催するイベントにおけるＰＲ活動等の実施 

（別紙のとおり） 

（２）「しがスポーツ大使」の参加するイベントとのタイアップ 

→街頭募金（東レアローズ、MIO びわこ滋賀、宮路 満英 選手） 

（３）出前講座を活用した広報 

   →各種団体等が主催する会議等において、大会の開催準備状況について説明を行

った。（別紙のとおり） 

 

５ 屋外広告物による広報 

 競技会場地に内定している施設での設置や各種イベントでの掲出を目的に、会場地市

町や開催競技を表記したのぼり旗を作成した。（184 枚） 

 また、愛媛国体・大会の会期に合わせ、滋賀県大津合同庁舎の南側壁面（JR 線路側）

に特大横断幕を掲出した。（掲出期間：平成 29年 10 月２日～10 月 31 日） 

 

６ 映像等による広報 

 大会開催の周知に向けて、ジュニア・ユースチームがＰＲ動画（３種類）を制作する

とともに、イベントにおいて「びわこ国体」の記録映像等を上映した。 



◆多様なメディアによる広報
放送・掲載日 発信媒体 番組・掲載場所等 備    考

4月27日 記者会見 滋賀県庁 大会マスコット 最終候補アイデアへの投票
5月16日 ラジオ（e-radio) 「style!」
6月13日 記者会見 滋賀県庁 大会マスコット決定
7月25日 フリーペーパー 「びわこと北版」
8月1日 記者会見 滋賀県庁 「チャッフィー」製作寄附募集
8月1日 ホームページ 「協働ネットしが」
8月4日 ラジオ（e-radio) 「シガスポ！」

8月11日 ラジオ（e-radio) 「滋賀ﾌﾟﾗｽﾜﾝinfo」
8月24日 テレビ（びわ湖放送） 「キラりん滋賀」
8月30日 テレビ（NHK） 「おうみ発630」
9月21日 記者会見 滋賀県庁 「チャッフィー」お披露目

10月20日 スポーツ情報誌 「Bispo!+」（県体協）
11月1日 スポーツ情報誌 「滋賀プラスワン」
11月4日 スポーツ情報誌 レイクスマガジン

12月28日 スポーツ情報誌 「Bispo!+」（県体協）

1月5日 記者発表 滋賀県庁 年賀状枚数発表
1月21日 ホームページ 「全国男子駅伝公式サイト」 「天皇盃 第23回全国男子駅伝」の応援動画に出演
2月14日 記者発表 滋賀県庁 バレンタイン個数発表
3月16日 ラジオ（e-radio) 「シガスポ！」
3月下旬 スポーツ情報誌 「Bispo!+」（県体育協会）

※その他、県公式SNS(facebook,twitter)や各種団体のSNS等で情報発信

実施日 内    容 実施場所 備    考

4月29日 大会マスコット 最終候補アイデアへの投票 びわ湖ホール ラ・フォル・ジュルネ
5月14日 大会マスコット 最終候補アイデアへの投票 希望が丘文化公園 新緑祭
5月20日 大会マスコット 最終候補アイデアへの投票 彦根総合運動場野球場 体協理事長杯　軟式野球大会
5月21日 大会マスコット 最終候補アイデアへの投票 布引グリーンスタジアム MIOびわこ公式戦
7月31日 マスコット決定報告（新コスチューム発表） 準備委員会総会
9月3日 「チャッフィー」着ぐるみ作製に係る寄附募集のPR びわこボートレース場 BIWAKO 湖フェス2017

9月12日 「チャッフィー」着ぐるみ作製に係る寄附募集のPR ビバシティ彦根
9月17日 「チャッフィー」着ぐるみ作製に係る寄附募集のPR 近江八幡市沖島町宮ヶ浜遊泳場 ウェイクボード　ワールドシリーズ2017
9月21日 えひめ国体滋賀県選手団結団壮行式 ピアザ淡海
9月22日 街頭募金活動 JR石山駅、草津駅
9月24日 彦根陸上競技場さよならイベント 彦根総合運動場陸上競技場
10月9日 彦根元気フェスタ2017 彦根総合運動場陸上競技場 「みんなでラジオ体操プロジェクト」の動画撮影に出演

10月14日 びわ湖一周 オレンジリボンたすきリレー 大津港
10月21日 ご当地キャラ博in彦根2017 彦根市キャッスルロード
10月26日 えひめ大会滋賀県選手団結団壮行式 滋賀県庁
11月4日 Vプレミアリーグ ウカルちゃんアリーナ

11月11日 滋賀県クリーンセンター感謝祭 滋賀県クリーンセンター
11月19日 びわ湖男女駅伝2017 希望が丘文化公園
12月3日 じーねっとしがフェスタ2017 県立男女共同参画センター

12月16日 建設みらいフェスタ 大津港イベント特設会場
12月28日 近江米PR企画「県庁お餅つき」 滋賀県庁
12月29日 夢をつかめ！滋賀オールスタージュニアサッカー教室2017 長浜バイオ大学ドーム

2月5日 「ここ滋賀」訪問、近江ゆかりの会
東京日本橋「ここ滋賀」
品川プリンスホテル

2月24日 彦根市民体育センターサヨナライベント 彦根市民体育センター
2月25日 びわ湖レイクサイドマラソン2018 烏丸半島（フィニッシュ会場）
3月4日 びわ湖毎日マラソン2018 皇子山陸上競技場

◆出前講座
月日 内容 場所 備考

6月8日 彦根市商工会議所常議員会 彦根市商工会議所
9月25日 専任手話通訳者会議 近江八幡市役所
12月5日 県郡市体協研修会 ピアザ淡海

2月5日
リボーン！だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり
推進会議キックオフミーティング

滋賀県庁

2月21日 大型スポーツイベントに伴う観光誘客に関する打ち合わせ コラボしが21
3月5・6日 滋賀県バス協会乗合委員会・貸切委員会 滋賀県トラック会館
3月26日 八日市商工会議所　総会 八日市商工会議所

平成29年

平成30年

平成29年

平成30年

◆イベント等での広報・啓発活動の実績

平成30年

平成29年

資料３－１（別紙）



平成29年度の取組実績

大会マスコットキャラクター決定

資料３－２(別紙)

大会広報ポスターデザイン
（学校との連携事業）

チャッフィー製作に係る寄附募集

大会専用HP開設

広報グッズ（缶バッジ、ステッカー）



平成29年度の取組実績

大会マスコット最終候補アイデアへの投票 えひめ国体滋賀県選手団結団壮行式

Vプレミアリーグ 「みんなでラジオ体操プロジェクト」動画撮影

近江ゆかりの会 東京日本橋「ここ滋賀」訪問

びわ湖レイクサイドマラソン2018 彦根市民体育センターサヨナライベント



具体的な寄附メニューの提示について 

 

１．マスコットキャラクターを活用した商品展開について 

 

 ●企業等に大会マスコットキャラクターを活用した商品の開発や販売を依頼します。 

 ●商業目的でのキャラクターの使用については、「マスコット使用取扱規程」に基づき、

使用料を寄附金として受け入れます。 

 

（使用料の算出方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜先催県の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 販売を目的とするもの（商品） 
小売価格（消費税等賦課前）×製造個数×３％（１円未満切り捨て） 

２ 販売以外を目的とするもの 
（１）景品、有償貸出等 

製造価格×製造個数×３％（１円未満切り捨て） 
（２）広告宣伝 

使用する媒体の広告料×３％（１円未満切り捨て） 
※ただし、自社媒体での展開や自社で配付する等、媒体の広告料が発生しない 

場合は、協議により決定 
３ その他営利を目的とするもの 

協議により決定 

牛乳 付箋 コーヒー 

ぬいぐるみ ウォーターボトル ふわふわドーム 

資料３－３(参考) 

第７回募金・協賛推進特別委員会会議資料 

(平成 30 年 3月 26 日開催) 



２．「滋賀のスポーツ応援プロジェクト」について 

 

●寄附いただいた企業・団体のうち、希望者に対して、企業・団体名を記載した「寄附

グッズをお渡しします。 

●「寄附グッズ」は、寄附いただいた企業・団体が滋賀のスポーツを盛り上げるサポー

ターであることをＰＲするための広報にご活用いただきます。 

●グッズの内容・数量等は、企業等のニーズに応じ設定します。（グッズの制作経費は寄

附額の２割を限度とします。） 

 
＜イメージ＞                    ＜寄附グッズ＞ 
                           
 ・横断幕                      ・横断幕 
                           ・のぼり旗 
                           ・マグネット 等 
 
 
 
 
 
３．「飲んで応援！プロジェクト」について 

 

●ＮＰＯ法人寄附型自動販売機普及協会のご協力を得て、自販機での飲料売上の一部を

定期的に寄附金として納付いただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

・ラッピング印刷 
・設置者への手数料支払い 
・寄附の振込 
 

設置オーナー 自販機販売業者 

NPO 法人 
寄附型自動販売機普及協会 

支援先団体 
（県準備委員会） 

・飲料納品・売上管理 
・寄附金集計 
 
販売手数料の 

支払い 

・最適な飲料業者の手配 
・提案書案作成 
・ラッピングデザイン 
・設置者と業者のマッチング 

  
寄附金の振込 

 
寄附金は毎月振込。 

（県基金で受け入れ） 

 
領収書・受領書の
送付、活動報告 

 
 

・寄附額は任意で設定 



第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

広報・啓発活動 平成 30 年度取組計画（改案） 

 

計画の３年目にあたる平成 30 年度においては、大会愛称・スローガンの選定過程を

通じた開催周知や機運醸成に向けた取組や、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」（以下「大会マスコット」という。）のさらなる活用方法の拡充を

中心に広報・啓発活動を推進する。 

 

１ 愛称・スローガン等による広報 

（１）大会愛称・スローガンの選定 

平成 31 年度の決定に向けた選定作業に着手し、一般公募による募集を実施。 

応募に際しては、様々な媒体を活用した周知に加え、大会の主役となる若い世代

を中心に応募を通じた参画を図るため、募集方法等を工夫しながら戦略的に進める。 

加えて、大会マスコット選定と同様、決定に向けたプロセスにおいて県民の方々

に大会へ関わっていただける機会を設け、参加意識の高揚と機運醸成を図る。 

 

（２）大会マスコットの活用 

  あらゆる手法・場面において、大会マスコットを積極的に活用し、広報物品等へ

のイラストの使用や着ぐるみによる県内イベントでのＰＲ活動等、大会マスコット

を通じた広報を展開する。 

  ア デザイン展開形の作成 

   様々な競技を行うイラストの展開形を作成し、印刷物や広報グッズ等での活用

展開の拡大に加え、デザイン上の基本ルールをまとめたマニュアルを定め、広く

活用いただける環境整備を行う。 

  イ 貸出用着ぐるみの作製 

   一般貸出用の着ぐるみを新たに作製し、地域のスポーツ大会やイベント等で幅

広く活用いただける体制を整える。 

  

２ 各種広報物品による広報 

引き続き、各種広報物品の作成や、広報誌等を活用した積極的な広報活動を展開する。 

（１）大会広報誌の発行 

大会開催の周知はもとより、現在の準備状況や取材記事等を掲載した大会広報誌

を発行し、広く設置・配布を行う。 

  

（２）フォトコンクールの実施 

スポーツを親しむ様子の写真を募集し、コンクールを実施するとともに、応募の

資料４ 



あった写真を活用したモザイクアートのポスターを作成する。 

 

（３）広報グッズの作成 

  イベント等で広く配布できる風船や大会マスコットの名刺等に加え、寄附に対す

る返礼品等、費用対効果のある広報グッズを作成する。 

併せて、売り上げの一部を両大会への寄附金として取り扱う「寄附付き商品」と

して、ピンバッジやぬいぐるみ、SNS アプリのスタンプ等、幅広い世代を対象とし

た商品の開発・販売の検討を進める。 

 

３ 多様なメディアによる広報 

 平成 29 年度に開設した大会専用ホームページを積極的に活用し、大会愛称・スロー

ガン選定に係る募集ページの作成等によるコンテンツの充実や、トップページで広報活

動等の取組報告をトピックスとして掲載、定期的な更新を行うことで効果的な発信を図

るとともに、ＳＮＳやテレビ・ラジオ番組等、様々な広報媒体を活用した広報を推進す

る。 

 

４ イベント等による広報 

 引き続き、県や市町、各種団体等が主催するイベントや事業とのタイアップによる活

動を進めるとともに、駅前や大型商業施設等、集客の見込める場所での広報活動を展開

する。 

また、出前講座や寄附依頼に係る企業訪問等の実施により、開催周知に併せて大会へ

の参画を呼びかける。 

 

５ 屋外広告物による広報 

 広報活動を実施する各イベントでのぼり旗や横断幕の掲出・設置を行い、来場者や利

用者に対して大会開催の周知を行う。 

 加えて、追加で内定のあった競技会場施設において、会場地市町や開催競技を表記し

たのぼり旗を設置するとともに、福井国体・大会の会期中に滋賀県大津合同庁舎に特大

横断幕の掲出を行う。 

 

６ 映像等による広報 

 各イベントでの広報活動や出前講座等において、大会のＰＲ動画（「子ども・若者参

画特別委員会」ジュニア・ユースチーム第４期生制作）や「びわこ国体・びわこ大会」

等の記録映像を上映し、大会の周知と参加意識の高揚を図る。 



メンバーで考えたその他のＰＲ方法

★ポスター・ラッピング制作
例）モザイクアート
写真をネットなどで募集し、それらを数百
枚程度集めて、一つの作品とするもの。

県民による「写真投稿」

ポスターによるＰＲ 投稿者からの情報発信

両大会の知名度アップ！
国体・全スポをみんな
で盛り上げよう！



メンバーで考えたその他のＰＲ方法

★グッズ製作
例）名刺、バッジ、ポケットティッシ、風船等の
啓発グッズ

国体・全スポの開催を知ってもらう！

例）文房具、ぬいぐるみ、ハンカチやタオル等の
販売グッズ

たくさんの人がグッズを購入

両大会の知名度アップ！

2024国体・全スポ
滋賀県で開催！！

2024 滋賀国体・全国障害者スポーツ大会



メンバーで考えたその他のＰＲ方法

★イベント開催

例）駅、ショッピングモール等でブースを出展

２０

イベント開催
日時：○○
場所：○○

グッズの配付 競技体験会

競技に関するクイズ

イメージソングやダンスの披露

両大会の知名度アップ！

事前に・・・
・チラシ、ＳＮＳ等で周知

Ｑ１
国体・全スポ
の競技数は？



メンバーで考えたその他のＰＲ方法

広報誌や新聞の制作
ダンス・歌の制作
ＳＮＳを使っての情報発信
企業等とコラボした商品の開発

学校で、国体・全スポに関する授業を
実施

国体・全スポに関するスタンプラリー
や謎解きラリーを実施



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

開催準備委員会

専門委員会

選定部会

(参考)先催県の大会・愛称スローガン一覧

開催年

開催県

愛称

スローガン

※佐賀県(2023年)は未選定。

鹿児島県

2021年
(平成33年)

三重県

2022年
(平成34年)

栃木県愛媛県

2018年
(平成30年)

福井県

2019年
(平成31年)

茨城県

平成29年度 平成30年度 平成31年度

平成30年度 広報・県民運動専門委員会開催スケジュール（予定）

2017年
(平成29年)

2020年
(平成32年)

◎
第10回専門委員会
（大会愛称・スローガン選定の方向性検討）

◎
第11回専門委員会
（大会愛称・スローガン選定方針決定、募集要項決定、

大会愛称・スローガン選定部会委員選定、

県民運動基本計画(素案)）

◎
第13回専門委員会
（大会愛称・スローガン選定案決定

30年度取組実績、31年度取組計画）

○
第1回大会愛称・スローガン選定部会
（大会愛称・スローガン審査要領決定）

第2回大会愛称・スローガン選定部会
（一次候補作品の選定）

○

◎
第9回専門委員会

◎
第6回準備委員会総会・常任委員会

◎
第7回準備委員会総会・常任委員会
(大会愛称・スローガン決定・報告)

第3回大会愛称・スローガン選定部会
（最終候補作品の選定）

○

◎
第12回専門委員会
（県民運動基本計画(案)、フォトコンクール選考、
大会・愛称スローガン選定状況報告）

資
料
４
－
２
(参
考
)



負担金　29,200千円

（１）各競技会場地の選定

（２）開催準備委員会における大会準備

　①「開催基本構想」の検討・策定

　②競技役員等の養成

　③宿泊・衛生/輸送・交通にかかる検討

（3）開催機運醸成に向けた取組

　①大会愛称・スローガンの募集・選定

　②募金活動の展開

　③子ども・若者参画特別委員会（ジュニア・ユースチーム第5期）活動の展開

　

市町競技施設整備費補助  136,500千円

基金の積立て　等   30,307千円

国体・全スポ開催準備委員会

滋 賀 県

◆「国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金」に、企業や県民の皆様からいただいた寄附金を積

み立てるとともに、一部を取り崩し、平成30年度に実施する競技力向上対策事業に充当。

（H28年度末残高：約3,627百万円、H30年度事業充当 10,000千円）

◆正式競技・特別競技については、会場地を調整中の11競技のうち、調整が終了したものを第４次内定（案）

として、平成30年４月開催の「総務企画専門委員会」で審議のうえ、５月開催の「常任委員会」に諮り決定。（第

４次内定で決定できなかった競技については、平成30年度中に調整。）

◆内定済みの競技については、平成30年度から中央競技団体の正規視察を順次実施。

◆公開競技や全国障害者スポーツ大会正式競技の会場地選定を実施。

◆平成31年の決定に向けて愛称・スローガンの募集・選定を行うとともに、そのプロセスを県民の皆様と共有

し、大会の認知度向上に努める。

◆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」の活用や、大会専用ホームページ（H30年3月開

設）を通じた情報発信を積極的に実施。

◆大会準備・運営および大会終了後のレガシー創出の指針となる「開催基本構想」について、平成31年５月

頃の策定を目指し、開催準備委員会において検討。

◆寄附を通じて「滋賀のスポーツを応援」いただけるよう、県民・企業の皆様に対して積極的に呼

びかけを実施。

◆いただいた寄附金は、当面「滋賀県競技力向上対策本部」で実施する、スポーツ選手の発掘、育成およ

び強化に要する経費や、（仮称）彦根総合運動公園・新県立体育館などの施設整備に要する経費に充当。

◆他県にはない『滋賀オリジナル』の取組として、小学生～大学生世代の子どもや若者で構成する「ジュニ

ア・ユースチーム」が、その柔軟な視点や発想を活かし、両大会はもとより、広く県のスポーツ振興に関する

課題等について調査研究を実施。

◆大会開催時の配宿や輸送、交通に関する基礎調査を実施し、宿泊、輸送・交通にかかる基本計画策定に

向けた検討を実施。

◆審判員等の資格が必要な役員等の養成を行う競技団体に対し、引き続き補助金を交付するとともに、

全国障害者スポーツ大会の運営に携わる競技役員養成計画策定に向けた検討を実施。

◆競技会場となる市町立施設の整備に要する経費に対する補助を実施。

資料５



 

 

 

第 79回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

広報基本計画 

 

 第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」と総称する。）

に向けて、第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会広報基本方針に基づ

き、次の広報活動を積極的かつ効果的に推進する。 

 

１ 目的 

  大会の開催意義を広く県民に周知し、その理解を深めることにより、大会への参

加意識の高揚を図り、県民総参加でつくる大会につなげるとともに、滋賀や大会の

魅力を全国に発信することを目的とする。 

 

２ 広報の手法 

（１）愛称・スローガン等による広報 

   大会を象徴する愛称・スローガン等を策定し、普及する。 

①愛称・スローガンの制定および普及 

②マスコットキャラクターの制定および普及 

③イメージソング・ダンス等の制定および普及 

 

（２）各種広報物品による広報 

   各種広報物品の作成や既存の広報誌等を活用した、積極的な広報活動を展開す

る。 

①大会広報誌の発行 

②ポスターの作成 

③パンフレット、リーフレット、ちらしの作成 

④広報グッズの作成 

⑤各種ガイドブックの作成 

 

（３）多様なメディアによる広報 

   報道機関との連携およびインターネットなど多様なメディアにより、広域的か

つ効果的な広報活動の展開を図る。 

   ①新聞、ラジオ、テレビ等による広報活動の推進 

   ②県や市町、各種団体等の広報媒体の活用 

平成 28 年(2016 年)８月３日 
第 ４ 回 常 任 委 員 会 決 定 

(参考) 



   ③専用ホームページの開設やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）、動画共有サイト等のソーシャルメディアの活用 

 

（４）イベント等による広報 

   大会開催までの節目などにおいてイベントを開催するとともに、各種イベント

や事業と連携した広報活動を実施する。 

   ①開催内定イベント、開催決定イベント等の開催 

②県や市町、各種団体等が主催するイベントにおけるＰＲ活動等の実施 

③「しがスポーツ大使」の参加するイベントとのタイアップ 

④「子ども・若者参画特別委員会(通称：ジュニア・ユースチーム)」との連携 

⑤出前講座を活用した広報 

 

（５）屋外広告物による広報 

   広告塔や横断幕等を設置して大会開催の広報に努める。 

   ①のぼり、横断幕、懸垂幕の設置 

②歓迎塔、歓迎アーチ等の設置 

   ③広報看板、カウントダウンボード等の設置 

 

（６）映像等による広報 

   県民の参加意識の高揚を図るため、映像を活用した広報を実施する。 

①先催県の大会映像等（ＤＶＤ等）の貸出 

②広報用映像の制作およびインターネット等での公開 

    

（７）記録映像等の制作 

  大会の成果を永く記録にとどめるため、記録映像等を制作する。 

  ①記録映像の制作 

  ②記録写真集の制作 

 

 （８）参加章等の作成 

   大会の開催を記念し、大会参加章や記念章を作成する。 

 

（９）その他広報 

   その他、広報基本方針に基づき、効果的な広報を実施する。 

 

３ 活動展開の指針 

（１）わかりやすい広報 



見る側や聞く側など、受け手に配慮した、誰にでも伝わるわかりやすい広報に

努める。 

  

（２）媒体の特性に応じた広報 

   それぞれの広報媒体の強みを活かした広報に努める。 

  

（３）状況に応じた広報 

   時間や場所、タイミングに配慮した広報を実施するとともに、その時々で最も

効果的な広報媒体による情報発信に努める。 

 

 （４）さまざまな主体との連携・協働 

   県民総参加でつくる大会に向け、大会の広報についても、県内の多様な主体と

連携・協働のもとに展開する。 

 

 （５）募金活動との連携 

   募金活動における取組とも連携して広報活動を実施し、相乗的な効果を生み出

せるように努める。 

 

 （６）大会後につながる広報 

   大会に向けた広報はもちろん、大会終了後も多くの方々が滋賀県を訪れていた

だけるよう、滋賀の持つ魅力の発信にも努める。 

  

（７）受け手の声を反映する広報 

   広報活動を実施する際に、できる限り受け手の声を取り入れ、今後の広報活動

や大会運営にも活かすよう努める。 

 

４ 構成員の役割 

  開催準備委員会の構成員は、各々の特性に応じた広報活動を行うとともに、互い

に連携・協働しながら大会や滋賀の魅力を発信するよう努める。 

 

５ 基本計画の進行管理 

  基本計画については、取組の進捗状況等を「広報・県民運動専門委員会」におい

て毎年検証するとともに、必要があるときは、開催準備委員会の常任委員会の議決

を経て変更する。 



H28
(2016）

H29
(2017）

H30
(2018）

H31
(2019）

H32
(2020）

H33
(2021）

H34
(2022）

H35
(2023）

H36
(2024）

8年前 7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 1年前 -

開催内定 開催決定 ﾘﾊｰｻﾙ大会 開 催

全 体 ス ケ ジ ュ ー ル

大会愛称・スローガン等
による広報

各種広報物品による広報

多様なメディアによる広報

方針・計画

マスコットキャラクターの選定
（H29年度に決定、
第５回総会で報告）

広
報
基
本

計
画

県
民
運
動

基
本
方
針

県
民
運
動

基
本
計
画

大会愛称・スローガンの
募集・決定

イメージ
ソング・
ダンス等の
募集・決定

新聞、ラジオ、テレビ、インターネット等による広報活動の推進 県や市町、各種団体等の広報媒体の活用 ソーシャルメディアの活用

大会広報誌の発行

ポスターやちらし、パンフレット、リーフレット、広報グッズの作成

各種ガイドブックの作成

専用ホームページの開設県ホームページでの

情報発信



H28
(2016）

H29
(2017）

H30
(2018）

H31
(2019）

H32
(2020）

H33
(2021）

H34
(2022）

H35
(2023）

H36
(2024）

8年前 7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 1年前 -

開催内定 開催決定 ﾘﾊｰｻﾙ大会 開 催

記録映像等の制作

映像等による広報

参加章等の作成

イベントによる広報

屋外広告物による広報

開催内定
イベント

開催決定
イベント

開催１年前
イベント

各主体が主催するイベント等における広報活動、「しがスポーツ大使」の参加イベントとのタイアップ、
「子ども・若者参画特別委員会」との連携、出前講座を活用した広報

参加章、記念章の作成

大会記録映
像や記録写
真集の制作
（大会後）

先催県の大会映像等の貸出

広報用映像の制作およびインターネット等での公開

歓迎塔、歓迎アーチ等の設置

のぼり、横断幕、懸垂幕の設置

広報看板、カウントダウンボード等の設置

開催直前
イベント


