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（敬称略）

区分 機関・団体名 役　　職 委員氏名

青森放送株式会社 報道部長 田中　次郎

株式会社青森テレビ 報道制作部長 鎌田　裕一

青森朝日放送株式会社 報道部長 齋　貴宗

日本放送協会青森放送局 コンテンツセンター長 河野　糧祐

株式会社東奥日報社 報道部次長 安達　一将

株式会社陸奥新報社青森支社 編集部長 下山　和枝

株式会社デーリー東北新聞社青森支社 編集部長 田中　秀知

株式会社エフエム青森 放送部長 鈴木　耕治

青森ケーブルテレビ株式会社 放送部長 三浦　直

青森県商工会議所連合会
(青森商工会議所)

中小企業相談所長 佐藤　誠

青森県商工会連合会 総務組織課長 井上　英治

青森県中小企業団体中央会 事務局長 船水　礼子

観光 公益社団法人青森県観光連盟 事務局長 佐藤　満

学識経験者 公立大学法人青森公立大学 教授 香取　真理

社会福祉法人青森県社会福祉協議会 事務局長 髙橋　金一

公益財団法人青森県老人クラブ連合会 事務局長 五戸　秀樹

青森県地域婦人団体連合会 事務局長 宮川　春子

スポーツ
青森県総合型地域スポーツクラブ連絡
協議会

会長 鹿内　葵

青森県小学校長会 広報部長 野沢　寿恵

青森県中学校長会 会長 横山　仁

青森県高等学校長協会 常任理事 小森　直樹

青森県特別支援学校校長会 副会長 小松﨑　明

青森県私立中学高等学校長協会 事務局長 嶋津　泰久

青森市広報広聴課 課長 沢木　正明

おいらせ町総務課 課長 成田　光寿

企画政策部広報広聴課 課長 齋藤　桂一

環境生活部県民生活文化課 課長 白戸　明子

観光国際戦略局観光企画課 課長 境谷　孝司

県

広報・県民運動専門委員会　委員名簿

報道

経済

社会・福祉

学校

市町村

2



区　   分 機関・団体名及び役職名 新任者 旧任者 変更年月日

青森放送株式会社　報道部長 田中　次郎 蒔田　修弘 令和4年4月1日

株式会社青森テレビ　報道制作部長 鎌田　裕一 塩越　哲也 令和4年4月1日

株式会社東奥日報社　報道部次長 安達　一将 松田　啓志 令和4年4月1日

株式会社デーリー東北新聞社青森支社　編集部長 田中　秀知 齋藤　桂 令和4年4月1日

青森ケーブルテレビ株式会社　放送部長 三浦　直 - 令和4年5月31日

経　済
青森県商工会議所連合会　中小企業相談所長
（青森商工会議所）

佐藤　誠 橋本　寛行 令和4年4月1日

青森県高等学校長協会　常任理事 小森　直樹 岩川　亘宏 令和4年4月1日

青森県特別支援学校校長会　副会長 小松﨑　明 古木名　博 令和4年4月1日

市町村 おいらせ町総務課　課長 成田　光寿 西舘　道幸 令和4年4月1日

環境生活部県民生活文化課　課長 白戸　明子 館　栄 令和4年4月1日

観光国際戦略局観光企画課　課長 境谷　孝司 鈴木　耕司 令和4年4月1日

令和４年１０月７日現在　（敬略称）

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会 広報・県民運動専門委員会委員の変更

県

報　道

学校
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年 月 日 内 容

平成２５年　６月２４日 　公益財団法人青森県体育協会（以下「県体育協会」とする。）が、
平成３７年に開催の第８０回国民体育大会本大会の招致に関する要望
書を県、県議会及び県教育委員会に提出

平成２６年　６月２８日
～平成２７年　７月２３日

　県教育委員会において、青森県国体検討懇話会を設置し、「青森県
らしい国体のあり方」等について検討（全６回開催）

８月２６日 　青森県国体検討懇話会の検討結果報告書について、同懇話会座長が
知事及び教育長に報告

９月１０日 　平成２７年度第２回青森県総合教育会議において、第８０回国民体
育大会本大会の招致について知事と教育委員会が協議

９月１８日 　平成２７年９月青森県議会第２８３回定例会冒頭の提出議案知事説
明において、知事が平成３７年に開催される第８０回国民体育大会本
大会の本県招致について表明

１０月　９日 　同上定例会において、県議会が「第８０回国民体育大会の招致に関
する決議」を全会一致で可決

１１月２０日 　知事、教育長、県体育協会会長が、文部科学省と公益財団法人日本
体育協会に開催要望書を提出

平成２８年　１月１３日 　公益財団法人日本体育協会理事会において、開催申請書提出順序の
了解（開催内々定）

４月　１日 　県教育庁スポーツ健康課内に国体準備室を設置（５名体制）

８月３１日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会設立総会・第１回総会及び
第１回常任委員会を開催

１０月２１日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回総務企画専門委員会
を開催

１０月２５日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回競技運営専門委員会
を開催

１１月１０日 　第８０回国民体育大会市町村担当者会議及び競技団体担当者会議を
開催

平成２９年　３月２８日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回総務企画専門委員会
を開催

４月　１日 　国体準備室員を増員（７名体制）

４月１９日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回常任委員会を開催

５月２４日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回総会を開催

第 ８ ０ 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 準 備 経 過

説明・報告事項１
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年 月 日 内 容

７月１３日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回競技運営専門委員会
を開催

７月２０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回広報・県民運動専門
委員会を開催

８月３０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第１回施設専門委員会を開
催

１０月２３日 　第８０回国民体育大会第１回会場地市町村・競技団体担当者会議を
開催

１０月２６日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回競技運営専門委員会
を開催

１１月　１日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回総務企画専門委員会
を開催

１２月１２日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第４回総務企画専門委員会
を開催

１２月１８日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回広報・県民運動専門
委員会を開催

平成３０年　１月１５日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回常任委員会を開催

１月２２日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会総務企画専門委員会第１回
開催基本構想策定検討部会を開催

１月２４日 　第８０回国民体育大会第１回公開競技・デモンストレーションスポ
ーツ担当者会議及び第２回市町村担当者会議を開催

３月１４日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会総務企画専門委員会第２回
開催基本構想策定検討部会を開催

４月　１日 　国体準備室員を増員（８名体制）

５月１４日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第５回総務企画専門委員会
を開催

５月１５日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回広報・県民運動専門
委員会を開催

６月　６日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第４回常任委員会を開催

７月１０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回総会を開催

８月３０日 　第８０回国民体育大会青森県準備委員会を第８０回国民スポーツ大
会青森県準備委員会に改称
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年 月 日 内 容

９月　５日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回施設専門委員会
を開催

１０月１８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回競技運営専門委
員会を開催

１１月　１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回広報・県民運動
専門委員会を開催

〃　　 　国体準備室を国民スポーツ大会準備室に改称

１１月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回総務企画専門委
員会を開催

１２月２１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回常任委員会を開
催

平成３１年　３月２８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回競技運営専門委
員会を開催

４月　１日 　県教育委員会から業務を移管し、県企画政策部に国民スポーツ大会
準備室を設置（１４名体制）

４月２２日 　第８０回国民スポーツ大会第２回会場地市町村担当者会議を開催

令和元年　５月　９日
　　　　　５月１０日

　中央競技団体正規視察（ゴルフ）

　５月１６日 　中央競技団体正規視察（卓球）

　５月２２日 　中央競技団体正規視察（バドミントン）

　５月２３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回総務企画専門委
員会を開催

５月２４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回広報・県民運動
専門委員会を開催

　５月２８日
　５月２９日

　中央競技団体正規視察（高等学校野球）

６月１４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回常任委員会を開
催

　６月２０日 　中央競技団体正規視察（カヌー）

　６月２０日 　中央競技団体正規視察（セーリング）
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年 月 日 内 容

　６月２６日 　中央競技団体正規視察（弓道）

　６月２７日 　中央競技団体正規視察（スポーツクライミング）

　７月　１日
　７月　２日
　７月　３日

　中央競技団体正規視察（ソフトボール）

　７月　３日 　中央競技団体正規視察（テニス）

　７月　４日
７月　５日

　中央競技団体正規視察（サッカー）

　７月１０日
７月１１日

　中央競技団体正規視察（ラグビーフットボール）

　７月１８日 　中央競技団体正規視察（ソフトテニス）

　７月２２日
７月２３日

　中央競技団体正規視察（自転車）

　７月２６日 　中央競技団体正規視察（クレー射撃）

７月２９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回総会を開催

　７月３０日 　中央競技団体正規視察（剣道）

　７月３０日 　中央競技団体正規視察（体操）

　８月　２日 　中央競技団体正規視察（ホッケー）

　８月　９日 　中央競技団体正規視察（フェンシング）

　８月１５日 　中央競技団体正規視察（相撲）

　８月１９日 　中央競技団体正規視察（陸上競技）

８月２３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回宿泊専門委員会
を開催

　８月２９日 　中央競技団体正規視察（空手道）
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年 月 日 内 容

　８月３０日 　中央競技団体正規視察（なぎなた）

９月　３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回輸送・交通専門
委員会を開催

９月１１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回式典専門委員会
を開催

　９月２６日 　中央競技団体正規視察（銃剣道）

１０月　８日 　中央競技団体正規視察（ボート）

１０月　９日
１０月１０日

　中央競技団体正規視察（バレーボール）

１０月１５日 　中央競技団体正規視察（ハンドボール）

１０月１７日 　中央競技団体正規視察（レスリング）

１０月２３日 　中央競技団体正規視察（柔道）

１０月２９日 　中央競技団体正規視察（ウエイトリフティング）

１０月３０日
１０月３１日

　中央競技団体正規視察（軟式野球）

１０月３１日 　公益財団法人日本スポーツ協会が、知事、公益財団法人青森県ス
ポーツ協会会長、教育長に第８０回国民スポーツ大会冬季大会の開催
を依頼

１１月　１日 　中央競技団体正規視察（アーチェリー）

１１月　６日
１１月　７日

　中央競技団体正規視察（ライフル射撃）

１１月１３日 　中央競技団体正規視察（ボウリング）

１１月２０日 　中央競技団体正規視察（トライアスロン）

１１月２７日 　中央競技団体正規視察（馬術）

１１月２８日 　令和元年１１月青森県議会第３００回定例会の一般質問において知
事が第８０回国民スポーツ大会冬季大会を開催することについて表明
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年 月 日 内 容

１２月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回広報・県民運動
専門委員会を開催

令和２年　１月１４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回常任委員会を開
催

１月１５日
１月１６日

　中央競技団体正規視察（バスケットボール）

２月１３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回競技運営専門委
員会を開催

２月２８日 　中央競技団体正規視察（水泳・飛込）

４月　１日 　国民スポーツ大会準備室員を増員（１９名体制）

４月２４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回施設専門委員会
を開催（書面決議）

５月１１日 　第８０回国民スポーツ大会第３回会場地市町村担当者会議を開催
（書面開催）

５月１５日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回総務企画専門委
員会を開催（書面決議）

５月２８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回広報・県民運動
専門委員会を開催（書面開催）

６月　１日 　知事、教育長、県スポーツ協会会長が、文部科学省と公益財団法人
日本スポーツ協会に開催申請書を提出

６月　１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回常任委員会を開
催（書面決議）

６月２６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回競技運営専門委
員会を開催（書面決議）

７月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回総会を開催（書
面決議）

９月２５日 　公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、鹿児島県、及び公益
財団法人日本障がい者スポーツ協会の４者が第７５回鹿児島国体を令
和５年に開催することを決定し、これにより第８０回国民スポーツ大
会（冬季大会及び本大会）を令和８年に一年延期することが決定

１０月８日 　公益財団法人日本スポーツ協会臨時理事会において、第８０回国民
スポーツ大会（冬季大会及び本大会）の開催地として内定

１０月２７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回警備・消防専門
委員会を開催
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年 月 日 内 容

１０月２８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回医事・衛生専門
委員会を開催

１２月１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回水泳（飛込）競
技運営専門委員会を開催（書面決議）

　　　　　　　　〃 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回馬術競技運営専
門委員会を開催（書面決議）

１２月２１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回馬術競技運営専
門委員会馬事衛生部会を開催（書面開催）

１２月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回宿泊専門委員会
を開催

令和３年　１月１３日 　令和２年度第２回国体開催県検討会議を開催（オンライン開催）

１月２０日 　第８０回国民スポーツ大会第３回市町村担当者会議・第３回競技団
体担当者会議を開催

１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回総務企画専門委
員会を開催

２月１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回常任委員会を開
催

４月１９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回広報・県民運動
専門委員会を開催

４月２７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回施設専門委員会
を開催

５月２８日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回競技運営専門委
員会を開催

６月９日 　令和３年度第１回国体開催県検討会議を開催（オンライン開催）

７月９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回総会を開催（書
面決議）

７月３０日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回輸送・交通専門
委員会を開催（書面決議）

９月９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回式典専門委員会
を開催（書面決議）

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回馬事衛生部会を
開催（書面決議）

９月３０日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回水泳（飛込）競
技運営専門委員会を開催（書面決議）
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年 月 日 内 容

１０月２６日 　中央競技団体正規視察（水泳（競泳・水球・AS・OWS））

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回馬術競技運営専
門委員会を開催（書面決議）

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会第４回市町村担当者会議を開催（オンラ
イン開催）

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会第４回会場地市町村担当者会議・第４回
競技団体担当者会議を開催（オンライン開催）

１０月２９日 　第８０回国民スポーツ大会第１回会場地市町村宿泊・輸送担当者会
議を開催（オンライン開催）

１１月１７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回競技運営専門委
員会を開催（書面決議）

１１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回医事・衛生専門
委員会を開催（書面開催）

１１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回宿泊専門委員会
を開催（書面開催）

１１月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第２回警備・消防専門
委員会を開催（書面決議）

１１月２６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回広報・県民運動
専門委員会を開催（書面決議）

１１月２６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１０回総務企画専門
委員会を開催（書面決議）

１２月　１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回式典専門委員会
を開催（書面決議）

１２月２１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１０回常任委員会を
開催

令和４年　２月１４日 　第８０回国民スポーツ大会第５回会場地市町村担当者会議を開催
（オンライン開催）

４月　１日 　国民スポーツ大会準備室員を増員（２５名体制）

５月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１０回競技運営専門
委員会を開催（書面開催）

６月３０日 　第８０回国民スポーツ大会第２回会場地市町村宿泊・輸送担当者会
議を開催（オンライン開催）

７月２２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回総会を開催
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年 月 日 内 容

８月　９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回警備・消防専門
員会を開催

８月３１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回輸送・交通専門
委員会を開催（書面開催）

９月　２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回宿泊専門委員会
を開催

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会第５回市町村担当社会議を開催（オンラ
イン開催）

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会第５回施設専門委員会を開催
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第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会決定事項 

 

 

 第９回広報・県民運動専門委員会以降に開催した常任委員会及び総会での決定事項は、

下記のとおりである。 

 

記 

 

１ 第１０回常任委員会決定事項【令和３年１２月２１日開催】 

・第８０回国民スポーツ大会競技会場の変更 

・第８０回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ開催競技及び競技会場の

変更 

・第８０回国民スポーツ大会記録業務基本計画 

・第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基本計画 

・第８０回国民スポーツ大会式典基本計画 

・第８０回国民スポーツ大会警備・消防防災基本計画 

 

２ 第７回総会決定事項【令和４年７月２２日開催】 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和３年度事業報告 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和３年度収支決算 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和４年度事業計画 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和４年度収支予算 

説明・報告事項２ 
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第２５回全国障害者スポーツ大会 
マスコット等使用取扱い規程の制定について 

 

令和３年９月６日に書面開催された第２５回全国障害者スポーツ大会青森県準備委員会

第３回会議において、第２５回全国障害者スポーツ大会マスコット等使用取扱い規程の制

定について報告がありました。 

その中で、全国障害者スポーツ大会の競技等に係るアップリート君のデザイン２５種類

（基本形６種類、障スポ正式競技１５種類、その他４種類）について、参考資料「第２５

回全国障害者スポーツ大会マスコットキャラクターデザイン一覧」のとおり示されました

ので、情報共有します。 

 

説明・報告事項３ 
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ボランティアネットワーク事業について 

 

１ 青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポのボランティアネットワーク構築・運営業務に

係る委託先決定について 

  選手・監督、大会関係者、観覧者等延べ約８０万人が来県する第８０回国民スポー

ツ大会及び第２５回全国障害者スポーツ大会を運営するためには、実施本部に県職員

が、競技会実施本部に市町村職員等が合計７万人程度動員されるほか、広報活動を行

う広報ボランティアや、国スポ総合開・閉会式や障スポ開・閉会式及び競技会で案内・

受付、会場整理、会場美化等を行う運営ボランティアが５，４００人程度必要となる。 

このことから、多くのボランティアを確保するために、今年度、ポータルサイトや

データベースを活用し、ボランティアの募集・確保・育成・派遣等を行うボランティ

アネットワークを構築・運営することとし、令和 4 年 3 月に受託事業者選定のプロ

ポーザル（企画コンペ）を実施の上、全 3者の応募の中から、青森スポーツクリエイ

ション株式会社（主な活動地域：東青地域）と特定非営利活動法人スポネット弘前（主

な活動地域：中南地域）の２者を委託先に決定した。 

 

２ 広報ボランティアと運営ボランティアの募集について 

  現在、委託先 2事業者が中心となって広報ボランティアと運営ボランティアを募集

中であり、本年 8 月 20 日には、青森県女子体育連盟が講師となって広報ボランティ

アの応募者 10 名を対象としたダンス研修会を実施したほか、10 月からは、小学生以

下を対象としたダンス出前講座等へ広報ボランティアの派遣を開始する予定として

いる。 

 

３ 広報ボランティアと運営ボランティアの応募促進について 

委託事業者を通じたボランティアの募集のほか、当準備委員会では、市町村や学校

関係を中心に応募促進のための協力を働きかけていますが、当専門委員会委員各位に

おかれてましても、各種情報媒体へのリンクの掲載等、できる限りの御協力をお願い

します。 

 

○青の煌
きら

めきあおもり国スポ 公式ホームページ「ボランティア」 

  ・URL： https://aomorikokuspo2026.pref.aomori.lg.jp/news/2022/08/29/4682/ 

  ・QRコード： 

 

 
※ＱＲコードは，株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

説明・報告事項４ 
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NO 日付 広報物・広報媒体等 広報内容等

1 R3.6

開催基本構想（概要版）

リーフレット第２版製作・配付

（※18ページNO.1参照）

開催基本構想（概要版）リーフレットの製作・配布。

※開催年変更に伴う修正（2025→2026）

※正式版は、紙で印刷せず、データをHPで公開。

配付先：スポーツ庁、スポーツ庁、日本スポーツ協会、

　　　　各都道府県、各都道府県体育（スポーツ）協

　　　　会、中央競技団体、国体（国スポ）開催県、

　　　　市町村担当課、県スポーツ協会、市町村体育

　　　　（スポーツ）協会、県内競技団体、地域スポ

　　　　ーツクラブ、県有体育施設指定管理者、各専

　　　　門委員会委員、学校

製作数：2,000部

2 R3.6
『青森県民スポーツ・レクリエーション

祭』とのコラボ缶バッジ製作・配布

配布先：競技選手、競技役員、来場者等（スポレク連盟へ

依頼）

製作数：6,600個

3 R3.7
スポーツタオル製作・配付

（※18ページNO.2参照）

あおもり国スポ開催ＰＲスポーツタオルの製作・配付。

配付先：中体連全国大会出場選手及び監督並びに全国

　　　　大会レベルの大会に出場する小・中学生等

製作数：600枚

4 R3.11
青の煌（きら）めきダンスプロモーショ

ン映像の製作・公開

イメージソング「翔けろ未来へ」の歌唱者である

RINGOMUSUME（りんご娘）やプロパフォーマンスユ

ニットBLUE TOKYO（ブルートーキョー）、県内中・高

等学校の生徒達が踊るプロモーションムービーと、ダンス

撮影時の様子やRINGOMUSUMEとBLUE TOKYOからの

メッセージを盛り込んだメイキングのPR映像を製作し、

あおもり国スポホームページやＳＮＳで公開。

5 R3.12 「アップリート君」着ぐるみ製作
事務局使用及び貸出用

製作数：１体（累計４体製作済）

6 R3.12 青の煌（きら）めきダンスの完成披露

令和3年12月21日に開催された「第80回国民スポーツ大会

青森県準備委員会第10回常任委員会」で、青森山田高校と

青森明の星高校の新体操部員により、青の煌（きら）めき

ダンスの完成披露を実施。

7 R4.1
青の煌（きら）めきダンスのレッスン映

像の製作・公開

ダンスの振付をわかりやすく解説したレッスン映像を、あ

おもり国スポホームページやＳＮＳで公開。

令和３年度広報活動の取組実績

説明・報告事項５
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NO 日付 広報物・広報媒体等 広報内容等

8 R4.1
青の煌（きら）めきダンスのテレビ広報

（青森朝日放送「メッセージ」）

県テレビ広報「メッセージ（ＡＢＡ）」で、「青の煌（き

ら）めきダンス」完成に係る広報を実施。

放送日時：令和4年1月29日（土）9:30～9:35

9 R4.1
青の煌（きら）めきダンスのラジオ広報

（エフエム青森「あおもり・ふぁん」）

県ラジオ広報「あおもり・ふぁん（エフエム青森）」で、

「青の煌（きら）めきダンス」完成に係る広報を実施。

放送日時：令和4年1月31日（月）16:55～17:00

10 R4.1
クリアファイル製作・配付

（※18ページNO.3参照）

あおもり国スポＰＲクリアファイルの製作・配付。

配付先：市町村担当課、県スポーツ協会、市町村体育

　　　　協会、スポーツイベント参加者等

製作数：2,500枚

11 R4.2 デザインガイドマニュアル第３版作成

新しく追加したアップリート君デザインやあおもり国スポ

開催年変更に伴いデザインを修正した規定書体等を含めた

デザインガイドマニュアルを作成。（データをHPで公

開）

12 R4.2
ダンス普及用DVD製作・配付

（※18ページNO.4参照）

あおもり国スポのダンスの普及を図るためのDVD製作・配

付。

配付先：市町村担当課、県スポーツ協会、県内教育

　　　　機関、市町村体育協会、あおもり国スポ

　　　　実施競技団体、県内総合型スポーツクラブ、

　　　　県内体育施設等

製作数：2,000枚

13 R4.3
PRリーフレット第２版製作・配布

（※18ページNO.５参照）

あおもり国スポ開催ＰＲリーフレットの製作・配布。

※開催年変更に伴う修正（2025→2026）

配布先：ボランティア関係者（ボランティアネットワーク

事業者に依頼）

製作数：5,000部

14 R4.3

ぬいぐるみ（シッティングver.）製作・配

付

（※18ページNO.6参照）

あおもり国スポ開催PR用ぬいぐるみの製作・配付。

配付先：市町村担当課、県スポーツ協会、市町村

　　　　体育協会等

製作数：250個
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No. 品目 作成時期 数量 グッズ画像 主な配布先

1
開催基本構想
（概要版）リーフ
レット（第２版）

R3.6 2,000部

スポーツ庁、日本スポーツ協
会、各都道府県、各都道府県体
育（スポーツ）協会、中央競技団
体、国体（国スポ）開催県、市町
村担当課、県スポーツ協会、市
町村体育（スポーツ）協会、県内
競技団体、地域スポーツクラ
ブ、県有体育施設指定管理者、
各専門委員会委員、学校

2 スポーツタオル R3.7 600枚
全中出場選手及び監督、全国
大会レベルの大会に出場する
小・中学生等

3 クリアファイル R4.1 2,500枚
市町村、県スポーツ協会、市町
村体育協会、競技団体、中体連
専門部、高体連専門部

4 ダンス普及用
DVD

R4.2 2,000枚

庁内、市町村、学校等、総合型
スポーツクラブ、青森県スポー
ツ協会、体育協会、競技団体、
県有体育施設、スポーツ庁、日
本スポーツ協会、国体開催県、
スポレク連盟加盟団体、各専門
委員会委員、県政記者室

5 PRリーフレット
（第２版）

R4.3 5,000部
市町村、高等学校、大学、短
大、専門学校、企業、関係団
体、県内各イベント来場者等

6
ぬいぐるみ
（シッティング
ver.）

R4.3 250個
庁内、県スポーツ協会、体育施
設、県内総合型スポーツクラブ

　

令和３年度広報活動の取組の中で作成した広報物の具体例

　県準備委員会で作成したＰＲグッズについて、関係者の皆様には、会議、イベント等様々な機会を通じて積極的に御活用いた
だき、あおもり国スポ開催へ向けた気運醸成に御協力くださるようお願いします。

　ＰＲグッズを活用していただける場合等、下記担当あてにお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会事務局

（青森県企画政策部国民スポーツ大会準備室）

担当 事務局員 加賀谷

ＴＥＬ：０１７－７３４－９７０３

ＦＡＸ：０１７－７３４－８０３２

E-mail：reina_kagaya1@pref.aomori.lg.jp
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NO 日付 広報物・広報媒体等 広報内容等

1 通年
青の煌(きら)めきあおもり国スポホー

ムページ運用
あおもり国スポの開催準備状況全般を発信

2 通年
青の煌(きら)めきあおもり国スポSNS

を活用した情報発信

ホームページと連携し、有力選手紹介や、国体及び関連大会にお

ける青森県選手の活躍・競技・会場の紹介、イメージソング・ダ

ンスのPR、事務局職員の紹介など、多くの人に親しみやすい情

報を広く発信。

＜具体の事例＞

・YouTube「目指せ！あおもり国スポ！～あおアス～」

・Instagramリール（ショート動画）を活用したコンテンツ

3
通年

(R4.10～)

青の煌（きら）めきダンスによる広報

活動

出前教室や県内各地のイベントにおいて、広報ボランティア等に

よるダンスの拡充と指導により、国スポ・障スポの開催をPR。

4 R4.6
『青森県民スポーツ・レクリエーショ

ン祭』とのコラボ缶バッジ製作・配布

配布先：競技選手、競技役員、来場者等

製作数：3,500個

5 R4. 7 クリアファイル製作・配布
配布先：第32回全国産業教育フェア青森大会等

製作数：5,000枚

6 R4. 8 スポーツタオル製作・配付

配付先：全中出場選手及び監督、全国大会レベルの大会に

　　　　出場する小・中学生等

製作数：600枚

7 R4.9 缶バッジ製作・配布
配布先：第32回全国産業教育フェア青森大会等

製作数：缶バッジ200個及び製作体験用の絵柄1,000枚

8 R4.10 ピンバッジの製作・配付

配付先：県有体育施設、県スポーツ協会、東京事務所、競

　　　　技団体、市町村スポーツ協会、市町村、各専門委

　　　　員会、スポーツ健康課

製作数：3,000個

※開催年変更に伴う修正（2025→2026）

9 R4.10 ボールペンの製作・配付

配付先：県有体育施設、県スポーツ協会、東京事務所、競

　　　　技団体、市町村スポーツ協会、市町村、各専門委

　　　　員会、スポーツ健康課

製作数：1,500本

※開催年変更に伴う修正（2025→2026）

10 R4.10 PRリーフレット製作・配布

配布先：第32回全国産業教育フェア青森大会等

製作数：6,000枚

※障スポ追加、ユニバーサルデザインのものを製作･配布。

11 R4.11 のぼり旗製作・配付

配付先：市町村、競技団体、県スポーツ協会、県障害者ス

　　　　ポーツ協会

製作数：200個

12 R5.2 「アップリート君」着ぐるみ製作

製作数：１体

（令和３年までに４体製作しているため、合計５体となる。）

※事務局使用及び貸出用

令和４年度広報活動の取組予定
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青の煌
きら

めきあおもり国スポ 

SNS アカウント 
 

Instagram 
 

 

 

 

 

 

 

Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

担当 国民スポーツ大会準備室 

総務企画担当 主事 細田 千遥 

TEL 017-734-9703 

Mail chiharu_hosoda@pref.aomori.lg.jp 

あおもり国スポ

HP 

フォロー、チャンネル登録お願いします！ 
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