
 
第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会 

愛称・スローガン募集要項 

 
１ 趣旨 

令和10年（2028年）に長野県で開催予定の第82回国民スポーツ大会・第27回

全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）は、全ての県民の元気と力

を結集して、夢、勇気、感動などスポーツの持つ限りない力と、長野県の多彩

な魅力を発信するとともに、スポーツを通じた元気な長野県づくりの実現を目 

指しています。 

  この大会の気運を高めるため、大会を象徴し、広く県民に愛されるような

「愛称」と「スローガン」を募集します。 

 

２ 募集期間 

令和３年８月27日（金）から令和３年10月12日（火）まで（当日消印有効） 

 

３ 応募資格 

 制限はありません。 

 

４ 募集作品 

(1) 愛称 

 親しみやすく呼びやすい、長野県らしさあふれる言葉で表現された、令和 

10年（2028年）に開催予定の長野県の国民スポーツ大会（略称：国スポ）・ 

全国障害者スポーツ大会（略称：全障スポ）の名前・呼び名のことです。 

 「○○国スポ・全障スポ」「国スポ・全障スポ○○」などのように、「国ス 

ポ・全障スポ」の文字を必ず入れてください。 

 「長野」等の名称を使用する場合の文字は、漢字のほか、ひらがな、カタ 

カナ、ローマ字（ＮＡＧＡＮＯ）でも構いません。 

 ※「全障スポ」の略称は、今後（公財）日本障がい者スポーツ協会により 

略称が定められた場合には、変更する可能性があります。 

(2) スローガン 

  長野県で開催する大会の趣旨や目的、大会に向けた思いを印象づける言葉 

 ・キャッチコピーのことです。 

 

５ 賞及び賞金 

応募作品の中から、「愛称」、「スローガン」それぞれ次のとおり最優秀賞及び

優秀賞を選定し、賞状、賞金を授与します。 

なお、受賞者が中学生以下の場合には、賞金に代えて賞金相当額の図書カー

ドを贈呈します。 

また、複数の方から応募があった作品が入賞した場合は、抽選により受賞者

を１名決定します。 

 

(1) 愛称 

最優秀賞 １作品 賞状、賞金５万円 

優秀賞  ３作品 賞状、賞金１万円 

(2) スローガン 

最優秀賞 １作品 賞状、賞金５万円 

優秀賞  ３作品 賞状、賞金１万円 



 
 

６ 応募方法 

(1)  募集チラシについているはがき、郵便はがき、ＦＡＸまたはインターネッ

ト（長野県ホームページの第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者ス

ポーツ大会ホームページ内「ながの電子申請サービス」）のいずれかの方法

で応募してください。電話、電子メールによる応募は受け付けません。 

(2)  応募１件につき「愛称」、「スローガン」各１作品を明記し、それぞれに説

明や込められた思いを必ず記載してください。なお、「愛称」、「スローガン」

のいずれか１作品の応募も可能です。 

(3)  応募者の名前（ふりがな）、郵便番号、住所、年齢、電話番号、職業（学

校名、学年）を記入して下さい。 

(4)  作品は、自作で未発表のものに限ります。 

(5)  １人何作品でも応募できます。ただし、１回の応募につき各１作品の応募

とし、それぞれ異なる作品に限ります。 

(6)  作品提出に係る費用は、応募者の負担となります。郵便による場合、切手

のないもの等は受付いたしません。 

 

７ 審査及び決定 

   第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員 

    会において審査し、入賞作品を決定します。 

 

８ 発表及び表彰 

   入賞作品の発表は、令和４年２月頃に受賞者に直接連絡するほか、ホームペ 

    ージなどで公表します。また、表彰については、別途受賞者に通知します。 

 

９ その他 

(1)  最優秀作品は、第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大

会の「愛称」、「スローガン」として採用し、その広報活動などに広く使用し

ます。なお、愛称は、「国スポ」「全障スポ」それぞれの大会愛称として分離

した形でも使用します。 

(2)  入賞作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みま

す。）、商標権その他一切の権利は、第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国

障害者スポーツ大会長野県準備委員会に帰属するものとします。 

(3)  応募作品について著作権等に関わる問題が生じた場合は、全て応募者の責

任となります。 

(4)  応募作品は、返却しません。 

(5)  応募作品は補作（加筆・修正）を行った上で、入賞作品とする場合があり

ます。 

(6)  住所、名前、電話番号等の個人情報については、本事業実施に関わる事務

以外には使用しません。なお、受賞者の名前、住所（市区町村名）、職業

（学校名・学年）については原則公表します。 

(7)  この募集要項に違反したものは、審査の対象となりません。後日違反が判

明した場合には、入賞を取り消すことがあります。 

(8)  応募の時点で、この募集要項の記載事項に同意したものとします。 

 

 

 

 



 
10 応募・問い合わせ先 

  〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下 692 の 2 

  （長野県教育委員会事務局スポーツ課国民スポーツ大会準備室内） 

  第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会 

 長野県準備委員会事務局 愛称・スローガン募集係 

 TEL 026-235-7442 

 FAX 026-235-7451 

 ホームページアドレス 
 https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kokutai/82kokutai/top.html 

 

11 参考 

＜第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会開催基本方針＞ 

１ 基本方針 

第 82 回国民スポーツ大会及び第 27 回全国障害者スポーツ大会は、全ての県民の元

気と力を結集して、夢、勇気、感動などスポーツの持つ限りない力と、本県の多彩

な魅力を発信する大会として開催します。 

大会の開催に当たっては、大会運営の簡素化・効率化を図るとともに、大会終了

後を見据え、より多くの県民が各々の関心や適性等に応じて「する」「みる」「ささ

える」など様々な形でスポーツに参加できる文化の創造と、地域の魅力発信による

経済の活性化等を通じて、「スポーツを通じた元気な長野県づくり」の実現を目指し

ます。 

２ 実施目標 
(1)“スポーツ”で長野県を元気にする大会 

人生100年時代と言われる今、スポーツを健康に活かした取組を推進し、スポ

ーツを通じた“健康長寿世界一の信州”の実現を目指すとともに、観光資源とス

ポーツ資源を融合させた地域活性化等にも取り組み、元気な長野県を推進する大

会とします。 

(2)“スポーツ”の振興を支える好循環を創出する大会 

長野県の地で選手が育ち、その選手が指導者となって次世代の選手を育成する

など、将来にわたり本県のスポーツ振興を支える好循環の形成に努めるととも

に、子どもたちが夢や希望を未来へとつなぐことができる大会とします。 

(3)“スポーツ”で共生社会づくりを加速する大会 

障がい者の社会参加の推進と社会の障がい理解を促進するとともに、障がいの

有無に関わらず、スポーツを通じた交流を拡大するなど、誰にでも「居場所」と

「出番」があり、多様性を尊重する共生社会づくりを力強く後押しする大会とし

ます。 

(4)“スポーツ”の環境づくりを推進する大会 

少子高齢化社会を迎え、地域ごとに求められるスポーツ施設に対する需要が変

化していく中にあって、将来にわたり安全で、適正なスポーツ施設環境を提供す

るとともに、誰もが生涯を通じて気軽にスポーツに親しめる環境づくりを推進す

る大会とします。 

(5)“スポーツ”が長野県のファンを増やす大会 

豊かな自然環境、美しい景観など数々の長野県の誇れる魅力を県民一人ひとり

が見つめ直し、県内外に発信するとともに、全国から訪れる数多くの来県者を温

かいおもてなしの心で迎え、一人でも多くの方に長野県のファンとなっていただ

ける大会とします。 



 
＜長野県開催の国民体育大会・全国身体障害者スポーツ大会の愛称(テーマ)・スローガン＞ 

開催年 愛称(テーマ) スローガン 

1978 年 
やまびこ国体 

やまびこ大会 

日本の屋根に手をつなぐ 

さわやかに あたたかく ひたむきに 

 

＜他県開催の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の愛称・スローガン＞ 

開催年 

（開催県） 
愛 称 スローガン 

2022 年 

（栃木県） 

いちご一会
い ち え

とちぎ国体 

いちご一会
い ち え

とちぎ大会 
夢を感動へ。感動を未来へ。 

2023 年 

（鹿児島県） 

燃ゆる感動かごしま国体 

燃ゆる感動かごしま大会 
熱い鼓動 風は南から 

2024 年 

（佐賀県） 

ＳＡＧＡ２０２４ 

国スポ・全障スポ 

新しい大会へ。 

すべての人に、スポーツのチカラを。 

2025 年 

（滋賀県） 

わたＳＨＩＧＡ輝く 

国スポ・障スポ 
湖国の感動 未来へつなぐ 

2026 年 

（青森県） 

青の煌
きら

めきあおもり国スポ 

青の煌
きら

めきあおもり障スポ 
翔けろ未来へ縄文の風に乗って 

2027 年 

（宮崎県） 

日本のひなた 

宮崎国スポ・障スポ 紡
つむ

ぐ感動 神話となれ 

 

＜長野県開催の国民体育大会冬季大会の愛称（テーマ）・スローガン＞ 

開催年 愛称（テーマ） スローガン 

1987 年 信濃路国体 雪と氷に若さがひろがる 

1991 年 軽井沢国体 氷のかけ橋 きらめく出会い 

1999 年 ながの国体 氷上に 咲かそう君の ゆめ・みらい 

2001 年 ながの飯山国体 みゆき野に 輝け友情 集う技 

2008 年 長野かがやき国体 輝いて 雪と氷の 華となれ！ 

2017 年 ながの銀嶺国体 氷雪に かがやけ君の 技ちから 

 

 

 


