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活気に満ちたみなさんを
ごちそうなども用意して

自然豊かな鹿児島で
まごころ込めたおもてなし
オール鹿児島で
きばっが！

第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会
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かごしまの多彩な魅力を
               全国に発信する国体の実現を目指して！

国体を盛り上
げるよ！

スポーツしよ
う！

みんなの力を
かしてね！

音声コード
読み上げ装置にて、内容を
音声で聞くことができます。



「オール鹿児島」で，かごしま国体を盛り上げよう！

県民運動５つの基本目標

県民総参加のもと，国体イベントやボランティア
活動への参加などで国体を盛り上げる。

全国から来県する参加者を「まごころ」のこもった
おもてなしで歓迎する。

スポーツとの様々な関わりを通じて，生涯に
わたってスポーツに親しむ。

豊かな自然，歴史・文化，食材など「本物。鹿児島県」
の魅力を全国に発信する。

東京オリンピックの感動と興奮を引き継ぎ，オリン
ピックイヤーにふさわしい取組を行う。

かごしま国体の県民運動について
　平成32年 （2020年）に，本県では４8年ぶり２回目となる第75回国民体育大会（愛称：燃ゆる
感動かごしま国体）が開催されます。本県を訪れる全ての方々を，県民総参加のもと，まごころ
のこもったおもてなしでお迎えし，「かごしまの多彩な魅力を全国に発信する国体」を目指して，
県民運動を展開します。
　かごしま国体では，大会運営ボランティアやおもてなし活動など，県民の誰もが気軽に参加で
きる取組がたくさんあります。一人ひとりが県民運動に積極的に取り組むことで，心に残る国体，
健康で活力に満ちた鹿児島になるよう，県民のみなさんの力を結集していきます。
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県民総参加

自主的・積極的な参加

全県的な運動の推進
県，県準備（実行）委員会

地域の特色を生かした取組を推進
市町村，市町村準備（実行）委員会

既存の県民運動等連携

連携

支
援

地域，学校，企業，NPO法人，ボランティア団体，各種団体等

～　県民運動の広がり　～

➊　県民総参加のもと，国体イベントやボラン
　ティア活動への参加などで国体を盛り上げる。
➋　全国から来県する参加者を「まごころ」の
　こもったおもてなしで歓迎する。
➌　スポーツとの様々な関わりを通じて，生涯
　にわたってスポーツに親しむ。
➍　豊かな自然，歴史・文化，食材など「本物。
　鹿児島県」の魅力を全国に発信する。
➎　東京オリンピックの感動と興奮を引き継ぎ，
　オリンピックイヤーにふさわしい取組を行う。

基本目標
●国体行事・イベントへの参加
●競技会場での観戦や応援
●ボランティア活動への参加
●国体募金・企業協賛
●クリーンアップ運動
●花いっぱい運動
●横断幕等での歓迎
●郷土料理等でのおもてなし
●デモンストレーションスポーツ
　への参加
●生涯スポーツへの取組
●鹿児島の魅力の情報発信
●オリンピック選手との交流
●文化プログラムの実施 など

具体的取組例

県民運動推進のイメージ

参加の呼びかけ啓発・支援，協力

　観光まごころ県民運動，
地球環境を守るかごしま県
民運動，マイライフ・マイス
ポーツ運動等

かごしまの多彩な魅力を
全国に発信する国体の実現
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県民総参加でかごしま国体を盛り

★　総合開会式・閉会式の出演や炬火イベント等に参加しよう！

かごしま国体も
すばらしい式典
にするぶ〜！

県民のみなさんの
参加と協力をよろしく
お願いします。

H27和歌山国体

★　国体をテーマとしたイベント等に参加しよう！

気軽に参加してみま
しょう !!

ご応募待っています !

H27和歌山国体

選手の応援や様々なイベント， ボランティア活動等， 県民の力を結集した県民総参加の取組を

　国体の総合開会式は盛大で，選手や関係者・観覧者など
２万人以上の参加が見込まれます。オープニングプログラ
ムや式典前演技への出演，炬火イベント等の参加により，
かごしま国体を盛り上げましょう。

きょか

　県準備（実行）委員会では，国体をテーマとしたイベントや写真，絵画，作文コンクール等を実施し，
かごしま国体を盛り上げます。積極的に参加したり，応募したりしましょう。

※「炬火」とは…オリンピックの聖火に当たります。

式典前演技 炬火イベント

絵画コンクール

スポーツ写真展

H27和歌山市
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★　競技会場で選手を応援しよう！

★　国体のボランティア活動に参加しよう！

　国体は都道府県対抗で実施され，正式競技の成績に応じて与えられる得点の合計で天皇杯（男女総合優勝），
皇后杯（女子総合優勝）を争います。全国から県内各地の競技会場に集う選手たちを，精いっぱい応援しましょ
う。

　県や市町村の準備（実行）委員会では，総合開会式・閉会式や競技会場の運営ボランティアをはじめ，手話
等の専門ボランティアを募集します。大切な役割を担う国体のボランティア活動に参加し，国体を支えてく
ださい。
※運営ボランティア等の募集開始は，平成30年度の予定です。

かごしま国体の実施競技
●正式競技　　　　　37
●特別競技　　　　　 １
●公開競技　　　　　 ５
●デモンストレーション
　　　　　スポーツ　16
　　（平成28年5月現在）※追加検討中

※詳細は P15参照

鹿児島県は, 天皇杯・皇后杯獲得を目指します！

上げよう！
展開することで， かごしま国体を盛り上げます。

H27和歌山国体

H27和歌山国体 H27和歌山国体

熱戦が展開される競技会場

情報支援ボランティア（手話・要約筆記） 運営ボランティア（会場管理）
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県民総参加でかごしま国体を盛り

　県準備（実行）委員会では，今後，かごしま国体を支えるための募金活動や企業協賛制度を作っていきます。
国体募金や企業協賛でかごしま国体を支援しましょう。
　※募金・企業協賛制度の募集開始は，平成29年度の予定です。

　国体開催に向けて，来県者を気持ちよくお出迎えするため，清掃活動等に取り組むとともに，地域の環境美
化活動を定着させ，より美しい鹿児島にしましょう。

県民のみなさんや
地元企業の方々による
ご支援・ご協力を
お願いします。

これまでの取組や活動を
かごしま国体に向けて
ますます盛んにしましょう。

H27和歌山国体

★　国体募金や企業協賛で支援しよう！

★　競技会場，道路，河川，海岸等の清掃活動に参加しよう！

H27和歌山国体

錦江湾クリーンアップ作戦（海岸
清掃）

募金グッズ例

ふるさとの道サポーターの活動

国体オフィシャルパートナー・企業協賛ボード
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★　積極的に公共交通機関の利用に努めよう！

★　身障者用駐車場の適正利用に努めよう！

きれいな街
マナーのよい街
にしていこう！

上げよう！

H27和歌山国体

H27和歌山国体

H27かごしま国文祭

★　県内一斉クリーンアップ運動に参加しよう！
　国体前には県内各地域で「県内一斉クリーン
アップデー」を実施します。会場や公共施設，
観光地等の周辺をきれいにするため，みんなで
参加しましょう。
※「県内一斉クリーンアップデー」の実施は，
平成31年度の予定です。

　国体期間中は，全国から多くの方が
来県されます。できるだけマイカー利
用を自粛し，積極的に公共交通機関の
利用に努めましょう。また，交通ルー
ルを守るとともに，交通マナーアップ
にも努めましょう。

　国体への参加者や観覧者の中には，
障害のある人や高齢の方もいらっしゃ
います。おもいやりの心を持ち，身障者
用駐車場の適正利用に努めましょう。

シャトルバスでの来場

身障者用駐車場 鹿児島県パーキングパーミット制度

国体期間中の協力依頼
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おもてなしで歓迎しよう！

応援一丸！
選手のみなさんへ
声援を送りましょう！

総合開会式・閉会式会場地や各競技会場地での「まごころ」のこもったおもてなしを行い，地域
県民のあたたかいおもてなしの心を全国に伝える活動に取り組みます。

★　元気なあいさつと親切な応対をしよう！

★　来県者を温かく歓迎しよう！

★　都道府県応援団を結成し，応援しよう！

観光まごころ県民運動

地域の素材を活用して
作成するのもいいよ。

H27和歌山国体

H26長崎国体

H27和歌山国体

H28鹿児島県青少年育成県民会議

　明るく元気なあいさつや声かけと親切な応対で，来県者や国体選手団のみなさんを，心を込めて出迎えま
しょう。また，公共の場でのマナーアップに積極的に取り組みましょう。

　応援は選手やチームにとって大きな力となります。
学校や団体で各都道府県応援団を結成し，競技会場
で応援しましょう。※総合開会式・閉会式に向けた都
　　　　　道府県応援団は，平成31年度から県実行
　　　　　委員会で準備を進めます。

　手作りの横断幕やのぼり旗の制作に協力し，来県した選手団を温かく迎えましょう。
また，ウェルカム・デコレーション（歓迎装飾）づくりに参加しましょう。

　県民総ぐるみできれいな観
光地づくりに取り組み，観光
客を温かく親切に迎えること
などにより，本県を訪れる多
くの観光客が再び訪れたいと
思うような観光かごしまづく
りを進めています。
（県観光課）

あいさつ・声かけ実践街頭キャンペーン

学校単位で作成「手作りののぼり旗」

総合開会式での都道府県応援団

手作りの応援横断幕
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みんなで協力して，たくさんの花や緑で
お出迎えするよ。

★　会場や沿道，街並みを花でいっぱいにしよう！

★　鹿児島の文化・芸術や郷土料理，特産品でもてなそう！

花育活動

H27和歌山国体

鹿児島の文化・芸術も
どんどん発信しよう！

おいしいものいっぱいのかごしまの
郷土料理でおもてなししましょう！

住民と参加選手をはじめとする来場者との交流を深め，

おはら祭り 霧島九面太鼓

さつま料理 百円茶屋（H27国文祭）

　総合開会式・閉会式のオープニングプログラムや国体開催に合わせて行う文化プログラムで，鹿児島
の誇る文化・芸術を発信しましょう。また，来県者に鹿児島の食文化を紹介し，郷土料理や特産品でも
てなしましょう。

　「かごしま国体推奨花」を育て，競技会場や沿道，自宅や学校，公民館等の身近な施設をたくさんの花
で飾りましょう。※かごしま国体推奨花は平成28年度中に決定の予定です。
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スポーツに親しもう！

★　デモンストレーションスポーツに参加しよう！

★　スポーツ教室やスポーツイベントに参加しよう！

★　障害者スポーツへの理解を深めよう！

　県内居住者を対象とした「デモンストレーションスポーツ」に参加し，交流の輪を広げましょう。

　デモンストレーションスポーツ
とは，正式・特別・公開以外の競
技で，県民の国体参加機会を多く
設けること等を目的に，県内居住
者を対象に実施する競技です。平
成28年5月現在，16競技の実施と
会場地市町村が決まっています。
※詳細はP15参照

スポーツで，
かごしまを，地域を，
元気にするぶ〜！

ジャズ体操

国体種目に挑戦！ 「H28年元旦太陽とともに走ろう」

※県総合体育センター（電話099ー255－0146）のイベントで体験できます。
「春」こどもの日～ふれあいプラザ～／「秋」体育の日～スポーツプラザ～

カヌー体験

陸上競技（県障害者スポーツ大会）

　国体実施競技のスポーツ体験教室やスポーツ・レクリエーションイベントに参加し，スポーツや催し
ものを楽しみましょう。

かごしま国体の開催を機に，スポーツを「する」「みる」「支える」などの様々な関わりを県
生涯にわたってスポーツに親しむことで，体力の向上や健康の保持増進，明るく豊かで活力のあ

　障害者スポーツも年々盛んになり，
注目が集まっています。障害者スポ
ーツを観戦したり，体験イベント等
に参加するなど，障害者スポーツへ
の理解を深めましょう。なお，かご
しま国体終了後には，第20回全国障
害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごし
ま大会」が開催されますので，こち
らもみなさんと一緒に盛り上げまし
ょう。
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★　スポーツ大会やスポーツキャンプを観戦しよう！

★　鹿児島のスポーツチームを応援しよう！

★　かごしま国体ダンスを踊り，楽しもう！

★　自分に合ったスポーツを楽しみ，健康・体力つくりをしよう！

スポーツには
色々な関わり方があるぶ〜

プロスポーツキャンプ（Jリーグ・ジュビロ磐田）鹿児島マラソン

鹿児島ユナイテッドFC

一般部門

ウォーキング大会

鹿児島レブナイズ

民に促し，スポーツ活動への関心や参加意欲を高めるとともに，
 る生活の実現，地域の活性化に取り組みます。

和歌山ダンスコンテストの様子

スポーツを「する
」！

スポーツを「みる
」！

スポーツを「支え
る」！

　県内では，プロスポーツのリーグ
戦のほか，様々なジャンルのスポー
ツ大会が年間を通して行われていま
す。また，温暖な鹿児島ではスプリ
ングトレーニングキャンプも盛んで
す。ぜひ，観戦しましょう。

　鹿児島のスポーツチームの
活躍は，県民に夢と希望を与
え，本県スポーツ界を盛り上げ
ます。鹿児島ユナイテッドFC
（Jリーグ）や鹿児島レブナイズ
（Bリーグ）など，地域のスポー
ツチームを応援しましょう。

　国体を盛り上げるため，かごしま国体イメージソングとダ
ンスを制作します。学校や地域をはじめとするイベント等に
おいて踊り，楽しみましょう。
※かごしま国体ダンスの制作は，
平成29年度の予定です。

　生涯にわたってスポーツを実践していくためには「自分に合った
スポーツ」を見つけて楽しむとともに，学校や職場，地域，家庭で
の健康づくりや体力つくりにも
取り組みましょう。
　また，関心の高い競技の審判
員や競技補助員などでスポーツ
大会を支えていきましょう。
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鹿児島の魅力を発信しよう！
本県は，多彩で豊かな自然と個性ある歴史・文化，多様な食材などに恵まれており，国体開催を

　鹿児島には日本一の生産量を誇る黒毛和牛や豚，ブリなどのほか，お茶やさつまいもなど豊富な農林
水産物があります。また，先人から受け継いできた多様な食文化もあり，これらの食材や郷土料理をど
んどんアピールしましょう。

★　安心・安全な鹿児島の食材や郷土料理を紹介しよう！

豊富な温泉

「桜島」と「仙巌園」

世界自然遺産「屋久島」 の縄文杉
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」

旧集成館機械工場（現 尚古集成館本館）

西郷隆盛像

与論町・百合ヶ浜

県産の農林水産物は

魅力的で
安心・安全！

指宿市・たまて箱温泉

ブリ

黒豚・黒牛

さつまいも（安納芋）
鶏飯

「かごしまの食ウェブサイト」
https://www.kagoshima-shoku.com/

がね

県産食材や郷土料理の詳しい情報はこちらから↓

★　鹿児島の魅力を再認識！全国に情報発信しよう！

多彩な自
然・景観

個性的な歴史・文化

２つの世界遺産　南北６００ｋｍに及ぶ鹿児島県の多彩で
豊かな自然や景観，個性ある歴史・文化な
どのすばらしさを再認識し，情報発信しま
しょう。

「かごしまの味」の制定
　 県では，食文化の継承を推進するために，平成２８年１月に
県民が主体となって本県を代表する郷土料理等２８品を「かご
しまの味」として制定しました。

県民投票：全域１位

県民投票：奄美１位
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絶好の機会ととらえ，地域の特色を生かして鹿児島の魅力を全国に発信します。

★　様々なメディアを活用してかごしま国体を情報発信しよう！

　来県する方々に，鹿児島の特産品や逸品を紹介・ＰＲし，知名度アップと販売促進を図りましょう。
また，企業等においては，鹿児島ならではの特産品や逸品開発に努めましょう。

　広報紙やホームページなどで，鹿児島の魅力や国体の最新情報をお届けしています。みなさんのまちでも，
地域の情報を発信し，ＳＮＳ等を使って国体の情報を広めましょう。
　また，国体の愛称・スローガンやマスコットキャラクター（ぐりぶーファミリー）を活用して，情報発信しましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※愛称・スローガン，マスコットキャラク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ターについては，P16を御覧ください。

2015かごしまの新特産品
コンクール

本場大島紬 かつおぶし

うなぎ マンゴー

鹿児島には全国トップクラスの特産品や逸品がたくさん。

来県する方々にＰＲしましょう！

広報紙

かごしま茶

本
格
焼
酎

かごしま国体ホームページ

H27県知事賞 「創作 生かるかん」

★　鹿児島の特産品をＰＲしよう！

薩摩焼
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★　オリンピックで活躍した選手と交流しよう！

オリンピアンに会えるのが

鹿
児
島
か
ら

　
　
　
世
界
へ

楽しみだぶ〜！

バレーボール女子 ロンドン五輪・リオ五輪代表
迫田さおり選手（鹿児島西高卒／東レアローズ）

陸上競技女子5000ｍ・リオ五輪代表
上原美幸選手（鹿児島女子高卒／第一生命）

セーリング男子４７０級・リオ五輪代表
今村公彦選手（錦江湾高卒／ＪＲ九州）

ラグビー男子セブンズ・リオ五輪代表【主将】
桑水流裕策選手
（鹿児島工業高卒／コカ・コーラレッドスパークス）

自転車女子オムニアム・リオ五輪代表
塚越さくら選手
（鹿屋体育大学大学院卒／シエル・ブルー鹿屋）

JVA承認２０１６－０８－０１６

東京2020オリンピックの感動
東京2020オリンピックと同年に開催するかごしま国体は，オリンピック効果で全国的にスポー
東京2020オリンピックの感動と興奮をかごしま国体に引き継ぎ，オリンピックイヤーにふさわ

　日本代表として東京2020オリンピックで活躍する選手の中には，かごしま国体にも各都道府県代表
として出場する選手が多いと思われます。出場する選手を応援したり，選手とスポーツイベントなどで
交流しましょう。※選手の所属先は，平成28年7月時点
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ツに対する関心が一層高まる中，国内最大のスポーツの祭典として開催します。
しい夢と感動と活力を与える取組を推進します。

★　オリンピックの事前キャンプを観覧しよう！

★　日本選手の活躍を伝える展示を観覧しよう！

★　文化プログラムで，鹿児島の文化・芸術の魅力を発信しよう！

H27わかやまスポーツミュージアムでの展示

流鏑馬（肝付町）

霧島国際音楽祭

オリンピック以上に熱く盛り上げるぶ〜！

サンアリーナせんだい 鴨池公園水泳プール

と興奮をかごしま国体に！

　国体は，広く国民の間にスポーツを普及することに併せ，地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与
することを目的としています。国体開催年にはスポーツイベントだけではなく，本県の文化・芸術を紹介
する文化プログラム事業も県内各地で展開する予定です。
　また，同年開催の東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取組が全国的に展開されるなど，
世界に向けて日本の文化が発信される大きなチャンスとなります。
　東京2020オリンピック・パラリンピックやかごしま国体に合わせて行われる文化プログラムに県民の

みなさんも参加し，鹿児島の持つ文
化・芸術の魅力を体感・発信しまし
ょう。

　各国代表チームは，東京2020オ
リンピック前に日本各地で事前キャ
ンプを計画します。県内施設でも行
われる可能性があり，その際には，事
前キャンプを観覧し，世界のトッププ
レーヤーの活躍にふれましょう。
※写真は，県内の国体会場施設で
す。

　東京2020オリンピックには，史
上最大の日本選手団が結成され，
その活躍やスポーツの魅力に日本
中の視線が注がれます。その活躍
等を伝える展示ブースを観覧し，
オリンピックの感動と興奮をかご
しま国体に引き継ぎましょう。
※かごしま国体では，オリンピッ
クに関する総合的な展示を実施す
る予定です。
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実施競技及び会場地市町村
※平成28年5月現在
●正式競技　★特別競技
◆公開競技
■デモンストレーションスポーツ

15

音声コード

出水市　いずみし
●　軟式野球（成男）
●　弓道
★　高等学校野球【軟式】
■　エアロビック
■　ターゲット・バードゴルフ

伊佐市　いさし
●　カヌー【スプリント】

湧水町　ゆうすいちょう
●　カヌー【スラローム
　　ワイルドウォーター】

姶良市　あいらし
●　バスケットボール（成年）
●　ライフル射撃【CP】
●　ゴルフ（女子）
■　ペタンク
■　ダンススポーツ

霧島市　きりしまし
●　サッカー（女子）
●　ハンドボール
●　馬術
●　剣道
●　銃剣道
●　ゴルフ（成男，少男）
◆　グラウンド・ゴルフ
■　ジャズ体操
■　パークゴルフ

垂水市　たるみずし
●　フェンシング
◆　綱引
■　スポーツチャンバラ

指宿市　いぶすきし
●　ソフトボール（成女）
●　バドミントン
◆　ゲートボール

鹿屋市　かのやし
●　ボート
●　バレーボール（成女）
●　自転車【ロード・レース】
■　スポーツ吹矢

肝付町　きもつきちょう
●　自転車【ロード・レース】

南大隅町　みなみおおすみちょう
●　自転車【ロード・レース，トラック・レース】

南九州市　みなみきゅうしゅうし
●　ソフトボール（成男，少男，少女）

奄美市　あまみし
●　相撲

錦江町　きんこうちょう
●　自転車【ロード・レース】
■　真向法体操

大崎町　おおさきちょう
■　ドッジボール

志布志市　しぶしし
●　サッカー（成男）

曽於市　そおし
◆　武術太極拳

鹿児島市　かごしまし
総合開会式・閉会式
●　陸上競技
●　水泳
●　テニス
●　バレーボール（少男，少女）
●　体操【競技，新体操】
●　セーリング
●　ソフトテニス
●　卓球
●　軟式野球（成男）
●　柔道
●　ライフル射撃【CP除く】
●　ラグビーフットボール（成男）
●　アーチェリー
●　ボウリング
★　高等学校野球【硬式】
■　お手玉
■　フライングディスク

薩摩川内市　さつませんだいし
●　ホッケー
●　バスケットボール（少男）
●　ウエイトリフティング（成男，少男）
●　軟式野球（成男）
●　空手道
■　バウンドテニス

日置市　ひおきし
●　レスリング（成男，少男）
●　軟式野球（成男）
■　ソフトバレーボール

いちき串木野市　いちきくしきのし
●　バレーボール（成男）
●　バスケットボール（少女）
■　少林寺拳法
■　３Ｂ体操

南さつま市　みなみさつまし
●　サッカー（少男）
●　山岳

枕崎市　まくらざきし
●　なぎなた

天城町　あまぎちょう
●　トライアスロン

知名町　ちなちょう
◆　パワーリフティング

阿久根市　あくねし
●　ボクシング（成男，少男）

さつま町　さつまちょう

さつま町

薩摩川内市

いちき串木野市

日置市

鹿児島市

姶良市

湧水町

霧島市

曽於市

垂水市

指宿市

南九州市

枕崎市

奄美市

天城町

知名町

南さつま市 鹿屋市

志布志市

大崎町

肝付町
錦江町

南大隅町

出水市

長島町

東串良町

宇検村

屋久島町

西之表市

中種子町

南種子町

大和村

瀬戸内町

徳之島町

伊仙町

与論町

和泊町

龍郷町
喜界町 三島村

十島村

伊佐市
阿久根市

●　ラグビーフットボール（少男）



公益財団法人日本体育協会，文部科学省，鹿児島県
※　各競技会については，（公財）日本体育協会加盟競技団体
　及び会場地市町村を含む。

正式競技：３７競技
特別競技：　１競技
公開競技：　５競技
デモンストレーションスポーツ：16競技（H28.5現在）※追加検討中

平成 32年（2020年）９月下旬～ 10月中旬
（この期間のうち，11日間を予定，平成 29年７月に決定）

大会名

大会愛称

大会
スローガン

開催年
・時期

主催者

実施競技

マスコット
キャラクター

ぐりぶーファミリーぐりぶー さくら

かごぶー らぶぶー すなぶー ほしぶー

あそぶー ゆゆぶーまなぶー

燃ゆる感動かごしま国体の概要

　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を込めています。

　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熱く
情熱的な鹿児島。
　アスリート達の熱気あふれるパフォーマンスや県民の心のこもったおもてな
しが，熱く燃えるような感動を呼び起こす国体を目指します。

※ 正式競技については，国体会期前に開催される場合があります。
※ 公開競技及びデモンストレーションスポーツは，平成32年4月
　 1日から国体会期終了までに実施します。

　燃ゆる感動かごしま国体マスコットキャラクターの「ぐりぶーフ
ァミリー」です。「ぐりぶー」と「さくら」夫婦に加え，7人のこどもた
ちが一致団結して，燃ゆる感動かごしま国体を盛り上げます！
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市町村名 列1 担当課（室） 電話番号
099-227-1937
0994-31-1139
0993-72-0170
0996-73-4649
0996-63-4777
0993-27-0203
0997-22-1111（内線 259）
0994-32-7553
0996-23-5111（内線 5433）
099-248-9434
099-482-5958
0995-42-1117
0996-21-5129
0993-53-2111（内線 2489）
099-472-1111（内線 331）
0997-52-1111（内線 1727）
0993-56-1111（内線 4942）
0995-26-1578
0995-62-2111（内線 233）
099-222-3141
099-227-9771
0996-52-1888
0996-88-6500
0995-75-2142
099-476-1111（内線 420）
0994-63-3134
0994-22-0517
0994-24-3164
0994-65-2594
0997-24-2226
0997-26-1111（内線 273）
0997-43-5900（内線 161）
0997-57-2154
0997-67-2261
0997-72-2905
0997-69-4532
0997-65-3682
0997-82-2904
0997-85-5184
0997-86-4653
0997-92-0300
0997-81-5151
0997-97-2441

教育委員会 教育部国体準備室
市民生活部 市民スポーツ課兼国体準備室
教育委員会 保健体育課
教育委員会 スポーツ推進課
産業振興部 産業振興政策課スポーツ交流室
教育委員会 スポーツ振興課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 社会教育課
商工観光部 国体準備室
教育委員会 社会教育課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 保健体育課国民体育大会準備室
教育委員会 市民スポーツ課
教育委員会 生涯スポーツ課国体準備室
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 市民スポーツ課
教育委員会 保健体育課
教育委員会 文化スポーツ課
教育委員会 保健体育課
教育委員会 事務局
教育委員会 教育総務課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 教育課
教育委員会 教育振興課
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 事務局
教育委員会 事務局
教育委員会 社会教育課
教育委員会 事務局
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 社会教育課
商工水産観光課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 事務局
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 事務局生涯学習課

鹿児島市
鹿屋市
枕崎市

阿久根市
出水市
指宿市

西之表市
垂水市

薩摩川内市
日置市
曽於市
霧島市

いちき串木野市
南さつま市
志布志市
奄美市

南九州市
伊佐市
姶良市
三島村
十島村

さつま町
長島町
湧水町
大崎町

東串良町
錦江町

南大隅町
肝付町

中種子町
南種子町
屋久島町
大和村
宇検村

瀬戸内町
龍郷町
喜界町

徳之島町
天城町
伊仙町
和泊町
知名町
与論町

市町村国体担当課（室）一覧 （平成28年10月1日現在）
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ひとつひとつの県民運動が，かごしま国体を盛り上げます!!

基本
目標
番号

かごしま国体の
開催決定（7月）

年度

国体九州ブロック大会（鹿児島
大会）

国体リハーサル大会
南部九州インターハイ（7月～）

32年度
（開催年）

31年度
（開催1年前）

30年度
（開催2年前）

29年度
（開催3年前）

28年度
（開催4年前）

東京オリンピック（7月～）
東京パラリンピック（8月～）
かごしま国体（9～10月）
全国障害者スポーツ大会（国体終了後）

1

2

3

4

5
日本選手の活躍を伝える展示を観覧しよう

県民運動の推進スケジュール

総合開会式・閉会式の出演や炬火イベント等に参加しよう

国体をテーマとしたイベント等に参加しよう

競技会場で選手を応援しよう

国体のボランティア活動に参加しよう

国体募金や企業協賛で支援しよう

競技会場，道路，河川，海岸等の清掃活動に参加しよう

県内一斉クリーンアップ運動に参加しよう

積極的に公共交通機関の利用に努めよう

身障者用駐車場の適性利用に努めよう

元気なあいさつと親切な応対をしよう

来県者をあたたかく歓迎しよう

都道府県応援団を結成し，応援しよう

会場や沿道，街並みを花でいっぱいにしよう

鹿児島の文化・芸術や郷土料理，特産品でもてなそう

スポーツ教室やスポーツイベントに参加しよう

障害者スポーツへの理解を深めよう

スポーツ大会やスポーツキャンプを観戦しよう

鹿児島のスポーツチームを応援しよう

かごしま国体ダンスを踊り，楽しもう

自分に合ったスポーツを楽しみ，健康・体力つくりをしよう

鹿児島の魅力を再認識！全国に情報発信しよう

安心・安全な鹿児島の食材や郷土料理を紹介しよう

鹿児島の特産品をPRしよう

オリンピックで活躍した選手と交流しよう

文化プログラムで，鹿児島の文化・芸術の魅力を発信しよう

オリンピックの事前キャンプを観覧しよう

様々なメディアを活用してかごしま国体を情報発信しよう

デモンストレーションスポーツに参加しよう
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ＵＲＬ http://kagoshimakokutai2020.jp/

「燃ゆる感動かごしま国体」ホームページ

昭和47年の第27回国民体育大会
　　　　　　　「太陽国体」の思い出を募集
　「選手として参加した」，「応援に行った」，「家
族と開会式を見に行った」など，当時の思い出や
エピソードをぜひ事務局までお寄せください。

●お問合せ先
第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会事務局

（鹿児島県知事公室国体準備課内）
〒890－8577 鹿児島市鴨池新町10－１
電話 ０９９－２８６－２８７４（県民運動担当）
FAX  ０９９－２８６－５５５３
E-mail  kokutai-koho@pref.kagoshima.lg.jp
平成28年11月発行

詳細は，国体HP（上記URL を参照）をご覧下さい

かごしま国体

国体情報が満載♪

見ってね～

ページの隅に置かれている四角い黒い点々を SPコード（音声コード）といい，日本語で 800字のテキスト情報を格納しており，
専用の読み取り器でそのページの内容を読み上げることができます。また，視覚に障害がある方にも SPコードの位置が分かる
ように，ページの縁に切り込みを入れています。

音声コード

SPコード
について


