
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会 
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平成 29 年８月８日（火） 

鹿児島サンロイヤルホテル 





議 事
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燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会

平成29年度事業計画（案）

「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会開催準備総合計画」に基づき，

平成29年度事業計画を次のとおりとし，円滑な準備業務に努める。

１ 主要な手続き等

国体開催及び会期，並びに競技会会期の決定について

・ 公益財団法人日本体育協会（以下「日体協」）・文部科学省スポーツ庁による

会場地総合視察の実施（５月）。

・ 日体協第３回理事会における第75回国民体育大会の本県開催及び会期の決

定，併せて開催決定書の受領（７月）。

・ 日体協第３回国民体育大会委員会における第75回国民体育大会の競技会会

期の決定（１２月頃）。

実行委員会の設置について

所管事業に，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」の運

営を加えるなど，所要の会則改正を行い，燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大

会実行委員会を設置

※ 県準備委員会第７回総会において決定

２ 各種開催準備事業の実施（各種会議の開催及び補助事業を除く）

各種基本方針等の策定等について

ア 基本方針

「文化プログラム実施基本方針」及び「自衛隊協力要請基本方針」の策定

など

イ 基本計画等

「式典基本計画」，「情報通信基本計画」及び「開・閉会式会場等整備基本計

画・基本設計」の策定，並びに「自衛隊協力要請基本計画」の検討 など

ウ 実施計画，要綱・要領等

「標準献立作成方針」及び「馬事衛生対策要項」の策定

「文化プログラム実施要綱」及び「式典実施計画」の検討 など

各種調査等の実施について

「交通対策検討調査」の実施及び「宿泊施設データベース」の作成 など
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各種大会等の視察について

ア 第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」の視察

・ 会期前：平成29年９月９日～９月17日

・ 本大会：平成29年９月30日～10月10日

イ 第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」の視察

・ リハーサル大会：平成29年４月～

ウ 第17回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」の視察

・ 本大会：平成29年10月28日～10月30日

エ その他，競技会場施設の視察（県内外）

募金・企業協賛活動の実施について

・ 募金・企業協賛の周知活動（企業等訪問，制度を紹介する印刷物の作成）

・ 募金に係る金融機関用振込用紙，感謝状・謝礼品の作成等

・ 企業協賛に係る契約書の作成等 など

広報活動の実施について

・ 開催決定記念イベントの開催（９月頃）

・ イメージソング・ダンスの普及・活用促進

・ ロゴデザインやマスコットキャラクターを活用した広報活動の推進（周知・

活用促進を含む）

・ 広報紙の発行，ＰＲ用ポスター・パネル・チラシ等の作成

・ マスメディアやＳＮＳ，ホームページ等を活用した広報活動の推進

・ 各種イベントと連携したＰＲ活動の推進

・ 屋外広告物（横断幕，懸垂幕等）の作成・掲出促進 など

県民運動の実施について

・ 花いっぱい運動における試験栽培

・ 花育てガイドの作成

・ 広報ボランティアの募集・育成

・ 国体ダンス指導者養成講習会の開催

・ ホームページでの県民運動に係る情報発信 など
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競技会運営準備の実施について

・ 競技会会期の調整

・ 競技用具の整備及び競技役員等編成の検討 など

式典開催準備の実施について

・ オープニングプログラムの演出及び炬火イベントのあり方等の検討 など

宿泊・衛生対策の実施について

・ 合同配宿に係る各会場地市町村への説明

・ 医事・衛生に係る各種団体との調整 など

輸送・交通対策の実施について

・ 会場地市町村輸送交通業務の手引きの作成及び説明会の開催 など

全国障害者スポーツ大会開催準備の実施について

・ 上記のほか全国障害者スポーツ大会独自の準備業務の実施（情報支援ボラ

ンティア養成など）

３ 各種会議の開催

①総会【８月】，②常任委員会【８月及び２月頃】，③募金・企業協賛専門委員会

【７月】，④募金・企業協賛推進委員会【３月頃】，⑤専門委員会・同部会【５月か

ら２月頃にかけて適宜】，⑥市町村連絡会議【６月】，⑦競技運営連絡会議【６月】、

⑧情報支援ボランティア養成連絡会議【８月から３月頃】等を開催。

４ 関係機関・団体等との連携等

日体協国体委員会，国体開催県検討会議、国体開催地連絡協議会及び全国障害者

スポーツ大会開催都道府県連絡会議等への出席等

５ 国体・大会における競技役員等養成事業（補助事業）の実施

中央講習会等派遣事業

中央（ブロック）の競技団体が実施する講習会・審査会等への派遣に対する補

助

県内講習会等開催事業

中央(ブロック又は県内)の講師を招いた講習会･審査会等の開催に対する補助

開催準備活動事業

県内の各競技団体が行う国体・大会に向けた各種準備活動に対する補助
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１　収入

２　支出

※（　　）は，平成29年3月30日に書面議決を受けた予算額

事 務 局 費 ８，５４０
・　事務局運営経費
　　（日本体育協会等との協議・調整に係る
　　経費等）

合 計 １２４，９０３ －

事 業 費 ７８，８９２

・　総会等各種会議の開催
・　各種広報活動（開催決定イベント等），
　　県民運動の実施
・　式典基本計画の策定
・　交通対策検討調査の実施
・　開・閉会式会場等整備基本計画・基本設
　計業務の委託　　　　　　　　　　　　等

補助事業費 ３７，４７１
・　競技役員等養成事業補助金
　　（競技役員等養成に係る経費）

合 計 １２４，９０３ －

（単位：千円）

科 目 予 算 額 備 考

前年度繰越金

預金利息

鹿児島県負担金

８，９２８繰 越 金

２

１１５，９７３

諸 収 入

負 担 金

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会
平成29年度収支予算（案）

（単位：千円）

科 目 予 算 額 備 考

（５，５００）

（１０４，００５）

（２）

（１０９，５０７）

（７３，６２７）

（２９，０４４）

（６，８３６）

（１０９，５０７）
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Ｈ29.8.8　現在

役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

会長 県 鹿児島県 知事 三反園　訓

県議会議員 鹿児島県議会 議長 柴立　鉄彦

鹿児島県 副知事 岩切　剛志

鹿児島県 副知事 小林　洋子

鹿児島県教育委員会 教育長 古川　仲二

鹿児島県市長会 会長 森　　博幸

鹿児島県町村会 会長 川添　　健

福祉 社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会 会長 佐藤　彰矩

スポーツ・レクリエーション 公益財団法人鹿児島県体育協会 副会長 本坊　  修

鹿児島県議会 副議長 前原　　尉

鹿児島県議会総務委員会 委員長 長田　康秀

鹿児島県議会文教警察委員会 委員長 西髙　　悟

鹿児島県議会環境厚生委員会 委員長 ふくし山　ノブスケ

鹿児島県議会スポーツ振興議員連盟 会長 堀之内　芳平

鹿児島県総務部 部長 寺田　雅一

鹿児島県総務部県民生活局 局長 中山　清美

鹿児島県企画部 部長 東條　広光

ＰＲ・観光戦略部 部長 西　啓一郎

鹿児島県環境林務部 部長 古薗　宏明

鹿児島県保健福祉部 部長 藤本　徳昭

鹿児島県商工労働水産部 部長 酒匂　　司

鹿児島県農政部 部長 川野　敏彦

鹿児島県土木部 部長 渡邊　茂

鹿児島県危機管理局 総括危機管理監
(兼)危機管理局長 田﨑　寛二

鹿児島県警察本部 本部長 河野　真

鹿児島県市議会議長会 会長 上門　秀彦

鹿児島県町村議会議長会 会長 鎌田　勇二郎

鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会 会長 杉元　羊一

鹿児島県連合校長協会 会長 月野　功

鹿児島県高等学校体育連盟 会長 鹿倉　貢

鹿児島県中学校体育連盟 会長 向井　雄志

鹿児島県小学校体育連盟 会長 菊永　俊郎

鹿児島県私立中学高等学校協会 会長 川島　英和

公益財団法人鹿児島県体育協会 副会長 末永　皓久

鹿児島県スポーツ推進審議会 会長 松永　郁男

鹿児島県スポーツ推進委員協議会 会長 大田黒　博

鹿児島県レクリエーション協会 会長 西川　達也

鹿児島県商工会議所連合会 会長 岩崎　芳太郎

鹿児島県経営者協会 会長 諏訪　健筰

鹿児島経済同友会 代表幹事 津曲　貞利

鹿児島県中小企業団体中央会 会長 小正　芳史

鹿児島県商工会連合会 会長 森　　義久

鹿児島県農業協同組合中央会 会長 山野　徹

通信・運輸・エネルギー 公益社団法人鹿児島県バス協会 会長 岩崎　芳太郎

宿泊・衛生・観光 公益社団法人鹿児島県観光連盟 会長 池畑　憲一

医療 公益社団法人鹿児島県医師会 会長 池田　 哉

社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会 会長 山田　裕章

公益社団法人日本青年会議所九州地区鹿児島ブロック協議会 会長 竹内　信二

ＮＰＯ法人鹿児島県地域女性団体連絡協議会 会長 伊佐　幸子

県 鹿児島県出納局 会計管理者
(兼)出納局長 迫　貴美

鹿児島県市長会 事務局長 岸尾　　隆

鹿児島県町村会 事務局長 坂上　省悟

スポーツ・
レクリエーション

産業・経済

社会団体

監事
(3) 市町村

常任委員
(40)

県議会議員

県

市町村

学校・学校体育団体

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会　役員名簿(案)

　(敬称略･順不同)

副会長
(8)

県

市町村
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役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

鹿児島県議会産業経済委員会 委員長 瀬戸口　三郎

鹿児島県議会企画観光建設委員会 委員長 大久保　博文

鹿児島県鹿児島地域振興局 局長 本田　勝規

鹿児島県南薩地域振興局 局長 森山　健二

鹿児島県北薩地域振興局 局長 中堂薗　哲郎

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 局長 下村　一彦

鹿児島県大隅地域振興局 局長 堀之内　健郎

鹿児島県熊毛支庁 支庁長 大田　浩一

鹿児島県大島支庁 支庁長 鎮寺　裕人

鹿児島県ＰＲ・観光戦略部 観光プロデューサー 古木　圭介

鹿児島県教育委員会 教育次長 寺園　伸二

鹿児島市 市長 森　　博幸

鹿屋市 市長 中西　　茂

枕崎市 市長 神園　　征

阿久根市 市長 西平　良将

出水市 市長 渋谷　俊彦

指宿市 市長 豊留　悦男

西之表市 市長 八板　俊輔

垂水市 市長 尾脇　雅弥

薩摩川内市 市長 岩切　秀雄

日置市 市長 宮路　高光

曽於市 市長 五位塚　剛

霧島市 市長 前田　終止

いちき串木野市 市長 田畑　誠一

南さつま市 市長 本坊　輝雄

志布志市 市長 本田　修一

奄美市 市長 朝山　　毅

南九州市 市長 塗木　弘幸

伊佐市 市長 隈元　　新

姶良市 市長 笹山　義弘

三島村 村長 大山　辰夫

十島村 村長 肥後　正司

さつま町 町長 日髙　政勝

長島町 町長 川添　　健

湧水町 町長 池上　滝一

大崎町 町長 東　　靖弘

東串良町 町長 宮原　順

錦江町 町長 楠元　忠洋

南大隅町 町長 森田　俊彦

肝付町 町長 永野　和行

中種子町 町長 田渕川　寿広

南種子町 町長 名越　　修

屋久島町 町長 荒木　耕治

大和村 村長 伊集院　幼

宇検村 村長 元田　信有

瀬戸内町 町長 鎌田  愛人

龍郷町 町長 徳田　康光

喜界町 町長 川島　健勇

徳之島町 町長 高岡　秀規

天城町 町長 大久　幸助

伊仙町 町長 大久保　明

和泊町 町長 伊地知　実利

知名町 町長 平安　正盛

与論町 町長 山 　元宗

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会　委員名簿

　(敬称略･順不同)

委員
(230)

市町村

Ｈ29.8.8　現在

県議会議員

県
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役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

鹿児島市議会 議長 上門　秀彦

鹿屋市議会 議長 下本地　隆

枕崎市議会 議長 新屋敷　幸隆

阿久根市議会 議長 木下　孝行

出水市議会 議長 田頭　良成

指宿市議会 議長 松下　喜久雄

西之表市議会 議長 永田　章

垂水市議会 議長 池山　節夫

薩摩川内市議会 議長 新原　春二

日置市議会 議長 並松　安文

曽於市議会 議長 原田　賢一郎

霧島市議会 議長 池田　守

いちき串木野市議会 議長 中里　純人

南さつま市議会 議長 室屋　正和

志布志市議会 議長 岩根　賢二

奄美市議会 議長 竹山　耕平

南九州市議会 議長 蔵元　慎一

伊佐市議会 議長 左近充　諭

姶良市議会 議長 湯之原　一郎

三島村議会 議長 佐藤　浩

十島村議会 議長 松下　直志

さつま町議会 議長 平八重　光輝

長島町議会 議長 児島　薩男

湧水町議会 議長 森山　マスミ

大崎町議会 議長 小野　光夫

東串良町議会 議長 田之畑　稔

錦江町議会 議長 水口　孝俊

南大隅町議会 議長 大村　明雄

肝付町議会 議長 加藤　義昭

中種子町議会 議長 鎌田　勇二郎

南種子町議会 議長 小園　實重

屋久島町議会 議長 日髙　好作

大和村議会 議長 勝山　浩平

宇検村議会 議長 喜島　孝行

瀬戸内町議会 議長 岡田　弘通

龍郷町議会 議長 窪田　圭喜

喜界町議会 議長 外内　千里

徳之島町議会 議長 福岡　兵八郎

天城町議会 議長 前田　芳作

伊仙町議会 議長 琉　理人

和泊町議会 議長 永野　利則

知名町議会 議長 名間　武忠

与論町議会 議長 福地　元一郎

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 支局長 比企　栄作

国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所 所長 武藤　聡

国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所 所長 吉栁　岳志

自衛隊鹿児島地方協力本部 本部長 敷嶋　　章

海上保安庁第十管区海上保安本部 本部長 星　澄男

国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所 所長 坂元　浩二

大学地域コンソーシアム鹿児島 会長 松下　栄子
一般社団法人鹿児島県専修学校協会鹿児島県専門学校体育連盟 会長 村田　直志

鹿児島県国公立幼稚園・こども園協会 会長 徳永　伸一

一般社団法人鹿児島県私立幼稚園協会 会長 上原　樹縁

鹿児島県ＰＴＡ連合会 会長 川原　慎一

鹿児島県特別支援学校長会 会長 釘田　雅司

委員
(230)

市町村議会議長

学校・学校体育団体

官公署
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役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

鹿児島県コミュニティスポーツクラブ連絡協議会 会長 太田　敬介

公益財団法人鹿児島県体育協会鹿児島県スポーツ少年団 本部長 武田　敏郎

一般財団法人鹿児島陸上競技協会 会長 本坊　　修

一般社団法人鹿児島県水泳連盟 会長 若松　博文

一般社団法人鹿児島県サッカー協会 会長 西原　一将

鹿児島県テニス協会 会長 稲葉　直寿

鹿児島県ボート協会 会長 前野　義春

鹿児島県ホッケー協会 会長 外薗　勝蔵

鹿児島県ボクシング連盟 会長 舩迫　進

鹿児島県バレーボール協会 会長 中村　耕治

鹿児島県体操協会 会長 尾辻　秀久

一般社団法人鹿児島県バスケットボール協会 会長 増留　貴朗

鹿児島県レスリング協会 会長 加治佐　正昭

鹿児島県セーリング連盟 会長 熊谷　輝雄

鹿児島県ウエイトリフティング協会 会長 渕脇　正三

鹿児島県ハンドボール協会 会長 岡山　明弘

鹿児島県自転車競技連盟 会長 小濱　康彦

鹿児島県ソフトテニス連盟 会長 脇田　　稔

鹿児島県卓球連盟 会長 宮之原　正治

鹿児島県軟式野球連盟 会長 稲葉　直寿

鹿児島県相撲連盟 会長 渡辺　紘起

鹿児島県馬術連盟 会長 寺脇　康文

公益財団法人鹿児島県柔道会 会長 北　　哲郎

鹿児島県ソフトボール協会 会長 霜出　勘平

鹿児島県フェンシング協会 会長 寺田　洋一

鹿児島県バドミントン協会 会長 藤本　滋

鹿児島県弓道連盟 会長 倉元　幸一郎

一般社団法人鹿児島県ライフル射撃協会 会長 川内　博史

鹿児島県剣道連盟 会長 俣木　正喜

鹿児島県ラグビーフットボール協会 会長 永田　文治

鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 会長 永谷　常和

鹿児島県銃剣道連盟 会長 竹原　光則

鹿児島県なぎなた連盟 会長 伊藤　七苗

鹿児島県カヌー協会 会長 中村　周二

公益財団法人全日本空手道連盟鹿児島県空手道連盟 会長 大野　洋之

鹿児島県アーチェリー協会 会長 小里　泰弘

鹿児島県高等学校野球連盟 会長 月野　功

鹿児島県ボウリング連盟 会長 宮路　拓馬

鹿児島県ゴルフ協会 会長 植村　久

鹿児島県トライアスロン協会 会長 保岡　興治

鹿児島県綱引連盟 会長 川内　博史

鹿児島県武術太極拳連盟 会長 増留　貴朗

鹿児島県パワーリフティング協会 会長 林　健二

鹿児島県ゲートボール協会 会長 児玉　義人

鹿児島県グラウンド・ゴルフ協会 会長 赤瀬　孝臣

鹿児島県エアロビック連盟 理事長 高岡　綾子

鹿児島お手玉の会 会長 山本　清洋

南種子町サーフィン連盟 会長 山田　祐太朗

サイクルシティ南さつま推進協議会 会長 本坊　輝雄

公益社団法人日本３Ｂ体操協会鹿児島県支部 支部長 立元　和代

鹿児島県ジャズ体操協会 会長 畠中　和子

瀬戸内町相撲連盟 会長 重村　一人

鹿児島県少林寺拳法連盟 会長 森山　 

鹿児島県スポーツチャンバラ協会 会長 井川　繁樹

委員
(230)

スポーツ・
レクリエーション
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役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

鹿児島県スポーツ吹矢協会 会長 柚木　益巳

鹿児島県ソフトバレーボール連盟 会長 吉水　光朗

鹿児島県ターゲット・バードゴルフ協会 会長 柴立　鉄彦

鹿児島県ダンススポーツ連盟 会長 吉原　睦巳

鹿児島県ドッジボール協会 会長 有山　貴史

鹿児島県パークゴルフ協会 会長 福永　 

鹿児島県バウンドテニス協会 会長 樹　康徳

鹿児島県ビリヤード協会 会長 川内　博史

鹿児島県フライングディスク協会 会長 川西　正志

龍郷町グラウンドゴルフ協会 会長 田下　哲朗

鹿児島県ペタンク連盟 会長 鎌田　操

鹿児島真向法体操会 会長 久保　幸雄

沖永良部ミニバレー協会 会長 元榮　淳一

伊仙町ミニバレーボール協会 会長 幸田　瑞代

鹿児島県障害者フライングディスク協会 会長 沖崎　和寛

鹿児島県経済農業協同組合連合会 経営管理委員会会長 永福　喜作

鹿児島県漁業協同組合連合会 代表理事会長 野村　義也

鹿児島県森林組合連合会 代表理事会長 加治屋　義人

一般社団法人鹿児島県建設業協会 会長 川畑　俊彦

一般社団法人鹿児島県銀行協会 会長 上村　基宏

鹿児島県信用金庫協会 会長 後藤　孝行

鹿児島県信用組合協会 会長 滿田　　學

日本労働組合総連合会鹿児島県連合会 会長 森田　周一

一般社団法人鹿児島県タクシー協会 会長 羽仁　正次郎

公益社団法人鹿児島県トラック協会 会長 中村　利秋

西日本電信電話株式会社鹿児島支店 支店長 末吉　政宏

九州電力株式会社鹿児島支社 執行役員支社長 原　　英生

九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社 取締役鹿児島支社長 前川　聡幸

全日本空輸株式会社鹿児島支店 支店長 西　祐一郎

日本航空株式会社鹿児島支店 支店長 二川　直人

日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 加藤　洋樹

肥薩おれんじ鉄道株式会社 代表取締役社長 出田　貴康

鹿児島県旅客船協会 会長 有村　和晃

鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 淵村　文一郎

公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会 理事長 森　　博幸

公益社団法人鹿児島県特産品協会 理事長 三反園　訓

公益社団法人鹿児島県食品衛生協会 会長 肥後　辰彦

鹿児島県酒造組合 会長 本坊　松美

一般社団法人鹿児島県旅行業協会 会長 中間　幹夫

一般社団法人日本旅行業協会九州支部鹿児島県地区委員会 委員長 升本　喜之

一般社団法人鹿児島県調理師連合会 理事長 大塚　耕二

公益社団法人鹿児島県栄養士会 会長 叶内　宏明

日本旅館協会九州支部連合会鹿児島県支部 支部長 湯通堂　温

公益社団法人鹿児島県歯科医師会 会長 伊地知　博史

公益社団法人鹿児島県薬剤師会 会長 上野　泰弘

日本赤十字社鹿児島県支部 支部長 三反園　訓

公益社団法人鹿児島県看護協会 会長 田畑　千穂子

産業・経済

通信・運輸・エネルギー

宿泊・衛生・観光

医療

委員
(230)

スポーツ・
レクリエーション
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役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

鹿児島県消防長会 会長 中薗　正人

公益財団法人鹿児島県交通安全協会 理事長 川畑　英樹

公益財団法人鹿児島県文化振興財団 理事長 稲盛　和夫

鹿児島県文化協会 会長 原口　泉

鹿児島県公民館連絡協議会 会長 日髙　政勝

鹿児島県子ども会育成連絡協議会 会長 永野　　治

社会福祉法人鹿児島県保育連合会 会長 岩下　修一

日本ボーイスカウト鹿児島県連盟 連盟長 三反園　訓

ガールスカウト鹿児島県連盟 連盟長 小正　陽子

公益財団法人鹿児島県老人クラブ連合会 会長 川野　信男

鹿児島県青少年育成県民会議 会長 三反園　訓

かごしまボランティア連絡協議会 会長 水流　凉子

国際ロータリー第2730地区 ガバナーエレクト 川原　篤雄

一般社団法人県視覚障害者団体連合会 会長 小山　義方

一般社団法人県聴覚障害者協会 会長 大久保　正代

鹿児島県知的障害者福祉協会 会長 水流　純大

社会福祉法人鹿児島県手をつなぐ育成会 理事長 別府　則夫

ＮＰＯ法人鹿児島県精神保健福祉会連合会 理事長 山川　伯明

鹿児島県障害者スポーツ協会 会長 髙城　藤雄

鹿児島県障害者スポーツ指導者協議会 会長 前田　究

衆議院 議員 保岡　興治

衆議院 議員 金子　万寿夫

衆議院 議員 野間　　健

衆議院 議員 小里　泰弘

衆議院 議員 森山　　 

衆議院 議員 宮路　拓馬

参議院 議員 尾辻　秀久

参議院 議員 野村　哲郎

参議院 議員 宇都　隆史

参議院 議員 そのだ　修光

鹿児島県議会 議員 郷原　拓男

鹿児島県議会 議員 林　　健二

鹿児島県議会 議員 田畑　浩一郎

鹿児島県議会 議員 いわしげ　仁子

鹿児島県議会 議員 中村　素子

鹿児島県議会 議員 宝来　良治

鹿児島県議会 議員 伊藤　浩樹

鹿児島県議会 議員 上山　貞茂

鹿児島県議会 議員 東　　清剛

鹿児島県議会 議員 向井　たかまろ

鹿児島県議会 議員 西村　　協

鹿児島県議会 議員 向井　俊夫

鹿児島県議会 議員 鶴丸　明人

鹿児島県議会 議員 下鶴　隆央

鹿児島県議会 議員 堀口　文治

鹿児島県議会 議員 前野　義春

鹿児島県議会 議員 桃木野　幸一

鹿児島県議会 議員 井上　章三

鹿児島県議会 議員 園田　　豊

鹿児島県議会 議員 藤﨑　　剛

鹿児島県議会 議員 松田　浩孝

鹿児島県議会 議員 柳　　誠子

鹿児島県議会 議員 田中　良二

県議会議員

顧問
(10)

国会議員

委員
(230)

社会団体

参与
(64)
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役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

鹿児島県議会 議員  久　伸一郎

鹿児島県議会 議員 寺田　洋一

鹿児島県議会 議員 小園　しげよし

鹿児島県議会 議員 酒匂　卓郎

鹿児島県議会 議員 吉留　厚宏

鹿児島県議会 議員 まつざき　真琴

鹿児島県議会 議員 永井　章義

鹿児島県議会 議員 持冨　八郎

鹿児島県議会 議員 桑鶴　　勉

鹿児島県議会 議員 大園　清信

鹿児島県議会 議員 永田　憲太郎

鹿児島県議会 議員 鶴田　志郎

鹿児島県議会 議員 日高　　滋

鹿児島県議会 議員 鶴薗　真佐彦

鹿児島県議会 議員 外薗　勝蔵

鹿児島県議会 議員 松里　保 

鹿児島県議会 議員 成尾　信春

鹿児島県議会 議員 池畑　憲一

鹿児島県議会 議員 山田　国治

鹿児島県議会 議員 田之上　耕三

鹿児島県教育委員会 教育委員 島津　公保

鹿児島県教育委員会 教育委員 原之園　政治

鹿児島県教育委員会 教育委員 大富　あき子

鹿児島県教育委員会 教育委員 石丸　惠子

鹿児島県教育委員会 教育委員 今村　英仁

株式会社南日本新聞社 代表取締役社長 逆瀬川　尚文

株式会社西日本新聞社鹿児島総局 総局長 久保田　正廣

株式会社日本経済新聞社鹿児島支局 支局長 松尾　哲司

読売新聞社鹿児島支局 支局長 木戸　隆司

株式会社毎日新聞社鹿児島支局 支局長 西　　貴晴

株式会社朝日新聞社鹿児島総局 総局長 内屋敷　敦

株式会社南海日日新聞社鹿児島総局 総局長 久保　利秀

一般社団法人共同通信社鹿児島支局 支局長 赤坂　達也

株式会社時事通信社鹿児島支局 支局長 春山　達也

株式会社奄美新聞社 代表取締役社長 久保田　岩洋

日本放送協会鹿児島放送局（ＮＨＫ） 局長 清水　幹夫

株式会社南日本放送（ＭＢＣ） 代表取締役社長 中村　耕治

鹿児島テレビ放送株式会社（ＫＴＳ） 代表取締役社長 荒田　静彦

株式会社鹿児島放送（ＫＫＢ） 代表取締役社長 古山　順一

株式会社鹿児島讀賣テレビ（ＫＹＴ） 代表取締役社長 田北　和博

株式会社エフエム鹿児島 代表取締役社長 堂脇　　悟

県教育委員

参与
(64)

報道

県議会議員
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燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会会則

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この会は，燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会（以下「本会」

という｡）と称する。 

 （目的） 

第２条 本会は，第 75 回国民体育大会（冬季大会を除く。）及び第 20 回全国障害者ス

ポーツ大会（以下「両大会」という。）を開催するために必要な事業を行うことを目

的とする。 

 （事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

両大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること。 

両大会における実施競技及び会場地市町村に関すること。 

両大会の競技施設及び関連施設に関すること。 

両大会開催及び準備のための経費に関すること。 

 関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

 その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。 

   第２章 組織 

 （構成） 

第４条 本会は，会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

 県及び市町村の代表者及び役職員 

 県及び市町村の議会を代表する者 

 関係競技団体，その他関係行政機関・団体の代表者及び役職員 

 学識経験を有する者 

 その他両大会の開催準備及び運営に関係のある者 

 （役員） 

第５条 本会に，次の役員を置く。 

 会長        １名 

 副会長      ８名以内 

 常任委員    50 名以内 

 監事        ３名以内 

 （役員の選任） 

第６条 会長は，鹿児島県知事をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は，総会の承認を得て委員のうちから会長が委嘱する。 

３ 監事は，総会の承認を得て会長が委嘱する。 

 （役員の職務） 

第７条 会長は，本会を代表し，会務を総理する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，あらかじめ会長が指名した副会

長が，その職務を代理する。 

３ 常任委員は，常任委員会を構成し，第 12 条第７項に掲げる事項を審議する。 
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４ 監事は，本会の財務を監査する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という｡）の任期は，委嘱されたときから本会の

目的が達成されたときまでとする。ただし，委員等が就任時におけるそれぞれの所属

機関又は団体等の役職を離れた場合は，その委員等は，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。 

２ 会長は，委員等に特別な事情が生じたときは，その職を解き，必要に応じて補充す

ることができる。 

３ 会長は，前２項の規定により委員等の変更があった場合は，次の総会において報告 

する。 

 （顧問及び参与） 

第９条 本会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は，会長が委嘱する。 

３ 顧問は，会務の重要な事項について，会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は，会長が必要と認める事項について，助言する。 

５ 顧問及び参与の任期等は，前条の規定を準用する。 

   第３章 会議 

 （会議の種類） 

第 10 条 本会に，次の会議を置く。 

 総会 

 常任委員会 

 募金・企業協賛推進委員会

 専門委員会 

 （総会） 

第 11 条 総会は，会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は，会長が招集する。 

３ 総会の議長は，会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は，次に掲げる事項について審議し，決定する。 

両大会の開催基本方針に関すること。 

 会則の制定及び改廃に関すること。 

 事業計画及び事業報告に関すること。 

 予算及び決算に関すること。 

 常任委員会及び募金・企業協賛推進委員会に委任する事項に関すること。 

 その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は，委員の過半数の出席がなければ開会し，議決することはできない。ただし，

総会に出席できない委員は，あらかじめ通知された事項について，代理人に権限を委

任し，又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は，出席委員（代理人に権限を委任し，又は書面で議決に加わった者を

含む。）の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 
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 （常任委員会） 

第 12 条 常任委員会は，会長，副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は，会長をもって充てる。 

３ 副委員長は，副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は，必要に応じ会長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は，委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

６ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名 

した者がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は，次に掲げる事項について審議決定し，その結果を必要に応じて次の 

総会に報告する。 

 総会から委任された事項に関すること。 

 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

 専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること。 

 その他会長が必要と認める事項に関すること。 

８ 第 11 条第５項及び第６項の規定は常任委員会について準用する。 

（募金・企業協賛推進委員会） 

第 12 条の 2 募金・企業協賛推進委員会（以下「推進委員会」という。）は，会長が委

嘱した委員をもって構成する。 

２ 推進委員会に次の役員を置く。 

 委員長   １名 

 副委員長 若干名 

３ 委員長及び副委員長は，会長が委嘱する。 

４ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名

した副委員長がその職務を代理する。 

６ 推進委員会の会議は，委員長が招集し，委員長が議長となる。 

７ 第 11 条第５項及び第６項の規定は，推進委員会について準用する。 

８ 第８条第１項及び第２項の規定は，推進委員会の委員の任期等について準用する。 

 （専門委員会） 

第 13 条 専門委員会は，会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は，常任委員会から付託された事項について調査審議し，その結果を常 

任委員会に報告し，承認を得なければならない。 

３ 専門委員会は，常任委員会から委任された事項について審議決定し，その結果を常 

任委員会に報告する。 

４ 第８条の規定は，専門委員の任期について準用する。 

５ 前各項に定めるもののほか，専門委員会に関し必要な事項は，常任委員会に諮り， 

会長が別に定める。 
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   第４章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第 14 条 会長は，総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまが

ないと認めるとき，又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては，これを

専決処分することができる。 

２ 会長は，前項の規定により専決処分したときは，これを次の総会等において報告し， 

その承認を求めなければならない。 

   第５章  事務局 

 （事務局） 

第 15 条 本会の事務を処理するため，事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

   第６章  会計 

 （経費） 

第 16 条 本会の経費は，負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第 17 条 本会の収支予算は，総会の議決により定め，収支決算は，監事の監査を経て， 

総会の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第 18 条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月 31 日に終わる。 

２ 本会の会計に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

   第７章  補則 

 （委任） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか，本会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定 

める。 

   附 則 

１ この会則は，平成 23 年８月９日から施行する。 

２ 本会の設立当初の会計年度は，第 18 条の規定にかかわらず，この会則の施行の日か 

ら平成 24 年３月 31 日までとする。 

附 則 

１ この会則は，平成 29 年８月８日から施行する。 

２ この会則施行の際，現に第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会の委員，役員，顧

問，参与又は専門委員である者は，それぞれ燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

実行委員会の委員，役員，顧問，参与又は専門委員に委嘱されたものとみなす。 

３ この会則施行の際，現に制定されている第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会の

関係規程等中「第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会」とあるのは，「燃ゆる感動

かごしま国体・かごしま大会実行委員会」と読み替える。 

４ この会則施行の際，現に決定されている第 20 回全国障害者スポーツ大会開催基本計

画（案）は，本会の開催基本計画とする。
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