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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年度事業報告（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」（平成25

年８月策定，平成29年８月最終改訂）に基づき，次の事業を実施し，円滑な準備業務

に努めた。

１ 開催準備の主要業務の推進

(1) 日本スポーツ協会（旧日本体育協会）への主な協議事項等について

ア 会場地総合視察（平成29年５月19日）

イ 第75回国民体育大会の本県開催及び国体会期，実施競技の決定

（平成29年７月18日）

ウ 第20回全国障害者スポーツ大会の会期承認・決定（平成29年７月26日）

エ 第75回国民体育大会の競技会会期の承認・決定（平成29年12月15日）

オ 第20回全国障害者スポーツ大会オープン競技の承認決定

（平成30年３月23日）

(2) 各種基本方針等の策定・改正について

・かごしま国体・かごしま大会実行委員会の設置及び会則の改正

・開催準備総合計画の改訂

・大会参加章，入賞メダル等のデザイン制定方針の策定

・かごしま国体・かごしま大会文化プログラム実施基本方針の策定

・かごしま国体自衛隊協力要請基本方針の策定

・かごしま大会県と会場地市の業務分担・経費負担基本方針の策定

・かごしま国体・かごしま大会式典基本計画の策定

・かごしま国体・かごしま大会総合開・閉会式会場の基本計画の策定

・かごしま国体・かごしま大会情報通信基本計画の策定

・かごしま国体市町村警備・消防防災業務推進指針の策定

・かごしま国体・かごしま大会標準献立作成方針の策定

・かごしま国体合同配宿実施方針の策定

・かごしま国体馬事衛生対策要項の策定 など

(3) 広報推進事業の実施について

ア イメージソング「ゆめ～KIBAIYANSE～」・ダンスの普及

・ 普及用ＣＤの配付(平成30年２月) ，普及用ＤＶＤの配付(平成29年11月)

・ 「ゆめ～KIBAIYANSE～」ダンス指導者等養成講習会の開催

(平成29年12月～平成30年２月，県内７地区)
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イ 印刷物等の制作・発行

・ 広報紙の発行

「燃ゆる感動かごしま国体」（平成29年６月）

「カゴスポ」（平成29年12月，平成30年３月）

・ ＰＲポスターの制作（平成29年９月）・パネルの製作（平成30年３月）

・ 県・市町村の広報紙等の活用（グラフかごしま等）

・ 広報グッズ(ピンバッジ，クリアファイル，ネックストラップ等)の作成

ウ メディアの活用

・ 県政広報テレビ番組（３番組７本）

・ 「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」ホームページの1000日前リ

ニューアル（平成30年１月７日）

エ イベントの開催等

・ 開催決定記念イベント「燃ゆる感動かごしまスポーツフェスタ」の開催

[開催日]平成29年９月９日

[場 所]鹿児島アリーナ

[内 容]イメージソング・ダンスの披露，トップアスリート等によるト

ークイベント，実施競技の体験，市町村ＰＲブースの設置等

・ 各種イベントでのＰＲ（随次）

春「こどもの日」ふれあいプラザ，県障害者スポーツ大会，秋「体育の日」ス

ポーツプラザ，かごしま食の大交流会 in TOKYO，鹿児島マラソン など

(4) 県民運動推進事業の実施について

ア 県民運動開始宣言

開催決定記念イベント「燃ゆる感動かごしまスポーツフェスタ」で県民運

動３団体の紹介と県民運動開始を宣言

イ 花いっぱい運動

・ 県内の農業系高等学校７校で推奨花を試験栽培

・ 花育てガイドの作成（配布先：市町村，学校，関係団体等）

ウ 広報ボランティア（平成29年度登録者 26人（大学生，専門学校生等））

県内のイベント（14回）において，啓発グッズ・チラシの配布やダンスの

披露，着ぐるみによる啓発活動を展開

エ 情報支援ボランティア研修会の開催（平成30年２月25日）

(5) 競技会運営準備の実施について

競技用具整備，練習会場選定 など

(6) 募金・企業協賛の実施について

ア 募金・企業協賛の募集開始（平成30年１月29日）

イ 市町村を対象とした制度説明会の開催
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(7) 競技役員等養成事業の実施（補助事業）
ア 中央講習会等派遣事業

両大会の実施競技に係る審判員及び要資格運営員の資格取得，資格維持及
び資質向上を図るための中央（又はブロック）競技団体が実施する講習会等
への競技団体職員等派遣に対する補助

区 分 団体数 派遣回数 派遣人数（延べ）
かごしま国体 ３４ １１６ ３３６人
かごしま大会 ４ ５ １３人

イ 県内講習会等開催事業
両大会の実施競技に係る審判員及び要資格運営員の資格取得，資格維持及

び資質向上を図るための中央（ブロック又は県内）講師を招いた講習会等の
開催に対する補助

区 分 団体数 回数 受講者数（延べ） 講師数（延べ）
かごしま国体 ２７ ６１ １，０７７人 ９４人
かごしま大会 ７ １４ ３５１人 １７人

ウ 開催準備活動事業
競技団体が行う国体に向けた準備活動（先催県視察等の調査研究等）に対

する補助（H29開催の「愛顔つなぐえひめ国体」視察・調査研究など）
区 分 団体数 派遣人数（延べ）

かごしま国体 ３６ ９８人
かごしま大会 １０ ３５人
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２ 会議の開催

会議名 回 期日 主な内容

準備委員会 第８回 平成29年 ・第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会専
常任委員会 ８月８日 門委員会規程改正（案）の審議，決定

・開催準備総合計画（平成29年８月改訂）（案）
審議

・第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま
国体」競技会場変更（案）の審議，決定

・第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま
国体」競技会会期（案）の審議，決定等

・平成28年度事業報告及び収支決算（案）の
準備委員会 第７回 平成29年 承認

総会 ８月８日 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実
行委員会の設置及び会則改正（案）の承認

・総会から常任委員会等への委任事項改正
（案）の承認等

・平成29年度事業計画及び収支予算（案）の
実行委員会 第１回 平成29年 承認

総会 ８月８日 ・役員の選任（案）の承認

・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会式
実行委員会 第１回 平成30年 典基本計画（案）の審議，決定
常任委員会 ２月14日 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会総

合開・閉会式会場の基本計画（案）の審議，
決定

・燃ゆる感動かごしま大会県と会場地市の業
務分担・経費負担基本方針（案）の審議，
決定

・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会情
報通信基本計画(案)の審議，決定等

・第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会専
総務 第10回 平成29年 門委員会規程の改正（案）の審議

専 ８月１日 ・大会参加章，入賞メダル等のデザイン制定
方針（案）の審議

門 ・開催準備総合計画（平成29年８月改訂）（案）
の審議等

委
・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会総

員 第11回 平成30年 合開・閉会式会場の基本計画（案）の審議
２月６日 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会文

会 化プログラム実施基本方針(案)の審議等

募 金 ・ ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会募
企 業 協 第１回 平成29年 金・企業協賛推進要綱（案）の審議
賛 ７月31日 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会募
（Ｈ29年8月8日 金趣意書（案）の審議
第7回総会で推 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会募
進委員会へ格上 金謝意表明実施要領（案）の審議
げ名称変更）
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会議名 回 期日 主な内容

第７回 平成29年 ・国体ダンス（案）
広報・ ５月26日 ・広報ボランティア募集要項（案）

専 県民運 の審議等
動

門 第８回 平成30年 ・運営ボランティア募集要項（案）
１月29日 の審議 等

委
・大会の開催準備状況についての報告

員 全国障 第１回 平成29年 ・リハーサル大会の日程，県と会場地市の業
害者ス 11月17日 務分担・経費負担基本方針の考え方，競技

会 ポーツ 役員等編成要項（案），競技用具整備要項
大会 （案）についての説明 等

・リハーサル大会（案）の審議
第２回 平成30年 ・県と会場地市の業務分担・経費負担基本方

２月９日 針（案）の審議
・競技役員等編成要項（案）の審議
・競技用具整備要項（案）の審議
・オープン競技（案）の審議 等

・全国障害者スポーツ大会の輸送業務の説明
輸送・ 第４回 平成30年 ・愛顔つなぐえひめ国体・大会の報告
交通 ２月５日 ・交通対策検討調査についての説明 等

・燃ゆる感動かごしま国体宿泊料金（案）の
宿泊・ 第４回 平成30年 審議
衛生 １月19日 ・燃ゆる感動かごしま国体合同配宿実施方針

（案）の審議
・第75回国民体育大会医療救護要項（案）の

審議
・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会標

準献立作成方針（案）の審議
・燃ゆる感動かごしま国体馬事衛生対策要項

（案）の審議 等

・燃ゆる感動かごしま国体市町村警備・消防
警備・ 第２回 平成30年 防災業務推進指針（案）の審議
消防 １月23日 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会情

報通信基本計画（案）の審議 等

第５回 平成29年 ・式典基本計画（案）の審議
７月３日

・式典基本計画（案）の審議
式典 第６回 平成29年 ・えひめ国体総合開会式及びえひめ大会開会

11月８日 式の現地視察結果の報告

・式典基本計画（案）の審議
第７回 平成30年 ・炬火トーチ・炬火受皿のデザイン募集・選

２月７日 定（案）の審議
・荒天時会場（案）の審議
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会議名 回 期日 主な内容

・燃ゆる感動かごしま国体競技会場変更（案）
専 競技 第10回 平成29年 の審議

７月26日 ・燃ゆる感動かごしま国体競技会会期（案）
門 の審議

・燃ゆる感動かごしま国体競技用具整備要項（案）
委 の審議

・燃ゆる感動かごしま国体競技別リハーサル
員 大会開催基準要項（案）の審議

・デモンストレーションスポーツ実施基準要
会 項（案）の審議 等

・燃ゆる感動かごしま国体自衛隊協力要請基
第11回 平成30年 本方針（案）の審議

１月24日 ・燃ゆる感動かごしま国体競技別リハーサル
大会運営要領（案）の審議等

次の項目の説明等
市町村 第５回 平成29年 ・「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」
連絡会 ６月28日 の概要

議 ・県実行委員会の設立及び市町村準備委員会
の設立状況

市 ・募金・企業協賛
町 ・文化プログラム
村 ・広報・県民運動

・第一次仮配宿結果及び宿泊施設充足対策
・ ・市町村輸送・交通業務推進指針の概要

・市町村有施設整備費補助に係るスケジュー
競 ル等について 等
技
団 次の項目の説明等
体 競技運 第３回 平成29年 ・競技運営関係スケジュール

営連絡 ６月28日 ・競技会運営準備の手引き
会議 ・第75回国民体育大会鹿児島県実施競技

・競技別リハーサル大会
・デモンストレーションスポーツ
・各種調査 等

次の項目の説明等
情報支 第１回 平成29年 ・「かごしま国体・かごしま大会」の概要

そ 援ボラ ７月18日 ・情報支援ボランティアの概要
ンティ ・今後の取組

の ア養成
連絡会 次の項目の説明等

他 議 第２回 平成29年 ・情報支援ボランティアの活動状況
10月20日 ・養成テキスト・カリキュラム

・情報支援ボランティアリーダー

次の項目の説明等
第３回 平成30年 ・養成テキスト・カリキュラム

３月16日 ・情報支援ボランティア募集要項（案）
・イメージソング手話バージョン
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３ 各種調査等の実施
(1) 各種調査実施

区 分 調査時期 調査対象 調査内容
競技会運営経費調査 平成29年６月 会場地市町村 競技会実施の準備・運
（第２次） ～７月 営に要する経費等
競技会運営経費（お 平成29年６月 会場地市町村 正式競技，特別競技，
もてなし経費）に係 ～７月 デモンストレーション
る調査（第一次） スポーツの実施に係る

おもてなし運営経費
競技会会期調査 平成29年６月 会場地市町村 正式競技，特別競技，
（最終） ～８月 公開競技，デモンスト

レーションスポーツ競
技の開催希望日程調査

練習会場調査 平成29年６月 会場地市町村 正式競技，特別競技の
（第二次） ～７月 競技会場における練習

会場の調査
競技別リハーサル大 平成29年３月 会場地市町村 本大会への競技会運営
会開催意向調査 ～５月 能力向上を図るための
（第二次） リハーサル大会開催意

向の有無等
競技用具整備調査 平成29年３月 会場地市町村 各競技運営に必要とな
（第三次） ～５月 る競技用具の品名，必

要数等
競技役員等編成調査 平成29年６月 会場地市町村 各競技における役員等
（第三次） ～８月 の役職名，必要人数，

必要数算出根拠
宿泊施設データベー 平成29年７月 会場地市町村 宿泊料金調査及び宿泊
ス作成業務委託 ～12月 施設データベース作成
交通対策検討調査業 平成29年７月～ 会場地市町村 会場周辺の交通量調査
務委託 平成30年２月 等 等
競技会場地輸送調査 平成29年９月 会場地市町村 指定下車駅，指定集合
（第1次） ～11月 （正式競技及 地，車両使用台数調査

び特別競技開

催会場地のみ）

かごしま大会競技役 平成29年10月 かごしま大会 かごしま大会の競技会
員等編成・養成事前 ～11月 競技運営主管 に必要な競技役員数等
調査 団体

かごしま大会宿泊施 平成29年11月 かごしま大会 かごしま大会時に提供
設基本調査 ～12月 会場地市及び 可能な客室数，宿泊施

その近接市内 設の基本情報等
の宿泊施設

かごしま大会競技会 平成29年12月 かごしま大会 段差解消のためのスロ
場バリアフリー調査 競技会場 ープ設置箇所，車いす

対応トイレ等設置状況
等
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(2) 第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」視察（参加人数：延べ２６人）

視 察 先 場 所 期 日

総合リハーサル 愛媛県松山市 平成29年９月22日

～23日

公開競技及び会期前開催競技 愛媛県松山市， 平成29年９月９日

四国中央市， ～13日

伊佐市

・総合開・閉会式，競技運営，広報 愛媛県松山市他 平成29年９月30日

・県民運動の視察 ～10月10日

・実務研修（県記録本部業務，特別

接伴，受付， 広報，総監督会議・

役員懇談会出席 を含む）

(3) 第17回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」視察（参加人数：延べ９人）
視 察 先 場 所 期 日

開会式，閉会式
個人競技６競技（陸上競技，水泳等）
団体競技７競技 愛媛県松山市他 平成29年10月28日
（バスケットボール，車いすバスケッ ～30日

トボール等）
オープン競技３競技
（ブラインドテニス，精神障がい者フ

ットサル，肢体障がい者ボウリング）

(4) 国体・大会に係る業務先催県視察（参加人数：延べ１１人）
視 察 先 場 所 期 日

式典演技章別練習会・炬火イベ 愛媛県松山市 平成29年６月10日

H29 ント 新居浜市 ～12日

え 式典用具引継式現地確認会 愛媛県松山市 平成29年６月22日

ひ 今治市 ～23日

め 式典音楽合同練習会 愛媛県松山市 平成29年８月８日

国 ～９日

体 式典演技合同練習会 愛媛県松山市 平成29年８月18日

・ ～20日

大 参加申込受付業務に係る実務研 愛媛県松山市 平成29年８月23日

会 修 ～25日，９月４日

～７日

H30 300日前PRベント 福井県越前市 平成29年12月９日
福 「はぴりゅうフェスタ2017ｉｎサンド ーム福井」 ～10日
井

式典音楽使用曲集ＣＤ録音会 福井県越前市 平成29年12月16日
国

～18日
体
・ 式典演技章別練習会 福井県福井市 平成30年２月16日
大 ～18日
会

-8-



４ 関係機関・団体等との協議
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会

区 分 開 催 日
国体委員会 平成29年６月19日，８月25日，12月15日，平成30年３月２日
第３回理事会 平成29年７月18日（開催決定書受領）

(2) 国体開催県検討会議
ア 三重県津市：平成29年７月６日～７日 （参加人数：延べ６人）
イ 栃木県宇都宮市：平成30年１月25日～26日（参加人数：延べ４人）

(3) 国体開催地連絡協議会
愛媛県松山市：平成29年11月27日～28日

(4) 第17回全国障害者スポーツ大会後催県報告会
愛媛県松山市：平成29年11月28～29日（参加人数：延べ１３人）

(5) 競技運営担当者会議
会 議 名 場 所 期 日

福井しあわせ元気国体 福井県越前市 平成29年５月21日～23日
第２回競技運営担当者会議
いきいき茨城ゆめ国体 茨城県水戸市 平成29年７月19日～21日
第１回競技運営担当者会議
福井しあわせ元気国体 福井県越前市 平成29年12月19日～20日
第３回競技運営担当者会議

(6) 福井しあわせ元気大会参加資格審査にかかる研修会
福井県福井市：平成29年12月16日～17日（参加人数：延べ１人）

(7) 第18回全国障害者スポーツ大会プレ大会競技会運営調整会議
福井県福井市：平成30年３月２日（参加人数：延べ１人）
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１　収入 （単位：円）

当初予算額
(a)

決算額
(b)

差額
(b)-(a)

備考

115,973,000 115,973,000 0 鹿児島県負担金

2,000 1,263 ▲ 737 預金利息等

0 67,738 67,738

0 0 0

0 0 0

8,927,983 8,927,983 0 前年度繰越金

124,902,983 124,969,984 67,001

２　支出 （単位：円）

当初予算額
(ｃ)

決算額
(ｄ)

差額
(ｃ)-(ｄ)

備考

総務費 6,761,587 2,416,234 4,345,353
  募金・企業協賛の募集，先催県視
察等

競技費 2,872,000 2,041,931 830,069 　会場地市町村との調整等

広報・県民運動費 35,860,000 31,855,786 4,004,214
　開催決定イベントの開催，広報紙発
行，広報・啓発物品製作等

式典費 5,017,000 4,784,615 232,385 　式典基本計画策定等

輸送・交通費 4,577,000 4,284,522 292,478 　交通対策検討調査等

宿泊・衛生費 5,781,000 4,588,421 1,192,579 　宿泊施設データベース作成等

施設調整費 12,030,000 3,575,697 8,454,303
　 開・閉会式の仮設施設等整備基本
計画策定等

警備・消防費 67,000 1,980 65,020 　警備・消防専門委員会経費等

全国障害者スポーツ大会費 5,877,000 2,260,588 3,616,412 　大会基本計画策定，先催県視察等

寄付金 49,000 48,292 708
　国体・大会施設整備等基金（県）へ
の積立て

0 0 0

37,471,369 26,977,758 10,493,611 　競技役員等養成事業補助金等

8,540,027 5,733,764 2,806,263 　事務局運営経費等

124,902,983 88,569,588 36,333,395

収入決算額（ｂ） 支出決算額（ｄ）

124,969,984 － 88,569,588 ＝ 36,400,396

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年度収支決算（案）

（注）平成29年８月８日に会の名称を「第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会」から「燃ゆる感動かごしま
国体・かごしま大会実行委員会」に改めた。

差引残額（次年度繰越）

科　　　目

負担金

諸収入

繰越金

補助事業費

事務局費

合　　計

協賛金事業

合　　計

事
業
費

科　　　目

標章等使用料収入

募金収入

企業協賛金収入
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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30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」(平成25

年8月策定，平成30年5月最終改訂(予定)）に基づき，平成30年度事業計画を次のとお

り定める。

１ 開催準備の主要業務の推進

（１）総務関係

ア かごしま国体「参加章」・「記念章」，かごしま大会「参加章」の製作

① かごしま国体「参加章」デザインの決定

平成30年６月開催の日本スポーツ協会国体委員会へ協議予定

② かごしま国体「記念章」，かごしま大会「参加章」デザインの決定

平成30年６月開催の日本スポーツ協会国体委員会へ報告予定

③ デザイン公表後（７月頃），「参加章」，「記念章」の製作を開始

イ かごしま大会「大会メダル」デザインの製作

デザイン公表後（７月頃），Ｈ31製作開始

ウ 大会役員編成基準，総合開・閉会等への招待者の決定【国体】

平成31年３月開催の日本スポーツ協会国体委員会へ協議予定

エ 文化プログラム事業実施要項の策定，事業募集【国体，大会】

オ 総合案内所基本計画の策定【国体，大会】

（２）競技関係

ア 競技会役員編成基準の策定【国体】

平成31年３月開催の日本スポーツ協会国体委員会へ協議予定

イ 記録本部設置要項の策定【国体】

ウ 競技用具（ボクシング，ウエイトリフティング）の整備【国体】 など

（３）広報・県民運動関係

ア 広報活動【国体，大会】

① 公式ポスターデザインの選定【国体，大会】

・ デザイン一般公募（６～９月），審査（10～12月頃）

・ デザイン案を選定（平成31年１月頃）し，平成31年３月開催の日本スポ

ーツ協会国体委員会へ協議予定

② ２年前カウントダウンイベントの開催（10月中下旬，鹿児島市）

③ カウントダウンボードの設置（10月頃，県内３カ所）

④ 広報用ＰＲ映像の作成

⑤ 広報紙の発行，ホームページ・ＳＮＳ（随時更新），マスメディア等を活

用した広報活動の推進

⑥ 各種イベントと連携したＰＲ活動の推進

・ ＰＲ用ポスター・パネルの展示，チラシ・広報グッズ等の配布

・ マスコットキャラクターやロゴデザイン，イメージソング・ダンスを活

用したＰＲ など
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イ 県民運動【国体，大会】
① 花いっぱい運動の推進

推奨花種子・花育てガイドブックの配布，花育て教室の開催，花育て
リレー（市町村の実証栽培）等の実施

② 国体・大会をテーマにした「絵画コンクール」の開催
③ ゆめ～ KIBAIYANSE～ダンスの指導者等養成講習会の開催等
④ 運営ボランティア（国体1,700人，大会3,500人）の募集（７月～）
⑤ おもてなし広場基本計画【国体】，ふれあい広場基本計画【大会】の策定
⑥ おもてなし実施計画の策定【国体】
⑦ 県民運動参加団体の募集・登録 など

（４）式典関係【国体，大会】
ア 式典実施計画の策定

式典の具体的スケジュール，式典演技，式典音楽の構成・概要等
イ 式典音楽，式典演技の制作
ウ 炬火トーチ・炬火受皿デザイン募集・決定 など

（５）輸送・交通関係
ア 総合開・閉会式輸送実施計画（第１次）の策定【国体】
イ 輸送計画（第１次）の策定【大会】

（６）宿泊・衛生関係
ア 宿泊料金の決定【国体】

平成30年６月開催の日本スポーツ協会国体委員会へ協議予定
イ 第２次仮配宿の実施【国体】
ウ 第１次宿泊計画の策定【大会】
エ 医療救護，各種衛生対策に係る要領の策定【国体・大会】
オ 標準献立レシピ集の作成【国体・大会】

（７）施設調整関係
総合開・閉会式会場等整備基本設計の作成【国体，大会】 など

（８）警備・消防関係
ア 自主警備実施計画の策定【国体・大会】
イ 消防防災業務実施計画の策定【国体・大会】
ウ 大規模災害・突発重大事案対策業務実施計画の策定【国体・大会】

（９）全国障害者スポーツ大会関係【大会】
ア 選手団サポートボランティア（800人），養成協力校の決定，カリキュラムの
作成等

イ 情報支援ボランティア（600人）募集要項の策定，カリキュラムの作成等
など

（10）募金（目標４億円）・企業協賛（目標１億円）関係【国体，大会】
ア 企業等訪問，チラシ配布等による募金・企業協賛の募集

イ 企業協賛に係る契約書の作成等

ウ 募金者に対する感謝状・謝礼品の作成・交付 など
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（11）国体・大会における競技役員等養成事業（補助事業）【国体，大会】

ア 中央講習会等派遣事業
国体・大会に必要な審判員などの競技役員等を要請するため，中央（又はブ

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
イ 県内講習会等開催事業

国体・大会に必要な審判員などの競技役員等を要請するため，中央(，ブロ
ック又は県内)講師を招いた講習会･審査会等の開催に対する補助

ウ 開催準備活動事業
競技団体が行う国体・大会に向けた準備活動（先催県視察等の調査研究等）

に対する補助（Ｈ30開催の「福井しあわせ元気国体・大会」視察・調査研究な
ど）

２ 各種会議の開催

会 議 名 開催日（予定）

実 常任委員会の各専門委員会・同部会 平成30年４月～平成31年２月頃（適宜）

行 常任委員会 平成30年５月31日，平成31年２月頃

委 募金・企業協賛推進委員会 平成30年８月頃，平成31年３月頃

総会 平成30年５月31日

市町村連絡会議（国体） 平成30年６月13日

そ 競技運営連絡会議（国体） 平成30年６月13日

の 情報支援ボランティア養成連絡会議 平成30年６，９，12月頃

他 選手団サポートボランティア養成協力 平成30年７,10月頃，平成31年２月頃

校連絡会議

３ 各種調査等の実施
(1) 各種調査

調 査 項 目 調査対象 調 査 内 容

競技会運営経費調査（第三次） 会場地市町村 競技会実施の準備，運営に要す

国 る経費

体 おもてなし経費調査（第二次） 会場地市町村 正式競技，特別競技，デモスポ

におけるおもてなし運営経費

参加意向調査（第一次） 各都道府県及 参加に関する希望

大 宿泊意向調査（第一次） び政令指定都 宿泊に関する希望

会 利用交通機関意向調査（第一次） 市 利用交通機関に関する希望

競技用具整備調査（第一次） 競技団体 競技用具の必要数・現有数

競技役員等編成・養成調査（第一次） 競技団体 競技役員等の必要数，養成計画

(2) 先催県視察
視 察 先 大 会 名 期 日

第73回国民体育大会 ダンスコンテスト 平成30年６月24日

「福井しあわせ元気国体」 会期前大会 平成30年９月９日～17日

本大会 平成30年９月29日～10月10日

第18回全国障害者スポーツ大会 プレ大会 平成30年６月９～10日，17日

「福井しあわせ元気大会」 本大会 平成30年10月13～15日

第74回国民体育大会

「いきいき茨城ゆめ国体」 リハーサル大会 平成30年５～12月
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４ 各種会議への出席
会 議 名 開催地 開催日（予定）

全国障害者スポーツ大会開催都道府県連絡会議 鹿児島県 平成30年7月19～20日

日本スポーツ協会国体委員会 東京都 平成30年６，８，12月，

平成31年３月

国体開催県検討会議 栃木県 平成30年７月

佐賀県 平成31年２月頃

国体開催地連絡会議 福井県 平成30年11月頃

全国障害者スポーツ大会後催県報告会 福井県 平成30年11月頃
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１　収入

２　支出

（単位：千円）

科 目

諸 収 入 1

広 報 ・ 県 民 運 動 費 41,849
２年前イベントや絵画コンクールの
開催，広報誌やＨＰによるＰＲ等

会場地市町村との調整等

合 計 353,464

預金利息

繰 越 金 36,400 前年度繰越金

予 算 額 備 考

負 担 金 217,063 鹿児島県負担金

宿 泊 ・ 衛 生 費 27,274 合同配宿業務等

（単位：千円）

科 目 予 算 額 備 考

事
業
費

総 務 費 27,804
参加章・記念章の作成，
先催県視察等

競 技 費 4,861

式 典 費

寄 附 金 100,000
国体・大会施設整備等基金(県)へ
の積立

7,148 輸送実施計画（第一次）の策定等

補 助 事 業 費 35,641 競技役員等養成事業補助金

協 賛 金 事 業 0

事 務 局 費 37,474
事務局運営経費，
日本スポーツ協会との協議調整等

合 計 353,464

標 章 等 使 用 料 収 入 500

募 金 収 入 99,500

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会
平成30年度収支予算（案）

企 業 協 賛 収 入 0

全国障害者スポーツ大会費 27,010
競技会場整備基本設計の作成，情
報ボランティア養成業務等

施 設 調 整 費 10,424
開・閉開式会場等基本設計の作成
等

警 備 ・ 消 防 費 57 警備・消防専門委員会の開催等

33,922 式典実施計画の策定等

輸 送 ・ 交 通 費
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１　収入

２　支出

（単位：千円）

競 技 費

総 務 費 総会等各種会議の開催　等

4

備 考

式典実施計画策定　等

広報紙発行，ボランティア募集　等

輸送実施計画（第一次）策定　等

合同配宿業務委託　等

27,245

合 計 138,182

式 典 費

広 報 ・ 県 民 運 動 費

事務局運営経費

5,467

35,641

事 務 局 費

補 助 事 業 費

全国障害者スポーツ大会費

3,823

競技会場整備基本設計作成　等

24,541

（単位：千円）

競技役員等養成事業補助金

備 考

科 目

科 目

合 計

繰 越 金

諸 収 入

負 担 金 138,182

0

0

予 算 額

138,182

鹿児島県負担金
（開催準備事業及び競技役員等養
成事業負担金分）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会

平成３０年度暫定収支予算

2,252

予 算 額

123

17,989

「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14条第１項の規定により，
次のとおり平成３０年度暫定収支予算を専決処分したので，同条第２項の規定により，これ
を報告し，承認を求める。

事
業
費

警備・消防費

施 設 調 整 費

宿泊・衛生費

輸送・交通費

平成３０年４月１日から燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会第２回総会に
おいて平成３０年度収支予算が成立するまでの間の予算を定める必要があるため，会長が
専決処分を行ったものである。

（理　由）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会の平成３０年度暫定収支予算は，次
のとおりとする。

0

21,097

-17-

専決処分報告事項



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 東條　広光

鹿児島県市長会 会長 森　　博幸

鹿児島県町村会 会長 伊集院　幼

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 大園  清信

鹿児島県議会総務委員会 委員長 大久保　博文

鹿児島県議会文教警察委員会 委員長 井上　章三

鹿児島県議会環境厚生委員会 委員長 瀬戸口　三郎

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 平木　万也

鹿児島県総務部県民生活局 局長 迫　貴美

鹿児島県企画部 部長 古薗　宏明

鹿児島県ＰＲ・観光戦略部 部長 川野　敏彦

鹿児島県環境林務部 部長 藤本　徳昭

鹿児島県くらし保健福祉部 部長 中山　清美

鹿児島県商工労働水産部 部長 田﨑　寛二

鹿児島県農政部 部長 本田　勝規

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
木場　信人

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 山口　たけし

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 野田　浩一

鹿児島県小学校体育連盟 会長 原口　洋

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 小松　恵理子

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 牟田　真也

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 伊村　秀己

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 大柳　俊一

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

　(敬称略･順不同)

副会長
(8)

県

市町村

報告事項　ア



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 田中　良二

鹿児島県議会企画観光建設委員会 委員長 堀 口　文治

鹿児島県鹿児島地域振興局 局長 井多原　章一

鹿児島県南薩地域振興局 局長 五田　嘉博

鹿児島県北薩地域振興局 局長 大竹　俊光

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 松本　俊一

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 小屋敷　浩昭

鹿児島市 市長 森　　博幸

鹿屋市 市長 中西　　茂

枕崎市 市長 前田　祝成

阿久根市 市長 西平　良将

出水市 市長 椎木　伸一

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 中重　真一

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 下平　晴行

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 湯元　敏浩

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 木場　一昭

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 竹田　泰典

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 今井　力夫

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

県議会議員

県



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 山口　たけし

鹿屋市議会 議長 宮島　眞一

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 出水　睦雄

指宿市議会 議長 福永　德郎

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 中村　正人

いちき串木野市議会 議長 平石　耕二

南さつま市議会 議長 室屋　正和

志布志市議会 議長 西江園　明

奄美市議会 議長 師玉　敏代

南九州市議会 議長 伊瀬知　正人

伊佐市議会 議長 左近充　諭

姶良市議会 議長 森川　和美

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 林　義明

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 恒吉　智彦

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 岩川　俊広

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 池山　富良

天城町議会 議長 前田　芳作

伊仙町議会 議長 美島　盛秀

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 古川　浩之

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 髙岩　俊弘

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 安部　宏紀

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



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 代表理事 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 上野　一誠

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 鶴田　志郞

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 具志堅　隆

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 脇　勝明

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 玉川　惠

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 会長兼理事長 実島　可斉

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 福山　忍

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 髙田　健剛

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



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 住吉　大輔

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 山下　順通

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 前田　澄子

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 野添　正文

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 鹿児島支社長 大石　和弘

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 久見木　大介

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 濵田　雄一郎

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 篠崎　和敏

一般社団法人鹿児島県調理師連合会 理事長 前田　太洋

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

スポーツ・
レクリエーション

委員
(230)

産業・経済

通信・運輸・エネルギー

宿泊・衛生・観光

医療



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 中園　豊明

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 本田　勝彦

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 川内　博史

衆議院 議員 金子　万寿夫

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 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 長田　康秀

鹿児島県議会 議員 西髙　　悟

鹿児島県議会 議員 ふくし山　ノブスケ

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 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

県議会議員

顧問
(９)

国会議員

委員
(230)

社会団体

参与
(63)



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 永田　憲太郎

鹿児島県議会 議員 前原　　尉

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 今村　英仁

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 石丸　惠子

鹿児島県教育委員会 教育委員 堀江　美智代

株式会社南日本新聞社 代表取締役社長 佐潟　隆一

株式会社西日本新聞社鹿児島支局 総局長 上野　和重

株式会社日本経済新聞社鹿児島支局 支局長 久保田　泰司

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 代表取締役社長 村山　三千夫

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

公益財団法人鹿児島県体育協会 専務理事

鹿児島県総合体育センター 所長 田之上　典昭

鹿児島県障害福祉課 課長 折田　秀人

鹿児島県教育委員会保健体育課 課長 中山　恭平

競技力向上対策課 課長 寺前　重幸

報道

県議会議員

オブザーバー

県教育委員

参与
(63)



県及び会場地市町村の
業務分担細目

県及び会場地市町村の
業務分担基本方針

競技役員等養成基本計画競技役員等養成基本方針

公開競技実施基本方針実施競技選択基本方針

県議会　開催決議

競技運営基本方針

デモスポ実施基本方針

報　道　対　応

【開催地主催者（県）の開催準備】

推　進　体　制

施　設　整　備

情　報　通　信

募
金
・

企
業

協
賛

募金・企業協賛

警
備
・

消
防

警備・消防防災

宿
泊
・
衛
生

宿　　　泊

医事・衛生

広報基本計画

広報基本方針

競

技

競 技 運 営

式
典

式 典

広
報
・

県
民
運
動

広  　　報

県 民 運 動

輸
送
・

交
通

輸 送・交 通

開 催 基 本 方 針 開催準備総合計画

会場地市町村選定基本方針

会場地市町村選定(正式競技，特別競技)

市町村連絡会議

競技団体連絡会議

競技役員等編成基本方針

開・閉会式会場整備

総　合　案　内

来場者管理等

開　催　内　々　定

競 技 用 具

開　　催　　要　　望

全 体 計 画

文化プログラム

参加章・記念章

会 場 地 選 定

開 催 手 続

会場地市町村組織

国体県準備委員会

準備(実行)委員会
組織 総務専門委員会 広報・県民運動専門委員会

競技専門委員会 式典専門委員会
輸送・交通専門委員会

総　　　会

常任委員会

事 務 局 組 織

行幸啓・お成り

ＰＴ（プロジェクトチーム）

国体準備班設置
（教育庁）

国体準備課設置
(知事部局)

6年前

宿泊・衛生専門委員会

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会
年　度 平成22年度(2010) 平成23年度(2011) 平成24年度(2012) 平成25年度(2013) 平成26年度(2014)

総

務

逆　年 10年前 9年前 8年前 7年前

-25-

報告事項　イ(ア)



推奨花の試験栽培

大
会
報
告
書

総合・競技別プログラム競技会役員編成基準

自衛隊協力要請計画(リハ大会・本大会)自衛隊協力要請基本方針

競技別リハーサル大会リハーサル大会開催競技会選定・リハーサル大会開催基準要項（Ｈ29策定）

デモスポ会期決定

競技役員等養成事業の推進

「
燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
国
体

」

一般観覧者募集・抽選大会役員編成基準

総合案内所・休憩所総合案内所計画

競技用具整備要項

記　録　本　部記録本部設置要項記録業務基本方針・基本計画

会場地市町村選定(デモンストレーションスポーツ)

会場地市町村選定(公開競技)

総合案内所基本方針

開催決定・会期決定開催申請・開催内定

競技役員等編成計画

参加申込受付・組会せ抽選

デモスポ実施基準要項・実施申請

文化プログラム実施申請

報道委員会 全国報道者会議

中央競技団体正規視察

情報通信基本計画 情報通信本部

募金・企業協賛推進方針・計画 企業協賛の特典の実行

募金・企業協賛募集

消防防災業務実施計画

競技用具整備基本方針

大規模災害・突発重大事案
警備本部

対策業務実施計画

警備・消防防災基本方針 関係機関との協力体制整備・調整等

警備・消防防災基本計画 市町村警備・消防防災 自主警備業務実施計画 会場運営要綱 消防防災本部

業務推進指針

救　護　本　部

医療救護・各種衛生対策の推進

馬事衛生対策要項 馬事衛生対策本部

宿泊基本方針 宿泊基本計画 宿泊要項 合同配宿本部

宿泊施設等調査，配宿計画・調整，その他宿泊関連業務の推進

標準献立作成方針 標準献立の作成・普及，弁当調達対策

「
燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
大
会

」

マスコットキャラクター 開催決定記念イベント ２年前イベント，カウントダウンボード １年前イベント，歓迎塔 １００日前イベント

県民運動基本方針 県民運動プログラム ボランティアの募集・育成

愛称・スローガン イメージソング・ダンス 公式ポスター・観戦ガイドブック等

ボランティアの配置

県民運動基本計画 国体推奨花選定

式　典　本　部

式典準備の推進　(式典プログラム，集団演技，式典音楽，炬火点火等) 式典リハーサル

競技会表彰式基準要領

医事・衛生基本方針 医事・衛生基本計画 医療救護要項

種子配布，花育てリレー，花育て教室 競技会場等への装花

おもてなし広場基本計画，講習会・おもてなしリーフレット おもてなし広場

輸　送　本　部

総合開・閉会式輸送計画

競技会会期決定

輸送・交通基本計画輸送・交通基本方針

式典基本計画式典基本構想式典基本方針 式典実施要項式典実施計画

県外参加者等輸送計画，総合開・閉会式輸送計画等

開催準備総合計画（改訂）

第
20
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
｜
ツ
大
会

会場地市町村選定
（オリンピック対策競技）

文化プログラム実施基本方針 文化プログラム事業募集等（実施要項，募集，登録等） 文化プログラムの実施

参加章等デザイン制定方針 デザイン決定・必要数量調査・制作・配布

会場等整備基本計画・基本設計 実施設計 会場設営・会場管理・撤去

競技用具整備計画の策定及び整備推進

総監督会議・役員懇談会等開催基本構想

大会実施要項

その他，必要に応じて各種専門委員会に部会を設置

会場地市町村準備委員会　(随時設置)

国体・全国障害者スポーツ
大会県実行委員会

同実行委員会

開催年

警衛基本計画，行幸啓・お成り計画 行幸啓本部

県 開 催 推 進 本 部 県　実　施　本　部

最
終
総
会

解
散

総合視察(日体協・文科省)

国体・全国障害者スポーツ
大会局設置

第
75
回
国
民
体
育
大
会

5年前 4年前 3年前 2年前 1年前

開催準備総合計画（第75回国民体育大会）  (案)
平成27年度(2015) 平成28年度(2016) 平成29年度(2017) 平成30年度(2018) 平成31年度(2019) ２０２０年度

施　　設　　整　　備　　の　　推　　進

警備・消防専門委員会

募金・企業協賛専門委員会

全国障害者スポーツ大会

専門委員会

募金・企業協賛推進委員会
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第２回常任委員会
平成30年５月31日決定



総
務

第
20
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
｜
ツ
大
会

【開催地主催者（県）の開催準備】

行幸啓

リハーサル・合同練習会

役員編成

式典 式典基本方針策定(※) 式典基本計画 式典実施計画 式典実施要項

競技用具

基本計画の策定

競技役員等養成
競技役員等養成
基本方針策定(※)

警備・消防防災

医療救護・各種衛生対策の推進

関係機関との協力体制整備・調整等

輸送本部設置・運営

宿泊

宿泊・輸送管理システム設計
宿泊等基本方針策定(※)

医事・衛生

警備・消防防災本部設置・運営

第１次参加意向調査
第１次宿泊計画策定

第２次参加意向調査
第２次宿泊計画策定

医事・衛生本部設置・運営

競技用具等配備

プログラム編成会議

競
技
・
式
典

競技運営

競技運営主管団体決定(※) プログラム編成（リハーサル）

競技実施要項策定オープン競技実施基本方針策定(※) オープン競技決定

競技用具整備要項策定 競技用具調査（１次） 競技用具等調査（２次），整備

競技役員等養成

編成計画策定

施
設
等
調
整

各競技会場施設整備

開催基本計画策定

全体計画

各基本方針策定（以下の 「(※)」 記載の基本方針等） 大会実施要綱策定 リハーサル大会

「
燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
大
会

」

会場地設営等基本方針策定(※) バリアフリー等調査 競技会場整備基本設計 競技会場整備実施設計 会場設営・撤去

開・閉会式会場整備 開・閉会式会場等整備基本計画・基本設計 実施設計 会場設営・撤去

会場管理 会場管理

輸送・交通 輸送・交通基本方針策定(※) 第１次輸送計画策定 第２次輸送計画策定

養成，
配置計画策定

ふれあい広場の設置，運営

会場地選定 会場地選定基本方針策定(※) 会場地市町村選定 オープン競技会場決定

リハーサル大会，
本大会での活動

情報支援 カリキュラム作成
指導者養成，
ボランティア募集

養成，
配置計画策定

3年前 2年前 1年前

警衛基本計画，行啓，お成り計画 行幸啓本部設置

広報・県民運動 愛称・スローガン等決定(※)
広報基本方針，県民運動
基本方針策定(※)

国体と連携した普及啓発活動の展開（愛称，スローガン，マスコット　等） 大会ハンドブック作成

選手団 養成協力校決定，カリキュラム作成，
ボランティア募集

養成，
配置計画策定

競技本部・記録本部
設置運営

リハーサル大会・本大会
の競技運営

宿泊施設基礎調査 最終参加意向調査
宿泊本部設置・運営

全国代表者会議

ふれあい広場

ボランティア

大会運営

ボランティア養成
基本方針策定(※)

カリキュラム作成，
ボランティア募集

開催基本方針策定(※) 開催決定，会期決定

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（第20回全国障害者スポーツ大会）（案）

年　度 平成27年度(2015) 平成28年度(2016) 平成29年度(2017) 平成30年度(2018) 平成31年度(2019) 2020年度
開催年

事務局組織 障害福祉課全国障害者
ｽﾎﾟｰﾂ大会準備班設置

国体・全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会局
総務企画課

全国障害者スポーツ大会係設置

国体・全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会局
全国障害者スポーツ大会課設置

推進組織 準備（実行）委員会組織
全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会
鹿児島県準備委員会

燃ゆる感動かごしま国体・
かごしま大会実行委員会

逆　年 5年前 4年前

-
2
7
-
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報告事項　イ(イ)

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
式典基本計画

別冊参照



「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」参加章・記念章
デザイン（案）

１ 参加章，記念章のデザイン（案）
デザインコンペで応募のあった11作品の中で，鹿児島らしさが感じ

られる国指定伝統工芸品である薩摩焼（白薩摩）を素材に使用し，ま
た，両大会の感動と思い出が残るように，ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰの「ぐりぶー」
と「さくら」が炬火を持って走る絵柄を用いたデザインを選定

国 体 障ｽﾎﾟ大会
区 分 参加章 記念章 参加章
素 材 薩摩焼(白薩摩) 同 左 同 左
形 状 丸形（正円） 同 左 同 左
大 き さ 直径40㎜ 直径30㎜ 直径40㎜
重 さ 約16g 約9g 約16g
使用図柄 国体・大会のﾏｰｸ，ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ｢ぐりぶー｣と｢さくら｣

※ 国体の参加章・記念章と，大会の参加章の完成イメージは，別添（45

ページ）のとおり。

２ 参加章・記念章の交付対象等
国 体 障ｽﾎﾟ大会

区 分 参加章 記念章 参加章
大会役員， 公開競技・デモス 大会役員，競技役
正式・特別競 ポの役員・監督・ 員，監督・選手，

交付対象 技の役員・監 選手，補助員，自 補助員，式典出演
督・選手 衛隊協力員，式典 者，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

出演者，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
製作個数 約42,000個 約40,000個 約18,000個
完成時期 2020年夏頃（発注から２年程度）

３ デザイン（案）決定の経緯等
・ デザイン制定方針の策定（H29.8.１総務専門委員会の議決）
・ デザインコンペ（H29.10～12月）応募作品数11点
・ デザイン(案)の総務専門委員会（H30.5.21）への提案・審議
・ デザイン(案)の日本スポーツ協会・国体委員会(H30.6.14)への

提案・審議
・ 試作品の公表（平成30年7月頃）

【 参 考 】
○ 燃ゆる感動かごしま国体（第75回国民体育大会） 2020年10月3日(土)～13日(火)

○ 燃ゆる感動かごしま大会（第20回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会）2020年10月24日(土)～26日(月)
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報告事項　ウ(ア）
第12回総務専門委員会
平成30年５月21日決定 
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「燃ゆる感動かごしま大会」大会メダルのデザイン

１ メダルのデザイン（案）

デザインコンペで応募のあった12作品の中で，①鹿児島らしさを感

じられる国指定伝統工芸品である大島紬の龍郷柄，薩摩焼の籠目透か

し彫り，県花であるﾐﾔﾏｷﾘｼﾏ，桜島の火山灰(貼付)とともに，②ﾏｽｺｯﾄ

ｷｬﾗｸﾀｰの「ぐりぶー」や大会ロゴマークを８角形のフレームにバラン

ス良く配置したデザインを選定

区 分 内 容

形 状 等 八角形（１辺20㎜，対角線55㎜）

重 さ 約60g

全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会ﾏｰｸ，ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ｢ぐりぶー｣，

デザイン(案) 薩摩焼「籠目透かし彫り」，大島紬「龍郷柄」，大会ロゴ

マーク，県花「ﾐﾔﾏｷﾘｼﾏ」，桜島火山灰の貼付け

※ メダルの完成イメージは，別添（46ページ）のとおり。

２ メダルの交付対象等

区 分 内 容

交付対象 「燃ゆる感動かごしま大会」における

１位から３位までの入賞者

製作個数 (金)約1,400個，(銀)約1,000個，(銅)約1,000個

完成時期 2020年夏頃（発注から１年程度）

※ 国体の１～３位入賞者に対するメダル授与は，行わない。

３ デザイン(案)決定の経過等

・ デザイン制定方針の策定（H29.8.１総務専門委員会の議決）

・ デザインコンペ（H29.10～12月) 応募作品数12点

・ デザイン(案)の総務専門委員会（H30.5.21）への提案・審議

※日本スポーツ協会・国体委員会の承認は不要

・ 試作品の公表（平成30年7月頃）

【 参 考 】

○ 燃ゆる感動かごしま大会（第20回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会）2020年10月24日(土)～26日(月)
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報告事項　ウ(イ） 第12回総務専門委員会
平成30年５月21日決定
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「燃ゆる感動かごしま国体」デモンストレーションスポーツ競技会会期　※実施順

会　場　地

出水市 ４月 １９日 （日）

姶良市 ４月 １９日 （日）

鹿児島市 ４月 ２６日 （日）

姶良市 ４月 ２６日 （日）

出水市 ５月 ５日 （火）

西之表市 ５月 １０日 （日）

東串良町 ５月 １６日 （土）

日置市 ５月 １７日 （日）

志布志市 ５月 １７日 （日）

霧島市 ５月 ２３日 （土）

南九州市 ５月 ２４日 （日）

中種子町 ５月 ３１日 （日）

鹿屋市 ５月 ３１日 （日）

知名町 ５月 ３１日 （日）

錦江町 ６月 ７日 （日）

長島町 ６月 １４日 （日）

大崎町 ６月 ２１日 （日）

阿久根市 ６月 ２８日 （日）

ミニバレーボール 伊仙町 ６月 ２８日 （日）

南種子町 ７月 ５日 （日）

和泊町 ７月 ５日 （日）

垂水市 ７月 １９日 （日）

南九州市 ７月 １９日 （日）

阿久根市 ７月 ２０日 （月）

いちき串木野市 ７月 ２６日 （日）

霧島市 ７月 ２６日 （日）

喜界町 ８月 ２日 （日）

宇検村 ８月 ８日 （土）

大和村 ８月 ９日 （日）

瀬戸内町 ８月 １５日 （土）

フライングディスク 鹿児島市 ８月 １６日 （日）

徳之島町 ８月 ２２日 （土）

三島村 ８月 ２４日 （月）

与論町 ９月 ５日 （土）

薩摩川内市 ９月 ６日 （日）

南さつま市 ９月 １２日 （土）

いちき串木野市 ９月 １３日 （日）

ターゲット・バードゴルフ 出水市 ９月 １３日 （日）

十島村 ９月 ２６日 （土）

龍郷町 １０月 １１日 （日）

ペタンク 姶良市姶良公民館広場

競　技　名 会　　場 実　施　日（2020年）

ビリヤード ビリヤード＆ダーツ・撞球亭

お手玉 ハートピアかごしま体育館

ダンススポーツ 姶良市総合運動公園体育館

エアロビック 出水市総合体育館

ソフトバレーボール 西之表市民体育館

史跡巡りウォーキング 唐仁古墳群周辺

ソフトバレーボール 日置市吹上浜公園体育館

歴史探訪ウォーキング 志布志市内一円

ジャズ体操 国分海浜公園体育館

ディスクゴルフ 南九州市頴娃運動公園

ウォーキング 西之表港～種子島中央体育館～宇宙センター

スポーツ吹矢 平和公園串良平和アリーナ

ミニバレー 知名町民体育館

ミニバレーボール 和泊中学校体育館

真向法体操 錦江町中央公民館

ママさんバレー 長島町総合町民体育館

ドッジボール 大崎町総合体育館

ビーチフラッグス 脇本海水浴場

伊仙町総合体育館

サーフィン 竹崎海岸

少年サッカー 宇検村野球場

ランニングバイク 大和村奄美フォレストポリス

スポーツチャンバラ 垂水中央運動公園体育館

ドライビングコンテスト（ゴルフ） 地域交流施設（三豊ゴルフクラブ）

遠泳 阿久根大島

少林寺拳法 いちき串木野市総合体育館

パークゴルフ 霧島市まきのはら運動公園パークゴルフ場

ボート（フネィンカー競漕） 喜界町湾港（喜界町漁業協同組合前）

徳之島健康の森総合運動公園

ラジオ体操 三島開発総合センター

少年相撲 瀬戸内町大湊緑地公園相撲場

ふれあいグラウンド・ゴルフ 龍郷町中央グラウンド

【36競技32市町村】

３Ｂ体操 いちき串木野市総合体育館

クレインパークいずみ西側広場

マラソン 十島村各７島

史跡巡りウォーキング 与論町町内一円

バウンドテニス 薩摩川内市総合運動公園総合体育館（サンアリーナせんだい）

サイクリング 南さつま市内全域

県立吉野公園

ふれあいグラウンドゴルフ
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第12回競技専門委員会
平成30年４月23日　決定

日程順

報告事項　エ(ア）

※　会期の決定は，日本スポーツ協会国体委員会の承認を得て決定（平成31年12月頃）



燃ゆる感動かごしま国体競技会場名変更について 

１ 総合開閉会式，陸上競技の競技会場 

競技等 
会場地 

市町村 

競技会場名 

（旧） (新) 

総合 

開閉会式 
鹿児島市 鹿児島県立鴨池陸上競技場

白波スタジアム 

（鹿児島県立鴨池陸上競技場）
陸上競技 

【変更理由】 

燃ゆる感動かごしま国体の総合開閉会式及び陸上競技会場である鹿児島県立鴨

池陸上競技場は，ネーミングライツパートナー契約に基づき，平成 30 年４月１日

から３年間，愛称が「白波スタジアム」となったところであり，表記方法につい

て，「白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）」とされたところである。 

これに伴い，燃ゆる感動かごしま国体の競技会場名を，「白波スタジアム（鹿児

島県立鴨池陸上競技場）」として，今回変更するものである。
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第12回競技専門委員会
平成30年４月23日　決定

報告事項　エ(イ）


