


































市町村名 担当課（室）等 電話番号
鹿児島市 国体推進部 国体総務課　市民運動係 099-808-2478

鹿屋市 市民生活部 市民スポーツ課　国体推進室 0994-31-1132
枕崎市 教育委員会 保健体育課　国体推進係 0993-72-0170

阿久根市 教育委員会 スポーツ推進課　国体係 0996-73-4649
出水市 産業振興部 国体推進課 0996-63-4187
指宿市 産業振興部 国体・スポーツコンベンション推進室 0993-23-1014

西之表市 教育委員会 社会教育課　生涯スポーツ係 0997-22-1111（内線 259）
垂水市 教育委員会 国体推進課　国体推進係 0994-32-7553

薩摩川内市 商工観光部 国体推進課　国体企画グループ 0996-23-5111（内線 5423）
日置市 教育委員会 社会教育課　国体推進係 099-274-2175
曽於市 教育委員会 社会教育課　生涯スポーツ係 099-482-5958
霧島市 市民環境部 国民体育大会推進課 0995-64-0736

いちき串木野市 教育委員会 市民スポーツ課 0996-21-5129
南さつま市 総務企画部 国体推進室 0993-76-1519

志布志市 教育委員会 生涯学習課　国体推進係 099-472-1111
奄美市 教育委員会 スポーツ推進課 0997-52-1111（内線 5622）

南九州市 教育委員会 保健体育課　国体推進係 0993-56-1111（内線 4942）

伊佐市 教育委員会 スポーツ推進課
( 伊佐市カヌー競技場艇庫内 ) 0995-28-1073

姶良市 教育委員会 国体推進課 0995-62-2140
三島村 教育委員会 事務局 099-222-3141
十島村 教育委員会 教育総務課 099-227-9771

さつま町 教育委員会 国体推進室　国体推進係 0996-53-1111（内線 2561）
長島町 教育委員会 社会教育課　社会体育係 0996-88-6500
湧水町 総務課　国体準備室 0995-74-3111（内線2238・2239）
大崎町 教育委員会 社会教育課 099-476-1111（内線 424）

東串良町 教育委員会 社会教育課 0994-63-3134
錦江町 教育委員会 教育課生涯学習チーム かごしま国体室 0994-22-0517 ⇒ 6 月～ 22 ｰ 2303

南大隅町 教育委員会 教育振興課　かごしま国体準備室 0994-25-1230
肝付町 教育委員会 生涯学習課 0994-65-2594

中種子町 教育委員会 社会教育課　社会体育係 0997-24-2226
南種子町 教育委員会 社会教育課 0997-26-1111
屋久島町 教育委員会 社会教育課 0997-43-5900（内線 160）

大和村 教育委員会 事務局 0997-57-2154
宇検村 教育委員会 事務局 0997-67-2261

瀬戸内町 教育委員会 社会教育課　生涯学習係 0997-72-2905
龍郷町 教育委員会 事務局 0997-69-4532
喜界町 教育委員会 生涯学習課　社会体育係 0997-65-0229

徳之島町 教育委員会 社会教育課　社会体育係 0997-82-2904
天城町 商工水産観光課　国体準備室 0997-85-5184
伊仙町 教育委員会 社会教育課　社会体育係 0997-86-4653
和泊町 教育委員会 事務局　生涯学習係 0997-92-0300
知名町 教育委員会 生涯学習課 0997-81-5151
与論町 教育委員会 事務局　生涯学習課 0997-97-2441
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活動区分 活動場所
9月 10月
26日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日 12日13日

総合リハーサル 白波スタジアム ○
総合案内 白波スタジアム他(※1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合開会式 白波スタジアム ○
総合閉会式 白波スタジアム ○

競技会 各競技会場 各市町村が必要に応じて募集します。

活動区分 活動場所
5月 10月

16日 17日 17日 23日 24日 25日 26日
リハーサル大会 各競技会場(※2) ○ ○

公式練習 ○
総合リハーサル 白波スタジアム ○

総合案内 白波スタジアム他(※3) ○ ○ ○ ○
開会式 白波スタジアム ○
競技会 各競技会場(※２) ○ ○ ○
閉会式 白波スタジアム ○

実施競技 障害区分 競技会場
陸上競技 身 ･ 知 白波スタジアム

水泳 身・知 鴨池公園水泳プール
アーチェリー 身 鹿児島ふれあいスポーツランド

卓球・
サウンドテーブルテニス 身・知・精 鹿児島アリーナ

フライングディスク 身・知 県立サッカー・ラグビー場
ボウリング 知 サンライトゾーン

バレーボール 身・知 桜島総合体育館

実施競技 障害区分 競技会場
バスケットボール 知 姶良市総合運動公園体育館

車いすバスケットボール 身 いちき串木野市総合体育館
ソフトボール 知 知覧平和公園多目的球場

フットベースボール 知 知覧平和公園陸上競技場
グランドソフトボール 身 開聞総合グランド

バレーボール 精 平和公園串良平和アリーナ

サッカー 知 国分運動公園陸上競技場
国分運動公園多目的広場

■　募集期間　　2018年 7 月 2 日（月）から2020年 5 月15 日（金）まで
■　募集人数　　運営ボランティア　5,200名，情報支援ボランティア　600名
■　お申込みいただける方
　「運営ボランティア」
    2008年（H20年）4 月1日以前に生まれた方で，事前の研修会への参加と活動日の参加が可能な方。
　「情報支援ボランティア」
    2002年（H14年）4 月1日以前に生まれた方で，事前の研修会への参加と活動日の参加が可能な方。
■　活動日・活動場所

運営ボランティア 情報支援ボランティア

　「ボランティアチーム」の募集を開始しました！ 
　企業や団体など，チーム（10名以上）で運営ボランティアに登録していただきます。
チーム名をホームページで紹介します。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

県実行委員会による募集だよ！

※ボランティア募集の詳細はコチラ ↓

※１ 　白波スタジアムの
他，駅・空港などに
設置予定です。

※２ 　各競技会場につ
いては，下表をご参
照ください。

※３ 　白波スタジアムの
他，かごしま大 会
各競技会場 ( ※ 2)，
駅・空港などに設置
予定です。

2020年 10 月 3 日 ( 土 ) ～10月 13日 ( 火 )

かごしま大会競技会場一覧

2020年 10月 24日 ( 土 ) ～10月 26日 ( 月 )

第２の主役はボランティア。オール鹿児島で  感動を起こそう！　　

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 。




