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審議事項

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の開催時期について

【開催時期】

２０２３年（令和５年）

【その他】

かごしま国体・かごしま大会の会期については，本年の日程を

そのままスライドすることとし，会場についても，現在の会場を

使用することを基本とする。

今後，具体的な会期，会場等について，各市町村や競技団体

と協議した上で，日本スポーツ協会等と調整予定
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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 塩田　康一

県議会議員 鹿児島県議会 議長 外薗　勝蔵

鹿児島県 副知事 岩切　剛志

鹿児島県 副知事 中村　かおり

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 森田　俊彦

福祉 社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会 会長 藤田　満

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 堀之内　芳平

鹿児島県議会総務委員会 委員長 田畑　浩一郎

鹿児島県議会文教警察委員会 委員長 伊藤　浩樹

鹿児島県議会環境厚生委員会 委員長 前野　義春

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

鹿児島県文化スポーツ局 局長 迫　貴美

鹿児島県男女共同参画局 局長 印南　百合子

鹿児島県企画部 部長 藤本　徳昭

鹿児島県ＰＲ・観光戦略部 部長 木場　信人

鹿児島県環境林務部 部長 松下　正

鹿児島県くらし保健福祉部 部長 地頭所　恵

鹿児島県商工労働水産部 部長 五田　嘉博

鹿児島県農政部 部長 満薗　秀彦

鹿児島県土木部 部長 兒島　優一

鹿児島県危機管理防災局 総括危機管理防災
監（兼）局長 橋口　秀仁

鹿児島県警察本部 本部長 鈴木　敏夫

鹿児島県市議会議長会 会長 川越　桂路

鹿児島県町村議会議長会 会長 田之畑　稔

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 石田尾　行徳

鹿児島県中学校体育連盟 会長 立石　芳文

鹿児島県小学校体育連盟 会長 土田　史郎

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 西　正義

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 代表理事会長 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 徳田　太一

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 玉利　雅昭

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

令和２年.９.23日 現在　(敬称略･順不同)

報告事項ア

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会　役員等の変更について

　　第３回総会（令和元年５月29日開催）時からの役員・委員等の変更を網掛けにて記載

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

副会長
(8)

県

市町村

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
(41)

県議会議員

県

市町村

学校・学校体育団体
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役職名 選出区分 所属団体等 役職名 氏　名

鹿児島県議会産業観光経済委員会 委員長 向井　俊夫

鹿児島県議会企画観光建設委員会 委員長 宝来　良治

鹿児島県鹿児島地域振興局 局長 寺地　浩一

鹿児島県南薩地域振興局 局長 大山　浩昭

鹿児島県北薩地域振興局 局長 伊村　秀己

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 局長 中野　功久

鹿児島県大隅地域振興局 局長 松薗　英昭

鹿児島県熊毛支庁 支庁長 谷口　浩一

鹿児島県大島支庁 支庁長 田中　完

鹿児島県ＰＲ・観光戦略部 観光プロデューサー 伊牟田　均

鹿児島県教育委員会 副教育長 奥　一彦

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 小園　裕康

屋久島町 町長 荒木　耕治

大和村 村長 伊集院　幼

宇検村 村長 元山　公知

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 森田　弘光

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

令和２年.９.23日 現在　(敬称略･順不同)

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会　委員等名簿

委員
(230)

市町村

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 川越　桂路

鹿屋市議会 議長 花牟礼　薫

枕崎市議会 議長 中原　重信

阿久根市議会 議長 野畑　直

出水市議会 議長 杉本　尚喜

指宿市議会 議長 木原　繁昭

西之表市議会 議長 永田　章

垂水市議会 議長 篠原　靜則

薩摩川内市議会 議長 新原　春二

日置市議会 議長 漆島　政人

曽於市議会 議長 土屋　健一

霧島市議会 議長 阿多　己清

いちき串木野市議会 議長 下迫田　良信

南さつま市議会 議長 有村　義次

志布志市議会 議長 東　宏二

奄美市議会 議長 与　勝広

南九州市議会 議長 加治佐　民生

伊佐市議会 議長 緒方　重則

姶良市議会 議長 東馬場　弘

三島村議会 議長 長濵　義人

十島村議会 議長 前田　功一

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 宮本　昭一

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 益山　二郎

中種子町議会 議長 德永　留夫

南種子町議会 議長 広浜　喜一郎

屋久島町議会 議長 髙橋　義友

大和村議会 議長 奥田　忠廣

宇検村議会 議長 杉浦　治俊

瀬戸内町議会 議長 岡田　弘通

龍郷町議会 議長 前田　豊成

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 武田　正光

伊仙町議会 議長 明石　秀雄

和泊町議会 議長 永野　利則

知名町議会 議長 福井　源之介

与論町議会 議長 髙田　豊繁

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 支局長 金平　成市

国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所 所長 鈴木　淳

国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所 所長 岩男　忠明

自衛隊鹿児島地方協力本部 本部長 赤岩　英明

海上保安庁第十管区海上保安本部 本部長 一條　正浩

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 松岡　達郎
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 赤塚　隆平

鹿児島県国公立幼稚園・こども園協会 会長 石原　義仁

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 太田  敬介

鹿児島県特別支援学校長会 会長 福田　雅紀

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 末永　皓久

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 そのだ　修光

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 仮屋　秀一

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 六反　理枝子

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 永田　優治

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 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 今村　博

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 新元　育美

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

鹿児島県スポーツウエルネス吹矢協会 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　鉄平

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 樺山　伸恵

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 柚木　弘文

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 森山　裕

一般社団法人鹿児島県建設業協会 会長 藤田　護

一般社団法人鹿児島県銀行協会 会長 松山　澄寛

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 下町　和三

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 鳥部　敏雄

西日本電信電話株式会社鹿児島支店 支店長 榊原　寿治

九州電力株式会社鹿児島支店 執行役員鹿児島支店長 中野　隆

九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社 執行役員鹿児島支社長 中村　裕之

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 越智　健一郎

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 児玉　敬三

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 塩田　康一

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 安樂　剛

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 池上　滝一

鹿児島県子ども会育成連絡協議会 会長 川添　公貴

社会福祉法人鹿児島県保育連合会 会長 幸多　健次

日本ボーイスカウト鹿児島県連盟 連盟長 塩田　康一

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 塩田　康一

かごしまボランティア連絡協議会 会長 水流　留治

国際ロータリー第2730地区 ガバナー 風呂井　敬

一般社団法人県視覚障害者団体連合会 会長 田中　勉

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 花木　千鶴

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 柴立　鉄平

鹿児島県議会 議員 白石　誠

鹿児島県議会 議員 米丸　まき子

鹿児島県議会 議員 寿　はじめ

鹿児島県議会 議員 森　昭男

鹿児島県議会 議員 小幡　興太郎

鹿児島県議会 議員 安楽　ひでみ

鹿児島県議会 議員 中村　正人

鹿児島県議会 議員 たいら　行雄

鹿児島県議会 議員 郷原　拓男

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 上山　貞茂

鹿児島県議会 議員 東　　清剛

鹿児島県議会 議員 遠嶋　春日児

鹿児島県議会 議員 西村　協

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 おさだ　康秀

鹿児島県議会 議員 大久保　博文

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 瀬戸口　三郎

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

委員
(230)

社会団体

顧問
(９)

国会議員

参与
(65)

県議会議員
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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 永井　章義

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 鶴薗　真佐彦

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 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 支局長 片岡　寛

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 佐々木　浩人

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 四倉　幹木

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 前田　晋吾

株式会社時事通信社鹿児島支局 支局長 堤　拡憲

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 竹添　賢一

株式会社南日本放送（ＭＢＣ） 代表取締役社長 中野　寿康

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 川﨑　俊司

公益財団法人鹿児島県体育協会 専務理事兼事務局長 坂口　純弘

鹿児島県総合体育センター 所長 山口　良人

鹿児島県障害福祉課障害者支援室 室長 木村　仁士

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 参事(兼)競技力向上対策課長 寺前　重幸

報道

参与
(65)

県議会議員

オブザーバー

県教育委員
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報告事項イ

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会

総会・常任委員会の今後のスケジュールについて（予定）

１ 10月下旬（開催年決定後） 【第８回常任委員会】

○ 令和元年度事業報告（案）及び収支決算（案）

○ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会開催準備総合計画の変更（案）

○ 令和２年度事業計画の変更（案）及び収支予算の補正（案）

○ 会期（案）

※審議後，日本スポーツ協会へ提出

２ 11月上旬 【第５回総会】

○ 第８回常任委員会と同様の審議事項
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