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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

令和３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」(令和２

年11月策定，令和３年３月改訂）に基づき，次の事業を実施し，円滑な業務推進に努

めた。

１ 開催準備の主要業務の推進

（１）総務関係

ア 特別国民体育大会開催に向けた基本目標の改訂【国体】（令和３年６月３日）

イ 「燃ゆる感動かごしま国体における新型コロナウイルス感染防止対策ガイド

ライン」の策定【国体】（令和４年３月29日）

ウ 大会役員編成基準の承認【国体】（令和４年３月17日）

エ 「文化プログラム実施基本方針」及び「文化プログラム事業実施要項」の改

訂【国体，大会】（令和４年３月８日）

（２）競技関係【国体】

ア 実施競技，競技会場，競技会会期の決定

日本スポーツ協会へ本県案の提出及び決定（令和３年６月10日）

イ 競技役員等編成計画の見直し

ウ 競技役員等養成事業の推進

エ 競技会役員編成基準の承認（令和４年３月17日）

オ 競技別リハーサル大会の認定

カ 自衛隊協力要請業務の推進（支援部隊選定の調整）

（３）広報・県民運動関係【国体，大会】

ア 広報活動

① 広報基本方針，基本計画の改訂

② 公式ポスターの配布

③ かごしま国体・大会パンフレット，ＰＲチラシ等の配布

④ ホームページ・ＳＮＳ（随時更新），メディア等を活用した広報活動の推

進

⑤ 選手インタビュー動画の公開，広報用映像のリニューアル

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

⑦ 出張ＰＲ活動の実施（出張授業等）

⑧ 後催県交流推進事業の実施

⑨ 鹿児島・佐賀エールプロジェクトの推進

イ 県民運動
① 県民運動基本方針，県民運動基本計画，県民運動プログラムの改訂
② 運営ボランティア募集要項の改訂
③ 花いっぱい運動の推進
・ 「花育てリレー」の実施（４月～10月 9,456株）
・ 花育て教室の開催（５月～７月 県内３地区），推奨花種子袋の配布
（４月～８月 32,000袋）

④ おもてなし広場基本計画の改訂
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⑤ 総合案内所基本計画の改訂
⑥ 「ゆめ～KIBAIYANSE～ダンス」講習会の開催（７月 県内３地区）
⑦ 「2023おもてなし隊」（県民運動参加団体）の募集・登録
⑧ 広報ボランティアによるＰＲ活動の実施
⑨ クリーンアップ運動・あいさつ運動の実施

（４）式典関係【国体，大会】
式典演出の検討・推進
① 式典プログラムの再検討
② 式典音楽・式典演技等の再検討

（５）輸送・交通関係【国体，大会】
ア 開・閉会式等輸送計画の再検討
イ 関係機関との協力体制整備・調整

（６）宿泊・衛生関係【国体，大会】
ア 宿泊関連業務の推進
① 宿泊施設等調査
② 宿泊施設客室提供依頼

イ 医療救護，各種衛生対策の推進

（７）警備・消防関係【国体，大会】
ア 関係機関との協力体制整備・調整
イ 自主警備業務実施計画の改訂
ウ 消防防災業務実施計画の改訂
エ 大規模災害・突発重大事案対策業務実施計画の改訂
オ 会場管理運営要綱の改訂

（８）全国障害者スポーツ大会関係【大会】
（１），（３）～（７），（９），（10）に含まれない業務
ア 開催基本計画の改訂（令和４年３月29日）
イ 正式競技（ボッチャ）の追加（令和３年５月21日）
ウ 競技別会期，オープン競技の決定

日本パラスポーツ協会及び文部科学省へ本県案の提出及び決定（令和４年３
月16日）

エ バリアフリー（ソフト面）推進，障害や障害者スポーツの理解促進
オ 情報支援ボランティア協力意向調査，リーダー研修会等の開催
カ 選手団サポートボランティア養成の協力依頼（県内の大学等），養成テキス
トの作成

キ 競技役員・補助員編成計画の再検討

（９）募金（目標４億円）・企業協賛（目標１億円）関係【国体，大会】
ア チラシ配布等による募金・企業協賛の募集
イ 募金者に対する感謝状・謝礼品の作成・交付
ウ 募金箱の設置やイベント等での募金活動，募金グッズ販売

（10）補助事業関係
ア 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】
① 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養成するため，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

② 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養成するため，中央・ブロ

ック・県内から講師を招いた講習会・審査会等の開催に対する補助
イ 大規模スポーツ大会誘致事業（補助事業）【国体】

全国レベル以上及びトップアスリートが参加するハイレベルな大会の開催経

費の補助
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２ 各種会議の開催

会議名 回 期日 主な内容

実行委員会 第７回 令和３年 ・令和２年度事業報告（案）及び収支決算（案）

総会 ５月24日 ・令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）

(書面開催) ・特別国民体育大会の開催に向けた基本目標

の改訂（案）

・特別国民体育大会 実施競技・種別，競技

会場，競技会会期（案）

・特別全国障害者スポーツ大会 正式競技の

追加（案）

・「県民運動基本方針」及び「県民運動基本計

画」の改訂（案）

・「広報基本方針」及び「広報基本計画」の改

訂（案）

の審議 令和３年６月３日 可決

実行委員会 第９回 令和３年 第７回総会と同時開催のため上記内容と同じ。

常任委員会 ５月24日

(書面開催)

第10回 令和４年 ・令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）

３月29日 ・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）

・燃ゆる感動かごしま国体における新型コロ

ナウイルス感染防止対策ガイドライン（案）

・特別国民体育大会 実施要項総則（案）

・燃ゆる感動かごしま大会開催基本計画の改

訂（案）

の審議

専 総務 第17回 令和４年 ・燃ゆる感動かごしま国体における新型コロ

門 ３月８日 ナウイルス感染防止対策ガイドライン（案）

委 ・特別国民体育大会 大会役員編成基準（案）

員 ・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」及び「文化プ

ログラム事業実施要項」の改訂（案）

の審議
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会議名 回 期日 主な内容

広報・ 第14回 令和３年 ・広報基本方針及び広報基本計画の改訂

県民 ５月21日 ・県民運動基本方針，県民運動基本計画及び

運動 （書面開催） 県民運動プログラム（取組の手引）の改訂

の審議 令和３年５月21日 可決

第15回 令和４年 ・総合案内所基本計画（改訂案）

３月１日 ・おもてなし広場基本計画（改訂案）

（Web 開催） ・運営ボランティア募集要項（改訂案）

・県民運動プログラム（取組の手引）（改訂案）

の審議

専 全国障 第８回 令和３年 ・燃ゆる感動かごしま大会正式競技の追加

害者ス ５月21日 （案）

門 ポーツ （書面開催） ・燃ゆる感動かごしま大会リハーサル大会

大会 （案）

委 の審議 令和３年５月21日 可決

員 第９回 令和４年 ・燃ゆる感動かごしま大会の競技別会期（案）

２月16日 ・燃ゆる感動かごしま大会リハーサル大会の

会 （Web 開催） 大会会期の変更（案）

・燃ゆる感動かごしま大会オープン競技（案）

・燃ゆる感動かごしま大会開催基本計画の改

訂（案）

の審議

警備・ 第４回 令和４年 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

消防 ３月１日 開・閉会式等自主警備業務実施計画（改正

（書面開催） 案）

・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

開・閉会式等消防防災業務実施計画（改正

案）

・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

開・閉会式等大規模災害突発重大事案対策

業務実施計画（改正案）

・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

開・閉会式会場管理運営要綱（改正案）

の審議 令和４年３月１日 可決
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会議名 回 期日 主な内容

宿泊・ 第８回 令和４年 ・特別国民体育大会 宿泊要項（改正案）

衛生 ３月２日 ・燃ゆる感動かごしま大会 宿泊要項（改正

（書面開催） 案）

専 ・燃ゆる感動かごしま国体 合同配宿実施方

針（改正案）

門 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

食品衛生対策実施要領（改正案）

委 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

宿舎衛生対策実施要領（改正案）

員 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

宿舎衛生対策実施要領（改正案）

会 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

飲料水衛生対策実施要領（改正案）

・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

弁当調達要項（改正案）

・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

弁当調製施設選定基準（改正案）

・燃ゆる感動かごしま国体 馬事衛生対策要

項（改正案）

の審議 令和４年３月２日 可決

競技 第18回 令和３年 ・特別国民体育大会 実施競技・種別，競技

５月24日 会場，競技会会期（案）

(web開催) ・特別国民体育大会 競技役員等養成基本計

画の一部改正

・特別国民体育大会 競技別リハーサル大会

の認定

の審議

第19回 令和４年 ・特別国民体育大会 実施要項総則（案）

２月16日 ・特別国民体育大会 競技会場変更及び競技

(web開催) 会場名変更（案）

・特別国民体育大会 デモンストレーション

スポーツ競技会会期（案）

・特別国民体育大会 競技会役員編成基準

（案）

・特別国民体育大会 競技別リハーサル大会

の認定

の審議

-5-



会議名 回 期日 主な内容

専 式典 第14回 令和３年 ・式典実施要項の一部改訂（案）

門 11月18日 の審議等

委

員 第15回 令和４年 ・炬火リレー等の実施（案）

会 ２月22日 の審議等
(書面開催) 令和４年３月11日 可決

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

競技役員等編成・養 令和３年 競技団体・会 正式競技，特別競技の

成状況調査 ６～８月 場地市町村 競技役員等の編成，養

（第六次） 成状況

競技別リハーサル大 令和３年 会場地市町村 競技別リハーサル大会

会運営経費調査 ４～５月 実施の準備，運営に要

（第四次） する経費

参加意向調査（第三 令和３年７月 各都道府県及 参加に関する希望

次） び政令指定都

市

宿泊意向調査 令和３年７月 各都道府県及 宿泊に関する希望

（第三次） び政令指定都

市

利用交通機関意向調 令和３年７月 各都道府県及 利用交通機関に関する

査（第三次） び政令指定都 希望

市

大会競技役員等編成 令和３年 各都道府県及 競技役員等の必要数，

・養成三次調査 ７～８月 び政令指定都 養成計画

市

大会競技用具整備三 令和３年 競技団体 競技用具の必要数・現

次調査 ５～６月 有数

選手団サポートボラ 令和３年12月 選手団サポー ボランティア養成に係

ンティア養成協力意 ～ トボランティ る協力意向確認及び養

向調査 令和４年１月 ア養成協力校 成可能（見込）人数
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(2) 国体・大会に係る業務先催県（三重県実行委員会）視察（参加人数：10人）

視 察 先 場 所 期 日

・三重とこわか国体・大会 三重県津市 令和３年７月１日

宿泊業務説明会 三重県庁

・三重とこわか大会 三重県津市 令和３年７月17日

資格審査（２次審査） 吉田山会館

・三重とこわか国体 三重県津市 令和３年７月28日

精算業務説明会 三重県庁

・競技式典課（競技係） 三重県津市 令和３年11月18日

国体開催地連絡協議会 三重県庁

（競技・記録関係）

・総務企画課 他 三重県津市 令和３年

総合開・閉会式，感染防止ガイド 三重県庁 11月25日～26日

ライン，実施本部関係，来場者管

理関係 等

・総務企画課（企画広報係） 三重県津市 令和３年

両大会のweb配信，報道関係業務 三重県庁 12月21日～22日

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（国民体育大会委員会）

回 期 日

第１回 令和３年６月10日（ｗｅｂ参加）

臨 時（第１回） 令和３年７月16日（ｗｅｂ参加）

第２回 令和３年８月26日（ｗｅｂ参加）

臨 時（第２回） 令和３年10月26日（ｗｅｂ参加）

第３回 令和３年12月９日（ｗｅｂ参加）

第４回 令和４年３月３日（ｗｅｂ参加）

(2) 国体開催県検討会議

ア 第１回 ｗｅｂ開催（幹事県：青森県）令和３年６月９日

イ 第２回 ｗｅｂ開催（幹事県：宮崎県）令和４年２月９日

(3) 国体開催地連絡協議会

三重県 書面開催 ：令和３年11月23日

(4) 開催都道府県連絡会議

幹事県：鹿児島県 書面開催 令和３年６月30日

（栃木，鹿児島，佐賀，滋賀，青森の５県参加）

(5) 第21回全国障害者スポーツ大会後催県報告会

三重県 Ｗｅｂ開催：令和３年10月22～29日
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　(単位:円)

　(単位:円)

収入決算額 支出決算額 差引残額（次年度繰越）
円 － = 円157,275,732 59,375,563 97,900,169

6,065,953
国体・大会施設整備等基金(県)への
積立

全国障害者スポーツ大会費 11,750,000

実行委員会職員の給与，事務局運
営経費など

動画作成やＨＰによるＰＲ

補助事業費 43,348,000 5,300,472 38,047,528
大規模スポーツ大会の誘致，競技役
員等の養成

協賛金事業 3,389,000 2,435,785 953,215

4,315,806 7,434,194

合 計 278,417,000 59,375,563 219,041,437

事務局費 39,215,000 28,732,748 10,482,252

予備費 130,724,000

事
業
費

寄附金 10,355,000 4,289,047

各種ボランティアの養成，競技団体
との連絡調整など

130,724,000

関係団体との連絡調整など

警備・消防費 38,000 0 38,000

施設調整費 1,503,000 39,147 1,463,853

関係団体との連絡調整など

宿泊・衛生費 2,324,000 151,265 2,172,735 関係団体との連絡調整など

輸送・交通費 1,705,000 6,100 1,698,900

5,127,951
後催県との交流推進，花いっぱい運
動の推進など

式典費 8,823,000 300,401 8,522,599 式典内容等の見直し検討など

広報・県民運動費 17,996,000 12,868,049

4,324,040 常任委員会等各種会議の開催など

競技費 2,332,000 345,783 1,986,217 競技団体等との連絡調整など

総務費 4,915,000 590,960

２ 支出

科目
決算額

（ｄ）
増減

（ｃ）－（ｄ）
備考

104,268,759 ▲ 759 前年度繰越金

合　計 278,417,000 157,275,732 121,141,268

繰　越　金 104,268,000

最終予算額
（ｃ）

企業協賛収入 30,000,000 0 30,000,000

募金収入 10,000,000 4,197,182 5,802,818

諸収入 50,000 48,736 1,264 預金利息など

標章等使用料収入 200,000 152,055 47,945

備考

負担金 133,899,000 48,609,000 85,290,000 鹿児島県負担金

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会

令和３年度収支決算（案）

１ 収入

科目
最終予算額

（a）
決算額

（b）
増減

(a)－(b)
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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

令和４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」(令和２
年11月策定，令和４年３月改訂（予定））に基づき，令和４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 文化プログラム事業の募集及び事業計画の策定等【国体，大会】
文化プログラム事業計画（案）は，2022年12月開催の日本スポーツ協会国体
委員会に提案予定

イ 来場者管理業務の推進【国体・大会】
① 総合開・閉会式への招待者の範囲の再検討【国体】

2022年12月日本スポーツ協会へ報告予定
② 一般観覧者入場料金の設定【国体 総合開会式】

2022年12月開催の日本スポーツ協会国体委員会に提案予定
ウ 新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドラインの策定【国体】

2022年６月日本スポーツ協会へ提案予定

（２）競技関係【国体】
ア 特別国民体育大会 大会実施要項の策定

2023年３月開催の日本スポーツ協会国体委員会に提案予定
イ 競技役員等編成計画の見直し及び競技役員等養成事業の推進
ウ 競技別リハーサル大会の運営状況の確認
エ デモンストレーションスポーツ競技会会期決定

2022年12月開催の日本スポーツ協会国体委員会に提案予定
オ 自衛隊協力要請計画（競技別リハーサル大会，本大会）の策定 等

（３）広報・県民運動関係【国体，大会】
ア 広報活動【国体，大会】
① 節目イベントの開催（１年前等）
② 印刷物による広報（パンフレット・チラシの作成等）
③ 電子媒体による広報（選手インタビュー動画の公開，ホームページ・ＳＮ
Ｓによる情報発信）

④ メディアを活用した広報（新聞広告等）
⑤ 各種イベントと連携したＰＲ活動の推進
⑥ 出張ＰＲ活動の実施（県内学校での出張授業，栃木国体・大会でのＰＲ活
動等）

⑦ 屋外広告物等による広報（県庁前ＰＲ看板，卓上のぼり等の掲示，ラッピ
ング鉄道車両の運行等）

⑧ 報道委員会の運営
⑨ 後催県交流推進事業の実施
⑩ 鹿児島・佐賀エールプロジェクトの推進

イ 県民運動【国体，大会】
① 運営ボランティア(国体1,900人，大会4,100人)の募集及び研修会の開催等
② 花いっぱい運動の推進

推奨花種子袋の配布，花育てリレーの実施，花育て教室の開催
③ おもてなし広場売店等設置運営要項の改訂 等
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④ 「ゆめ～KIBAIYANSE～ダンス」講習会，コンテストの開催
⑤ 2023おもてなし隊（県民運動参加団体）の募集・登録，活動状況の紹介
⑥ 手作りのぼり旗の制作，後催県感謝横断幕の制作
⑦ 広報ボランティアによるＰＲ活動の推進
⑧ クリーンアップ運動・あいさつ運動の推進

（４）式典関係【国体，大会】
ア 式典実施要項の改訂
イ 式典音楽・式典演技等の出演団体の選定及び練習会の開催
ウ 炬火リレーの実施準備

（５）輸送・交通関係【国体，大会】
ア 総合開・閉会式輸送実施計画（第四次）の策定【国体】
イ 輸送計画（第四次）の策定【大会】

（６）宿泊・衛生関係【国体，大会】
ア 宿泊施設客室確保，配宿計画及び調整
イ 宿泊関連業務の推進
ウ 医療救護，各種衛生対策の推進
エ 弁当調達業務の推進，標準献立の普及

（７）警備・消防関係【国体，大会】
ア 総合開・閉会式会場等整備修正設計の策定
イ 開・閉会式等警備計画の策定

（８）全国障害者スポーツ大会関係【大会】
※（１），（３）～（７），（９），(10)に含まれない業務

ア 大会実施要綱の策定
イ 競技実施要項の策定
ウ 競技用具等調査（第四次）
エ 競技役員の編成
オ 情報支援ボランティア，選手団サポートボランティアの養成及び配置計画の
策定

カ リハーサル大会プログラム編成

（９）募金（目標４億円）・企業協賛（目標１億円）関係【国体，大会】
ア 企業等訪問やチラシ配布等による募金・企業協賛の協力依頼
イ 企業協賛契約の締結等
ウ 募金グッズ委託販売の展開

（10）補助事業関係
ア 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】
① 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養成するため，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

② 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養成するため，中央(又は

ブロック，県内)講師を招いた講習会･審査会等の開催に対する補助
③ 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（2022年開催の「いちご一会とちぎ国体・大会」視察・調査研
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究など）
イ 大規模スポーツ大会誘致事業（補助事業）【国体】

気運の再醸成や県内経済活動の活性化，競技力向上を推進するため，全国大
会レベル以上及びトップアスリートが参加するハイレベルな大会の開催に対す
る補助

２ 各種会議の開催
会 議 名 開 催 日（予定）

実 総会 令和４年５月下旬

行 常任委員会 令和４年５月下旬，令和４年11月下旬，

委 令和５年３月下旬

員 開催推進本部会議 令和４年５月下旬

会 募金・企業協賛推進委員会 令和４年４月～令和５年３月（適宜）

各専門委員会・同部会 令和４年４月～令和５年３月（適宜）

市町村連絡会議（国体・大会） 令和４年６月頃，11月頃（年２回程度）

競技運営連絡会議（国体） 令和４年５月頃，令和４年11月頃

（年２回程度）

そ 炬火リレー地域別説明会 令和４年５月頃

記録業務担当者説明会 令和４年11月頃

の 宿泊輸送説明会（国体・大会） 令和４年９月頃

競技別連絡調整会議（大会） 令和４年６月頃，11月頃，令和５年１月頃

他 （年３回程度）

競技運営連絡会議（大会） 令和４年４月下旬

施設調整業務担当者会議 令和４年７月頃

交通総量抑制会議 令和５年１月頃

情報支援ボランティア養成連絡会議 令和５年３月頃

選手団サポートボランティア養成協 令和４年６月頃，８月頃，１月頃

力校連絡会議 （年３回程度）

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（第四次） 会場地市町村 競技会実施の準備，運営に要す

る経費

国 おもてなし経費調査（第四次） 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

体 競技役員等編成・養成状況調査 競技団体・会 正式競技，特別競技の競技役員

（第七次） 場地市町村 等の編成，養成状況

競技別リハーサル大会運営経費調 会場地市町村 競技別リハーサル大会実施の準

査（第五次） 備，運営に要する経費

来会意向調査 各都道府県ス 来県方法・予定日及び利用交通

ポーツ協会及 手段の調査

び後催県

参加意向調査（第四次） 各都道府県及 参加に関する希望

大 宿泊意向調査（第四次） び政令指定都 宿泊に関する希望

利用交通機関意向調査（第四次） 市 利用交通機関に関する希望

会 競技役員等編成・養成四次調査 競技団体 競技役員等の必要数，養成計画

競技用具整備四次調査 競技団体 競技用具の必要数・現有数
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（２）先催県視察
視 察 先 大 会 名 期 日

第77回国民体育大会 会期前大会 令和４年９月10日～19日

「いちご一会とちぎ国体」 本大会 令和４年10月１日～11日

第22回全国障害者スポーツ大会 リハーサル大会 令和４年５月21日～22日

「いちご一会とちぎ大会」 本大会 令和４年10月29日～31日

第77回国民体育大会 リハーサル大会 検討中

「いちご一会とちぎ国体」

※ いちご一会とちぎ国体･大会は,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開･

閉会式の参加人数を縮小。

４ 各種会議への出席
会 議 名 開催地 開催日（予定）

日本スポーツ協会国民体育大会委員会 東京都 令和４年６，８，12月，

令和５年３月

国民体育大会開催県検討会議 宮崎県 令和４年６月頃

長野県 令和５年２月頃

全国障害者スポーツ大会開催都道府県連絡会議 佐賀県 令和４年７月頃

第77回国民体育大会開催地連絡会議 栃木県 令和４年11月頃

第22回全国障害者スポーツ大会後催県報告会 栃木県 令和４年11月頃
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　(単位:千円)

　(単位:千円)

備考

負担金 411,242 133,899 277,343 鹿児島県負担金

標章等使用料収入 200 200 0

企業協賛収入 72,500 30,000 42,500

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会

令和４年度収支予算（案）

１ 収入

科目
令和４年度

当初予算額（a）
令和３年度

当初予算額（b）
増減

(a)－(b)

諸収入 100 50 50
実行委員会職員雇用保険料（本人負
担分），預金利息

募金収入 72,500 10,000 62,500

２ 支出

科目
令和３年度
予算額（ｄ）

増減
（ｃ）－（ｄ）

備考

104,268 ▲ 6,368 前年度繰越金

合　計 654,442 278,417 376,025

繰　越　金 97,900

令和４年度
予算額（ｃ）

13,893
総会等各種会議の開催，先催県視察
など

競技費 6,783 2,332 4,451
競技記録業務等準備，表彰状・賞状
の作成など

総務費 18,808 4,915

38,216
節目イベントの開催，花いっぱい運動
の推進など

式典費 37,400 8,823 28,577
式典実施要項の改訂，先催県での実
務研修の実施など

広報・県民運動費 56,212 17,996

21,314 2,324 18,990
合同配宿計画策定，専門委員会の開
催など

輸送・交通費 41,435 1,705 39,730事
業
費

寄附金 63,852 10,355

各種ボランティアの養成，競技団体と
の連絡調整など

37,717

総合開・閉会式会場整備修正設計，
先催県視察など

警備・消防費 8,321 38 8,283 開・閉会式等警備計画策定など

施設調整費 30,211 1,503 28,708

輸送計画策定，専門委員会の開催な
ど

宿泊・衛生費

合 計 654,442 278,417 376,025

事務局費 58,765 39,215 19,550

予備費 168,441 130,724

53,497
国体・大会施設整備等基金(県)への
積立

全国障害者スポーツ大会費 62,931

実行委員会職員の給与，事務局運営
経費など

新聞やＨＰによるＰＲ，選手インタ
ビュー動画の制作など

補助事業費 69,162 43,348 25,814
大規模スポーツ大会の誘致，競技役
員等の養成

協賛金事業 10,807 3,389 7,418

11,750 51,181
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特別国民体育大会の奄美群島において開催される

競技への冠称付与に関する要望書 (案)

鹿児島県において特別国民体育大会が開催される令和５年は，奄美群

島日本復帰70周年という記念すべき年に当たることから，群島内で開催

される各競技大会名に「奄美群島日本復帰70周年記念」の冠称を付する

ことについて，奄美群島市町村長会長から，燃ゆる感動かごしま国体・

かごしま大会実行委員会会長宛てに別紙のとおり要望書が提出されまし

た。

奄美群島は，昭和21年２月に日本政府の施政権が停止されてアメリカ

の軍政下に置かれた後，本土との交通や交易は原則として遮断され，国

旗掲揚や国歌斉唱も禁止され，言論や集会の自由も奪われた状態となり

ました。

その間，群島の人々は，荒廃と貧窮に耐えながら，十数回にわたる総

決起大会や断食などの激しい，しかし平和的な祖国復帰運動を粘り強く

展開し，昭和28年12月25日に日本復帰を果たしました。

奄美群島では，平成15年11月に奄美大島で，天皇皇后両陛下御臨席の

下，奄美群島日本復帰50周年記念式典が開催されたのをはじめ，日本復

帰に尽力した先人達の志に思いを致し，次世代に引き継ぐ様々な取組を

行っています。

また，国においても，復帰の際には衆議院，参議院でそれぞれ決議が

なされ，復帰後は奄美群島復興特別措置法（現奄美群島振興開発特別措

置法）により，その発展を強力に支援し，「奄美大島，徳之島，沖縄島

北部及び西表島」の世界自然遺産登録に尽力するなどの取組を行ってこ

られたところです。

そのような中，日本復帰70周年の節目の年に，奄美群島で初めてとな

る国体競技が開催されるこの機会に，地元で開催される競技に冠称を付

し，その歴史的な意義を広く示すことは，大変有意義なことであります。

つきましては，特別国民体育大会の奄美群島において開催される競技

について，「奄美群島日本復帰70周年記念」の冠称を付することについ

て，強く要望します。

令和４年５月31日

文部科学省スポーツ庁 長官 室伏 広治
殿

公益財団法人日本スポーツ協会 会長 伊藤 雅俊

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

実行委員会 会長 塩田康一
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