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1 会長【1】 市 霧島市 市長 中重　真一

2 霧島市 副市長 山口　剛

3 霧島市 副市長 内　達朗

4 霧島市教育委員会 教育長 瀬戸上　護

5 市議会 霧島市議会 議長 阿多　己清

6 スポーツ・レクリエーション 霧島市スポーツ協会 会長 後庵　博文

7 市議会 霧島市議会 副議長 植山　利博

8 霧島市総務部 部長 橋口　洋平

9 霧島市企画部 部長 有馬　博明

10 霧島市市民環境部 部長 本村　成明

11 霧島市保健福祉部 部長 西田　正志

12 霧島市農林水産部 部長 田島　博文

13 霧島市商工観光部 部長 谷口　隆幸

14 霧島市建設部 部長 猿渡　千弘

15 霧島市上下水道部 部長 坂之上　浩幸

16 霧島市消防局 局長 喜聞　浩志

17 霧島市教育部 部長 出口　竜也

18 霧島市議会事務局 事務局長 山口　昌樹

19 霧島市立国分中央高等学校 校長 森川　敏美

20 霧島市校長協会 会長 鶴田　幸伸

21 霧島市校長協会 副会長 中山　春年

22 霧島市小学校体育連盟 会長 岩下　博成

23 霧島市ＰＴＡ連絡協議会 会長 藤浪　孝

24 学校法人都築教育学園 理事長 都築　美紀枝 ※

25 霧島市スポーツ推進審議会 委員 武藤　ハツ子

26 霧島市スポーツ推進委員協議会 会長 潤　政美

27 一般社団法人鹿児島県サッカー協会 会長 西原　一将

28 鹿児島県ハンドボール協会 会長 岡山　明弘

29 鹿児島県馬術連盟 会長 脇　勝明

30 鹿児島県剣道連盟 会長 俣木　正喜

31 鹿児島県銃剣道連盟 会長 竹原　光則

32 鹿児島県ゴルフ協会 会長 植村　久

33 霧島商工会議所 会頭 鎌田　善政

34 霧島市商工会 会長 中村　博美

35 あいら農業協同組合 代表理事組合長 中條　秀二

36 公益社団法人霧島市観光協会 会長 德重　克彦

37 鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合霧島支部 支部長 林　辰一郎

38 鹿児島県姶良保健所 所長 吉田　隆典

39 医療 公益社団法人姶良地区医師会 会長 佐藤　昭人

40 霧島市自治公民館連絡協議会 会長 福原　平 ※

41 社会福祉法人霧島市社会福祉協議会 会長 福永　洊 ※

42 霧島市女性団体連絡協議会 会長 田中　セツ子

43 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 局長 中野　功久

44 陸上自衛隊国分駐屯地 司令 今井　健太

45 霧島警察署 署長 奥平　三孝

46 産業・経済 霧島商工会議所 専務理事 川東　千尋

47 霧島市監査委員事務局 事務局長 池之平　信明

48 霧島市会計課 課長 貴島　信幸 

選　出　区　分役職名 委員名所　属　団　体　等 役職名
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選　出　区　分役職名 委員名所　属　団　体　等 役職名 備考

49 霧島市議会総務環境常任委員会 委員長 德田　修和

50 霧島市議会文教厚生常任委員会 委員長 平原　志保

51 霧島市議会産業建設常任委員会 委員長 蔵原　勇

52 霧島市議会広報広聴常任委員会 委員長 山田　龍治

53 霧島市議会予算常任委員会 委員長 木野田　誠

54 隼人地域振興課 課長 有村　和浩

55 溝辺総合支所長兼溝辺総合支所地域振興課 課長 齋藤　修

56 横川総合支所長兼横川総合支所地域振興課 課長 宗像　健司

57 牧園総合支所長兼牧園総合支所地域振興課 課長 蔵元　裕治

58 霧島総合支所長兼霧島総合支所地域振興課 課長 新窪　政博

59 福山総合支所長兼福山総合支所地域振興課 課長 鈴木　順一

60 学校教育課 課長 芝原　睦美

61 国分中央高等学校 事務長 赤塚　孝平

62 鹿児島工業高等専門学校 校長 氷室　昭三

63 鹿児島県立隼人工業高等学校 校長 大迫　浩之

64 鹿児島県立国分高等学校 校長 山﨑　巧

65 鹿児島県立霧島高等学校 校長 原　憲一

66 鹿児島県立福山高等学校 校長 遠藤　武夫

67 鹿児島第一高等学校 教頭 川﨑　智之

68 鹿児島第一中学校 教頭 仮屋　隆

69 第一幼児教育短期大学 学長 都築　美紀枝 ※

70 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 校長 平川　毅

71 第一工業大学 学長 吉武　毅人

72 霧島市教頭会 会長 黒瀬　さおり

73 霧島市私立幼稚園協会 会長 若松　忠洋

74 霧島市保育協議会 会長 中村　初美

75 鹿児島県グラウンド・ゴルフ協会 会長 今村　博

76 鹿児島県パークゴルフ協会 会長 福永　洊 ※

77 鹿児島県ジャズ体操協会 会長 畠中　和子

78 霧島市スポーツ協会 副会長 東村　学

79 霧島市スポーツ協会 副会長 一次　助治

80 霧島市スポーツ協会 副会長 末重　良規

81 霧島市サッカー協会 会長 山崎　亨

82 霧島市ハンドボール協会 会長 平山　靖二

83 霧島高原乗馬クラブ 代表 長命　信一郎

84 霧島市剣道連盟 会長 野村　良三

85 鹿児島県銃剣道連盟霧島支部 支部長 小田　勝美

86 霧島市ゴルフ連盟 会長 重久　郁夫

87 霧島市スポーツ推進委員協議会 副会長 本田　寛子

88 霧島市スポーツ推進委員協議会 副会長 今吉　博行

89 霧島市スポーツ少年団本部 本部長 常盤　忍

90 霧島市健康運動普及推進員会 会長 最勝寺　政信

91 ＮＰＯ法人隼人錦江スポーツクラブ 事務局長 西山　忠行

92 ＮＰＯ法人きりしま舞鶴スポーツクラブ 理事長 池田　隆

93 ＮＰＯ法人総合型地域スポーツクラブ霧島 理事長 篠原　すみえ

94 霧島ゴルフクラブ 支配人 佐々木　浩司

95 溝辺カントリークラブ 支配人 伊集院　昭

委員
【97】

市議会

市

学校・幼稚
園・保育園・
学校体育団体

スポーツ・レ
クリエーショ
ン

2



選　出　区　分役職名 委員名所　属　団　体　等 役職名 備考

96 霧島商工会議所青年部 会長 宮田　順次

97 霧島商工会議所女性部 会長 笹山　千枝子

98 霧島市商工会青年部 部長 西谷　紀彦

99 霧島市商工会女性部 副部長 吉永　節子

100 あいら農業協同組合女性部 部長 植村　順子

101 霧島経済同友クラブ 会長 末廣　浩二

102 霧島市建設同志会 事務局長 德田　浩一

103 国分金融クラブ（鹿児島相互信用金庫国分支店） 幹事 濵田　健

104 隼人金融クラブ（鹿児島銀行隼人南支店） 幹事 有馬　啓之

105 森林組合代表（姶良東部） 代表理事組合長 村岡　國昭

106
上野原テクノパーク懇話会
（バルコエンヂニヤリング㈱国分工場） 会長 吉村　博憲

107 霧島市特産品協会 事務局長 大山　隆弘

108 霧島神宮温泉郷旅館協会 会長 上村　昌也

109 霧島温泉旅館協会 会長 鈴木　和博

110 安楽温泉振興会 会長 境田　秀紀

111 妙見温泉振興会 会長 只野　公康

112 日当山温泉旅館組合 会長 米田　知弘

113 姶良地区食品衛生協会 会長 江口　克己

114 一般社団法人鹿児島県調理師連合会 理事長 三腰　健太郎

115 ＪＲ九州隼人駅 駅長 松元　研一

116 公益社団法人鹿児島県バス協会 専務理事 改元　秀男

117 霧島市立医師会医療センター 院長 風呂井　彰

118 公益社団法人姶良地区歯科医師会 霧島市支部長 君野　岳

119 姶良地区薬剤師会 会長 山﨑　貴

120 姶良地区獣医師会 会長 亀山　和久

121 日本赤十字社鹿児島県支部霧島市地区 理事 今村　日出子

122 国分地区自治公民館連絡協議会 会長 山神　生人

123 隼人地区自治公民館連絡協議会 会長 林　慶蔵

124 溝辺地区自治公民館連絡協議会 会長 岩元　晃一

125 横川地区自治公民館連絡協議会 会長 福原　平 ※

126 牧園地区自治公民館連絡協議会 会長 中村　信男

127 霧島地区自治公民館連絡協議会 会長 山田　久治

128 福山地区自治公民館連絡協議会 会長 隈元　悟

129 霧島市子ども会育成連絡協議会 会長 上原　幸雄

130 霧島市老人クラブ連合会 会長 津之地　良

131 (公財）鹿児島県交通安全協会霧島地区協会 会長 鮫島　俊男

132 公益社団法人霧島青年会議所 理事長 田上　俊介

133 公益社団法人霧島市シルバー人材センター 理事長 南田　吉文

134 霧島市ボランティア団体連絡協議会 副会長 児玉　昇

135 霧島市文化協会 会長 瀬戸口　浩

136 霧島市消防団 団長 福永　學

137 霧島市国際交流協会 副会長 濵田　和直

138 霧島市指定管理者運営協議会 会長 津曲　貞利

139 霧島市民生委員・児童委員協議会連合会 会長 中山　誠

140 霧島市食生活改善推進員連絡協議会 会長 川野　幹子

141 公益社団法人隊友会鹿児島県隊友会 国分支部長 川井田　誠

142 霧島市身体障害者協会連合会 会長 藤田　満

143 霧島市手をつなぐ育成会連合会 会長 仮屋　光博

144 霧島自然ふれあいセンター 所長 川畑　清郎

145 霧島国際音楽ホール 館長 小泉　愼一

産業・経済

宿泊・衛生・
観光

医療

社会団体

官公署
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選　出　区　分役職名 委員名所　属　団　体　等 役職名 備考

146 鹿児島県議会 議員 田之上　耕三

147 鹿児島県議会 議員 山田　国治

148 鹿児島県議会 議員 鶴丸　明人

149 鹿児島県議会 議員 中村　正人

150 霧島市教育委員 委員 河野　良弘

151 霧島市教育委員 委員 原口　和哉

152 霧島市教育委員 委員 谷口　ゆかり

153 霧島市教育委員 委員 宮本　順子

154 南九州ケーブルテレビネット株式会社 代表取締役 山口　俊樹

155 株式会社ＦＭきりしま 代表取締役 家村　信弘

156 南日本新聞社霧島総局 総局長 門田　夫佐子

157 朝日新聞社都城支局 支局長 神谷　裕司

158 ＭＢＣ南日本放送霧島支社 支社長 上村　隆一郎

※印は重複者

参与
【9】

顧問
【4】
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役職名 所属団体等 新任者 旧任者

5 副会長 霧島市議会 阿多　己清 下深迫　孝二

7 常任委員 霧島市議会 植山　利博 木野田　誠

8 常任委員 霧島市総務部 橋口　洋平 新町　貴

10 常任委員 霧島市市民環境部 本村　成明 橋口　洋平

11 常任委員 霧島市保健福祉部 西田　正志 茶圓　一智

13 常任委員 霧島市商工観光部 谷口　隆幸 武田　繁博

15 常任委員 霧島市上下水道部 坂之上　浩幸 柿木　安長

16 常任委員 霧島市消防局 喜聞　浩志 堀切　昇

17 常任委員 霧島市教育部 出口　竜也 中馬　吉和

19 常任委員 霧島市立国分中央高等学校 森川　敏美 馬場　昭浩

20 常任委員 霧島市校長協会 鶴田　幸伸 久保　等

21 常任委員 霧島市校長協会 中山　春年 中村　涼一

22 常任委員 霧島市小学校体育連盟 岩下　博成 木戸　浩

42 常任委員 霧島市女性団体連絡協議会 田中　セツ子 林　麗子

43 常任委員 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 中野　功久 永田　秋人

44 常任委員 陸上自衛隊国分駐屯地 今井　健太 渡辺　亘紀

49 委員 霧島市議会総務環境常任委員会 德田　修和 松元　深

51 委員 霧島市議会産業建設常任委員会 蔵原　勇 池田　綱雄

52 委員 霧島市議会広報広聴常任委員会 山田　龍治 德田　修和

53 委員 霧島市議会予算常任委員会 木野田　誠 松枝　正浩

57 委員 牧園総合支所長兼牧園総合支所地域振興課 蔵元　裕治 阿久井　洋一

59 委員 福山総合支所長兼福山総合支所地域振興課 鈴木　順一 川東　輝昭

63 委員 鹿児島県立隼人工業高等学校 大迫　浩之 帆西　弘幸

64 委員 鹿児島県立国分高等学校 山﨑　巧 楠元　務

67 委員 鹿児島第一高等学校 川﨑　智之 仮屋　隆

  燃  燃  燃  燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま国体国体国体国体・・・・燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま大会霧島市実行委員会役員及大会霧島市実行委員会役員及大会霧島市実行委員会役員及大会霧島市実行委員会役員及びびびび委員委員委員委員のののの
変更変更変更変更についてについてについてについて

　燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委員会会則第８条第３項の規定
により、平成31年４月１日から令和２年４月１日までの期間における役員及び委員の変更につい
て、次のとおり報告します。
　※常任委員の横川警察署長については、令和２年４月１日から横川警察署の運用が廃止され
　　霧島警察署と統合されました。

第１号報告
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役職名 所属団体等 新任者 旧任者

72 委員 霧島市教頭会 黒瀬　さおり 矢野　智

75 委員 鹿児島県グラウンド・ゴルフ協会 今村　博 福山　忍

96 委員 霧島商工会議所青年部 宮田　順次 小田原　惇

104 委員 隼人金融クラブ（鹿児島銀行隼人南支店） 有馬　啓之 川原　雄一

106 委員
上野原テクノパーク懇話会
（バルコエンヂニヤリング㈱国分工場）

吉村　博憲 藤井　亮

109 委員 霧島温泉旅館協会 鈴木　和博 竹下　卓

114 委員 一般社団法人鹿児島県調理師連合会 三腰　健太郎 前田　太洋

116 委員 公益社団法人鹿児島県バス協会 改元　秀男 中原　昭雄

129 委員 霧島市子ども会育成連絡協議会 上原　幸雄 柳　貞光

132 委員 公益社団法人霧島青年会議所 田上　俊介 藏元　国明

135 委員 霧島市文化協会 瀬戸口　浩 永山　作二

136 委員 霧島市消防団 福永　學 中村　徹男

139 委員 霧島市民生委員・児童委員協議会連合会 中山　誠 山下　光久

144 委員 霧島自然ふれあいセンター 川畑　清郎 石塚　一哉

149 顧問 鹿児島県議会 中村　正人 向井　尊麿

151 参与 霧島市教育委員 原口　和哉 宮下　朝一

157 参与 朝日新聞社都城支局 神谷　裕司 大久保　忠夫
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燃ゆる感動かごしま国体霧島市ボランティア募集要項の一部改正について 

 

 

１ 改正の趣旨 

① 現要項の募集期間では、募集人数に達しないおそれがあるため、募集

期間の延長を行うもの 

② 募集要件を明確に整理するとともに、新たに実行委員会が必要と認め

た個人及び団体を追加するため 

 

２ 改正の内容 

改正後 改正前 

３ 募集期間 

2019年１月１日から募集人数に

達する日まで 

 

５ 募集要件 

⑴ 霧島市内に在住または勤務・

通学している個人（大会開催時

に高校生以上の方。ただし高校

生は保護者の同意を必要としま

す。） 

⑵ 市内に活動拠点のある団体 

⑶ ⑴⑵以外に、実行委員会が必

要と認めた個人及び団体 

３ 募集期間 

2019年１月１日から2020年３月 

31日 

 

５ 募集要件 

⑴ 霧島市内に在住または勤務・

通学している個人 

 

 

 

⑵ 市内に活動拠点のある団体 

⑶ 大会開催時に高校生以上の方

(ただし高校生は保護者の同意

を必要とします。) 

 

第２号報告 

令和２年３月 19 日 第４回広報・市民運動専門委員会委任事項審議・決定 
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燃ゆる感動かごしま国体霧島市ボランティア募集要項 

 

１ 目 的 

  この要項は、霧島市で開催される燃ゆる感動かごしま国体及び競技別リハーサル大

会（以下「大会」という。）において、開催競技の円滑な運営を図るとともに、全国か

ら訪れる選手、監督、大会関係者並びに一般観覧者を温かくおもてなしするため、ボ

ランティアの募集に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 名称及び募集主体 

(1) ボランティアの名称は、燃ゆる感動かごしま国体霧島市ボランティア（以下「国

体ボランティア」という。）とする。 

(2) 募集主体は、燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委

員会（以下「実行委員会」という。）とする。 

 

３ 募集期間 

2019 年１月 1 日から募集人数に達する日まで 

 

４ 募集人数 

  300 名程度 

 

５ 募集要件 

(1) 霧島市内に在住または勤務・通学している個人（大会開催時に高校生以上の方。

ただし高校生は保護者の同意を必要とします。） 

(2) 市内に活動拠点のある団体 

(3) (1)(2)以外に、実行委員会が必要と認めた個人及び団体 

 

６ 活動期間及び活動内容 

(1) 活動は原則１日単位とし、活動期間は次のとおりとする。 

(ア) かごしま国体競技別リハーサル大会 

� ハンドボール   2019 年８月 10（土）～13 日（火） 

（溝辺体育館・横川体育館・隼人体育館・国分中央高等学校精華アリーナ） 

� 銃剣道      2019 年８月 25 日（日） 

 （国分中央高等学校精華アリーナ） 

� サッカー     2019 年 10 月 12 日（土）～16 日（水） 

 （国分運動公園陸上競技場・国分運動公園多目的広場・まきのはら運動公

園多目的広場） 
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� 剣道        2020 年２月 15 日（土）～16 日（日） 

（牧園アリーナ） 

� 馬術        2020 年６月６日（土）～７日（日） 

 （牧園特設馬術競技場） 

 

(イ) かごしま国体 

� ジャズ体操      2020 年５月 23 日（土） 

� パークゴルフ     2020 年７月 26 日（日） 

� グラウンド・ゴルフ 2020 年９月 26 日（土）～27 日（日） 

� ハンドボール     2020 年 10 月４日（日）～８日（木） 

� 剣道         2020 年 10 月４日（日）～６日（火） 

� 馬術         2020 年 10 月７日（水）～11 日（日） 

� ゴルフ        2020 年 10 月７日（水）～９日（金） 

� サッカー       2020 年 10 月９日（金）～12 日（月） 

� 銃剣道        2020 年 10 月 10 日（土）～12 日（月） 

 

(ウ) その他、実行委員会が活動を必要とする期間 

 

(2) 活動の内容は、次のとおりとする。    

 区  分 主 な 活 動 内 容 

大 

会 

運 

営 

受付・会場案内 各競技会場における受付、案内及び資料配布等 

休憩所 休憩所におけるドリンクサービス、接待等 

弁当配布 弁当引換所における弁当の配布及び空き箱の回収 

会場設営・整理 競技会場における会場準備及び来場者の誘導 

環境美化 競技会場内外の美化、清掃活動 

駐車場整理 競技会場周辺及び駐車場における会場整理及び誘導 

総合案内所等案内 総合案内所等における案内や資料配布等 

広報・記録 
イベント会場及び競技会場における PR 活動の写真・

映像の撮影記録等 

その他 上記のほか、競技運営に関する活動 

開 催 準 備 開催準備に係る PR イベント等への協力 

 

７ 募集方法 

  ホームページ及び広報誌等を活用する。また、募集案内や登録申込書を実行委員会、

市施設等で配布するほか、関係団体協力のもと、広く周知を行う。 
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８ 申込方法 

応募者は、登録申込書に必要事項を記入の上、実行委員会事務局まで持参、郵送、

FAX 又は E-mail により申し込むものとする。 

(1) 個人で応募する場合・・・第１号様式 

(2) グループ・団体で応募する場合・・・第１号様式、第２号様式、第３号様式（た      

だし、18 歳未満の場合） 

 

９ 登録・取り消し 

(1) 募集要件を満たした応募者を「国体ボランティア」に登録する。 

(2) 本人の申出のほか、大会等のイメージを損なう行為等があった場合は、登録を

取り消すことがある。 

 

10 活動日・活動場所の決定 

  登録者の活動日・活動場所は、登録申込書を参考にし、実行委員会が決定する。 

 

11 研修等 

  国体ボランティア登録者には、活動内容に応じて必要な研修会等を実施する。 

 

12 報酬・交通費等 

(1) 研修会・活動に係る報酬は無償とし、交通費は自己負担とする。 

(2) 服飾等の識別用品及びボランティア活動従事日の昼食については、必要に応じ

て実行委員会が支給する。 

 

13 保険 

  活動にあたり、実行委員会において「傷害保険」及び「賠償責任保険」に加入する。 

 

14 個人情報の取扱い 

  応募者の個人情報については、大会等の運営又はその準備のためのみに使用し、そ

れ以外の目的には使用しない。ただし、鹿児島県実行委員会への情報提供に同意した

方の個人情報は、鹿児島県が募集する運営ボランティアの参考情報として提供するこ

とがある。 

 

15 その他 

この要項に定めるもののほか、国体ボランティアの募集に関して必要な事項は別に

定める。 
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16 問い合わせ先 

  〒899-4394 

   霧島市国分中央三丁目 45－１（国民体育大会推進課内） 

   燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委員会 

    TEL：0995-64-0736 FAX：0995-64-0740 

    E-mail：kokutai@city-kirishima.jp 
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審議事項 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
専決処分専決処分専決処分専決処分したしたしたした件件件件のののの承認承認承認承認についてについてについてについて 

 

燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま国体国体国体国体・・・・燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま大会霧島市実行委大会霧島市実行委大会霧島市実行委大会霧島市実行委
員会員会員会員会令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度補正予算補正予算補正予算補正予算 

 

１ 補正予算の理由 

  令和２年度に開催される馬術競技の国体（10 月）及びリハーサル大会（６月） 

開催前にあわせて整備する仮設建築物及び仮設建築物等への電気、給排水等の設 

置並びに物品・競技用植栽・看板・放送器具等の借用について、早期契約を締結 

する必要性があるため。 

 

２ 補正予算の概要 

  令和元年度霧島市一般会計補正予算（第２号）補正の市予算成立を受け、燃ゆ

る感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委員会収支予算の総額

に収入支出それぞれ 320,000 千円を増額し、収入支出予算の総額を収入支出それ

ぞれ 530,001 千円とする。 

 

３ 専決日 

  令和元年７月５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 
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４ 令和元年度補正予算 

【収入】                           （単位：千円） 

科目 当初予算額 補正額 補正後予算額  

負担金 210,000 320,000 530,000 
（市負担金）馬術競

技会開催経費の追加 

繰越金 0 0 0   

雑収入 1 0 1   

合 計 210,001 320,000 530,001   

 

【支出】                            （単位：千円）

科目 当初予算額 補正額 補正後予算額  

総務費 9,967 0 9,967  

 会議費 100 0 100  

 事務局費 9,867 0 9,867  

開催推進費 4,747 0 4,747  

 広報啓発費 2,255 0 2,255  

 
市民運動推進

費 
2,492 0 2,492  

大会競技運営費 6,731 100 6,831 収入印紙 

 
大会運営総務

費 
6,731 100 6,831  

ﾘﾊｰｻﾙ大会競技

運営費 
188,556 319,900 508,456  

 
各ﾘﾊｰｻﾙ大会

運営費 
188,556 319,900 508,456  

合 計 210,001 320,000 530,001  
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専決処分専決処分専決処分専決処分したしたしたした件件件件のののの承認承認承認承認についてについてについてについて 

 

燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま国体国体国体国体・・・・燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま大会霧島市実行委大会霧島市実行委大会霧島市実行委大会霧島市実行委

員会令和員会令和員会令和員会令和２２２２年度暫定収支予算年度暫定収支予算年度暫定収支予算年度暫定収支予算    

 

１ 趣旨 

  令和２年４月１日から燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧 

島市実行委員会第５回総会において令和２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、４月１日付けで専決処分を行ったものである。 

 

２ 専決日 

  令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号議案 
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３ 令和２年度暫定収支予算 

【収入】                              （単位：千円） 

科 目 予算額 備 考 

負担金 547,770  

合 計 547,770  

 

【支出】                               （単位：千円） 

科 目 予算額 備 考 

総務費 1,135 

・需用費（総会関連消耗品、収入印紙、

総会時飲料水、協賛･公用車燃料費） 

・役務費（総会開催通知郵送料、振込

手数料、協賛･公用車任意保険料） 

開催推進費 4,270 

・需用費（花いっぱい運動関連消耗品） 

・役務費（LED 看板広告料） 

・委託料（大会報告書冊子作成） 

大会競技運営費 198,120 

・需用費（各競技識別用品） 

・役務費（携帯電話使用料） 

・委託料（輸送交通及び弁当調達実施

運営等業務、計画バス委託、各競技

バス委託） 

競技運営費 323,528 

・旅費（ジャズ体操） 

・報償費（馬術競技・ジャズ体操） 

・需用費（馬術競技・ジャズ体操） 

・役務費（馬術競技・ジャズ体操） 

・委託料（馬術競技・ジャズ体操） 

・使用料及び賃借料（馬術競技・ジャ

ズ体操） 

リハーサル大会競技運営費 20,717 

・報償費（馬術競技リハーサル大会） 

・旅費（馬術競技リハーサル大会） 

・需用費（馬術競技リハーサル大会） 

・役務費（馬術競技リハーサル大会） 

・委託料（馬術競技リハーサル大会） 

・使用料及び賃借料（馬術競技リハー

サル大会） 

合 計 547,770  
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燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委員会 

令和元年度事業報告 

 

 

１ 諸会議の開催 

⑴ 総会 

ア 平成 31 年４月 23日 霧島市実行委員会第４回総会の開催 

⑵ 常任委員会の開催 

ア 平成 31 年４月 23日 霧島市実行委員会第４回常任委員会の開催 

⑶ 各専門委員会の開催 

ア 令和２年３月 19 日 広報・市民運動専門委員会 

※総務・企画専門委員会、競技専門委員会、式典専門委員会、輸送･交通･警 

備専門委員会、観光・宿泊・衛生専門委員会は、令和２年度に開催予定 

 

２ 準備業務の推進及び先催地視察 

⑴ 各種要項策定に関すること 

各専門委員会において、以下の要項を審議･決定 

  ア 総務・企画専門委員会関係 

 (ｱ) 霧島市遺失物・拾得物取扱要項  （平成 31 年３月 27日策定） 

   (ｲ) 霧島市識別用品要項       （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｳ) 霧島市保険加入要項       （平成 31年３月 27 日策定） 

イ 競技専門委員会関係 

    (ｱ) 霧島市リハーサル大会実施要項  （平成 31年３月 27 日策定） 

  ウ 広報・市民運動専門委員会関係 

   (ｱ) 霧島市ボランティア募集要項   （平成 30年 12 月 18 日策定） 

※令和２年３月 19 日一部改正 

  エ 輸送・交通・警備専門委員会関係 

   (ｱ) 霧島市輸送・交通業務実施要項  （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｲ) 霧島市警備・消防防災業務実施要項（平成 31年３月 27 日策定） 

  オ 観光・宿泊・衛生専門委員会関係 

 (ｱ) 霧島市歓迎装飾実施要項     （平成 31 年３月 27日策定） 

   (ｲ) 霧島市案内所設置運営要項    （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｳ) 霧島市休憩所設置運営要項    （平成 31年３月 27 日策定） 

第３号議案 
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   (ｴ) 霧島市売店設置運営要項     （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｵ) 霧島市弁当調達要項       （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｶ) 霧島市医療救護対策要項     （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｷ) 霧島市感染症（防疫）対策要項  （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｸ) 霧島市食品衛生対策要項     （平成 31年３月 27 日策定） 

   (ｹ) 霧島市環境衛生対策要項     （平成 31年３月 27 日策定） 

 

⑵ 大会運営に関すること 

  ア リハーサル大会競技会場設営・撤去・設計見直し業務委託 

   (ｱ) 平成 31 年度燃ゆる感動かごしま国体競技別リハーサル大会会場等設営・ 

撤去・設計見直し業務指名競争入札 

・対象競技 ハンドボール競技・銃剣道競技 

(ｲ) 燃ゆる感動かごしま国体サッカー競技リハーサル大会会場等設営･撤去業 

  務指名競争入札 

(ｳ) 燃ゆる感動かごしま国体剣道競技リハーサル大会会場等設置･撤去等業務 

委託随意契約 

(ｴ) 燃ゆる感動かごしま国体馬術競技会会場設営業務委託公募型プロポーザル  

※令和２年度への繰越事業 

イ 輸送計画策定業務委託 

 (ｱ) 燃ゆる感動かごしま国体霧島市輸送計画等策定業務委託公募型プロポーザル 

 

⑶ 開催推進に関すること 

ア 広報・イベント等の周知活動の推進 

  実行委員会による広報イベントの開催や他団体主催イベントでの PR 活動を実施 

 (ｱ) 実行委員会主催イベント 

開催日 イベント名 開催場所 

平成 31 年 

4 月 9 日（火） 

協賛ラッピング車＆郵便局・ＪＡ

あいら・市役所 国体ＰＲ車両 

出発式 

国分シビックセンター市民広

場 

平成 31 年 

4 月 27 日（土） 

第１回燃ゆる感動かごしま国体啓

発ゴルフ大会 
霧島ゴルフクラブ 

令和元年 

12 月 28 日（土） 

第２回燃ゆる感動かごしま国体啓

発ゴルフ大会 
溝辺カントリークラブ 

令和 2年 

3 月 5 日（木） 

かごしま国体･大会開催記念 関平

鉱泉水ペットボトルリニューアル

お披露目及び撮影会 

国分シビックセンター 
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(ｲ) 他団体主催・共催イベント 

開催日 イベント名 開催場所 

令和元年 

5 月 11 日（土）･ 

18 日（土） 

「第 17 回霧島市道義高揚支援チ

ャリティゴルフ大会」《燃ゆる感

動かごしま国体 500 日前～ゴルフ

プレイベント in 霧島～》 

霧島ゴルフクラブ 

令和元年 

6 月 16 日（日） 
第３回ＰＫ霧島選手権 

国分運動公園多目的屋内運動

場 

令和元年 

7 月 13 日（土） 
第 56 回霧島国分夏まつり 

国分シビックセンター周辺、

国分中央通り 

令和元年 

8 月 7 日（火） 

国体仕様きりしま茶ペットボトル

お披露目・報告会 
国分シビックセンター 

令和元年 

8 月 7 日（火） 
スカイマーク３空港キャンペーン 

神戸空港、仙台国際空港、鹿

児島空港 

令和元年 

8 月 30 日（金） 

かごしま国体･かごしま大会花育

てリレー「花苗引渡し式」 
認定こども園あおば幼稚園 

令和元年 

10 月 20 日（日） 

燃ゆる感動かごしまスポーツフェ

スタ 2019 
鹿児島アリーナ 

令和元年 

11 月 2 日（土） 

都築教育学園 三校合同学園祭

「結楓祭」 

第一工業大学･第一幼児短期大

学キャンパス内 

令和元年 

11 月 2 日（土）･

3 日（日） 

霧島ふるさと祭り 2019 
国分シビックセンターお祭り

広場 

令和元年 

11 月 7 日（木）･

8 日（金） 

第 81 回全国都市問題会議 国分運動公園国分体育館 

令和 2年 

1 月 11 日（土）

～13 日（月） 

鹿児島県総合ハンドボール選手権

大会 

吉田体育文化センター（鹿児

島市） 

令和 2年 

2 月 9 日（日） 
第 13 回霧島市健康福祉まつり 

霧島市民会館、国分シビック

センター 

令和 2年 

2 月 22 日（土） 

B3 2019-20 シーズン 鹿児島レブ

ナイズホームゲーム 
鹿児島アリーナ 

令和 2年 

2 月 22 日（土）･

23 日（日） 

日本ハンドボールリーグ ソニー

セミコンダクタマニュファクチャ

リングホーム最終戦 

国分運動公園国分体育館 

令和 2年 

2 月 23 日（日） 
横川町職場職域駅伝大会 横川町地内 

 

イ ゆめ～ＫＩＢＡＩＹＡＮＳＥ～ダンスの普及・啓発 

 霧島国分夏祭りや霧島ふるさと祭等、様々なイベントで国分南中学校ダンス部、

国分中央高等学校ダンス部、きりしま舞鶴スポーツクラブに披露を依頼し、普及

活動を実施。 

ウ 手作り応援のぼり旗、手作り横断幕の作製 

  国体・大会時に全国から参加される選手・監督、大会関係者を温かくお迎えし、

また力強く激励するために各競技会場に掲げる「都道府県別応援のぼり旗」の作

製を令和元年５月 28 日付けで市内全小中学校に依頼。一部は７月末に完成し、

各リハーサル大会において、競技会場に掲出。 

  また、各競技会場に掲げる選手等へのメッセージを書き込んだ「メッセージ応
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援旗」を霧島国分夏祭りや霧島ふるさと祭などのイベントを活用して作製した。 

エ カウントダウンイベント実施、ＰＲグッズ作製・屋外広告物作製等 

 (ｱ) カウントダウンイベント等 

  ・１年前（令和元年 10 月 20 日） 

   国体開催１年前を記念して開催された鹿児島県主催の「燃ゆる感動かごしま 

スポーツフェスタ 2019」において、霧島市開催競技等のＰＲ活動を実施 

・300 日前（令和元年 12 月８日） 

市実行委員会公式ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック、インスタグラム） 

を開設 

  ・250 日前（令和２年１月 27日） 

   国体バーションにリニューアルしたシビックセンター１階メモリアルフォ 

トコーナーで、ぐりぶー・さくら・アヒル隊長との記念撮影会を実施。（約 200 

名が参加） 

 (ｲ) ＰＲグッズ作製・屋外広告物作製等 

    ネックストラップ、横断幕、懸垂幕、カウントダウンボード、缶バッチ、の

ぼり旗、うちわ、車両用マグネットシール、クリアファイル、蛍光ペン、霧

島茶ティーバック、ボールペン・シャープペン、関平鉱泉水ペットボトルラ

ベルを作製 

オ ホームページ情報発信・更新 

  イベントや募集情報等を随時発信・更新中 

カ 花いっぱい運動推進 

 (ｱ) 花育てリレー 

    県が実施主体となり、県内農業系高校等で種子から育苗したポット苗を、

市町村を経由して育苗実施団体や学校等に配付し、プランターや花壇へ定植

するなど、国体関係の来県者へのおもてなしの心を育むとともに，人々のつ

ながりや地域のまとまりを醸成することを目的に実施。本市では、学校関係

については、市内小中学校、国分中央高等学校のほか、希望があった保育園･

幼稚園等に約 400 プランター分の資材を配布。また、各市庁舎ほか、ＪＲ主

要駅、各競技会場等に約 150 プランター分の資材を配布。 

 (ｲ) 花看板･プランターシールの配布等 

    国体・大会の啓発と市民の参加意識の向上及び気運醸成を目的に、霧島市

花いっぱい運動助成申請団体（260 団体）に国体･大会ＰＲ用の花看板、プラ

ンターシールを配布。 

 (ｳ) リハーサル大会における花プランター装飾 

     ・ハンドボール競技：330 プランター 

・銃剣道競技      ：130 プランター 

・サッカー競技    ：420 プランター 

・剣道競技        ： 70 プランター 

キ 炬火イベント準備作業 
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 (ｱ) 炬火リレー実施の発表（平成 31年１月 18 日） 

県実行委員会が、県・市町村共催での炬火リレーの実施を発表。2020 年８

月の夏休み期間に、県が採火した炬火を、県内全市町村を３コースで巡回す

る一筆書きのリレーを実施。リレー後、各コースを巡った３つの火を一つに

集火。本市では、８月 13 日･14 日･16 日の実施が決定。 

(ｲ) 炬火トーチ、炬火受皿デザイン決定の発表（平成 31年３月 28 日） 

   県実行委員会が、一般公募によるデザイン決定を発表。 

(ｳ) リレー「ルート･実施日･走者着用ウェアデザイン」決定の発表（令和２年 

１月６日） 

    県実行委員会が、薩摩・大隅・離島３コースの各ルート・実施日程を発表。

あわせてリレー走者は４月以降に市町村による公募での決定を発表。 

(ｴ) 市における一般公募 

公募区分を、小中学生・障がい者・一般とし、小学生は５・６年生を対象と 

して各小中学校に募集チラシ配布から回収までを依頼。他の障がい者・一般 

については、広報誌･ホームページ等により周知広報を行う。（４月上旬周知 

開始予定）市内 11 区間、１区間あたり 16 名でのリレーを設定し、総勢 176 

名を抽選で選定予定。 

ク 環境美化クリーンアップの推進 

   (ｱ) 錦江湾クリーンアップ作戦への参加・ＰＲ活動 

  国体を迎えるにあたり、毎年海開き前に実施されている同作戦をおもてな 

しのための清掃活動等と位置付け、のぼり旗や横断幕の設置、ぐりぶーやア 

ヒル隊長によるＰＲ活動を実施 

・令和元年６月 30 日：国分下井海岸 

・令和元年７月 15 日：福山港周辺海岸 

・令和元年９月８日：小浜海岸 

(ｲ) 第 168 回「鹿児島掃除に学ぶ会」への参加・PR 活動 

国分シビックセンター周辺で開催された同会の活動へ参加。活動後の閉会 

式での挨拶及びのぼり旗･横断幕の設置によるＰＲ活動を実施 

ケ ボランティア募集 

 (ｱ) 登録状況 

平成 31 年１月１日から募集を開始し、４月 15日現在で 272 名が登録。募 

集定員の約 300 名に達していないため、３月 31日までの募集期間を延長。 

 (ｲ) ボランティア講習会 

日本エアコミューター株式会社の協力を得て、令和２年１月 19 日（日）に 

ボランティア登録者及び市民を対象とした【おもてなし講習会】を開催（至多 

目的ホール：87名参加） 

 

⑷ リハーサル大会に関すること 

ア リハーサル大会開催 
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(ｱ) ハンドボール競技 

・大会名：第 24回ジャパンオープンハンドボールトーナメント 

・会 期：令和元年８月 10 日（土）から 13日（火）まで 

・会 場：溝辺体育館、横川体育館、隼人体育館、国分中央高等学校精華アリーナ 

(ｲ) 銃剣道競技 

・大会名：銃剣道競技リハーサル大会 

・会 期：令和元年８月 25 日（日） 

・会 場：国分中央高等学校精華アリーナ 

(ｳ) サッカー競技 

・大会名：第 55回全国社会人サッカー選手権大会 

・会 期：令和元年 10月 12 日（土）から 16日（水）まで 

・会 場：国分運動公園陸上競技場･多目的広場、まきのはら運動公園内多目的広場 

(ｴ) 剣道競技 

・大会名：第 36回九州高等学校選抜剣道大会 

・会 期：令和２年２月 15 日（土）から 16日（日）まで 

・会 場：牧園アリーナ 

イ リハーサル大会おもてなし状況 

競技名 日付 団体 メニュー 
提供

食数 
競技会場 

ハンド

ボール 

8/10

（土） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 

・茶ちゃまるボーロ 

・しそジュース 
各 200 

溝辺体育館、横川体育館、

隼人体育館、精華アリーナ 

8/10

（土） 

霧島市立国分中央高等学

校ビジネス情報科 

・冷茶 

・生サブレ 
各 200 精華アリーナ 

8/11

（日） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 

・ところてん 

・ふくれ菓子 
各 200 

溝辺体育館、横川体育

館、精華アリーナ 

8/11

（日） 

霧島市立国分中央高等学

校ビジネス情報科 

・冷茶 

・生サブレ 
各 200 精華アリーナ 

8/12

（月） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 

・いこもち 

・しそゼリー 
各 200 溝辺体育館、横川体育館 

8/13

（火） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 

・けせん団子 

・切干大根の和え物 
各 200 溝辺体育館 

銃剣道 

8/25

（日） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 

・茶ちゃまるボーロ 

・しそジュース 
各 200 精華アリーナ 

8/25

（日） 

霧島市立国分中央高等学

校生活文化科 
・お茶サイダー 200 精華アリーナ 

サッカ

ー 

10/12

（土） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 
・あくまき 200 

国分運動公園（多目的広場）、まきのは

ら運動公園内（多目的広場） 

10/13

（日） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 
・いこもち 200 

まきのはら運動公園内多

目的広場 

10/14

（月） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 
・げたんは 200 

国分運動公園（陸上競技

場・多目的広場） 

10/15

（火） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 
・かるかん 200 

国分運動公園（多目的広

場） 

10/16

（水） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 
・茶ちゃまるボーロ 200 

国分運動公園（陸上競技

場） 

剣道 

2/15

（土） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 
・ぜんざい 200 牧園アリーナ 

2/16

（日） 

霧島市食生活改善推進員

協議会 
・豚汁 200 牧園アリーナ 
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ウ リハーサル大会ボランティア業務計画策定 

令和元年度は、計画未策定。 

馬術競技リハーサル大会に向けて計画策定を検討中 

 

⑸ 先催地の視察・情報収集・調査・分析に関すること 

ア 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視察 

 (ｱ) 馬術競技 

   ・会期：令和元年６月１日（土）から２日（日）まで 

   ・会場：県立水戸農業高等学校特設馬術競技場 

イ 第 19 回全国障害者スポーツ大会いきいき茨城ゆめ大会リハーサル大会視察 

 (ｱ) サッカー競技（知的） 

   ・会期：令和元年５月 25 日（土）から 26日（日）まで 

   ・会場：ひたちなか市総合運動公園陸上競技場・スポーツ広場 

ウ 第 74 回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体 2019 視察 

 デモンストレーション、公開競技及び正式競技開催市町を視察。 

本市開催の正式競技については、各競技実施本部員班長も視察に同行 

(ｱ) 正式競技 

・鹿嶋市、ひたちなか市、常総市･守谷市･坂東市、那珂市、筑西市、大 

洗町、笠間市、日立市、水戸市、土浦市、高萩市 

 (ｲ) 公開競技 

・神栖市 

(ｳ) デモンストレーションスポーツ 

・結城市、取手市 

エ 第 19 回全国障害者スポーツ大会いきいき茨城ゆめ大会 2019 視察 

   ※台風 19 号の接近に伴う影響で全日程中止 

オ 第 74 回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体事業概要説明会 

 (ｱ) 競技開催市町の説明会に出席 

   ・鹿嶋市、常総市、那珂市、筑西市、大洗町、神栖市、日立市、水戸 

市、ひたちなか市 

 

３ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

⑴ 鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局との連絡調整 

 ア 市町村連絡会議への出席（第８回・第９回）  

イ 競技運営連絡会議への出席（第５回・第６回） 
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 ウ 競技別連絡調整会議への出席（第４回） 

 エ 炬火リレー地域別説明会への出席（第２回・第３回） 

 オ その他鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局による役員編成･運営経費、 

輸送業務、宿泊等ヒアリング、競技運営に関する協議を実施 

⑵ （公財）鹿児島県体育協会との連絡調整 

  令和元年度は未実施 

⑶ 市開催競技団体及び各種団体との連絡調整 

各競技団体や共催市との連絡調整会議等の実施（各競技随時） 
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（単位：円）

－ ＝210,186,166円

収入済額

競技別ﾘﾊｰｻﾙ大会会場等設営・撤
去・設計見直し業務委託、交通誘
導警備業務委託、仮設ﾄｲﾚし尿汲取
料等

320,000,000

補正額
（B）

0

0

0

0

0

0

100,000

各会議郵送料等

9,967,000

当初予算額
（A）

9,416,094

9,514,568

決算額
（D）

4,747,000 4,465,311

9,867,000

2,255,000

2,492,000 2,291,427

広報啓発費

23,066,500円

翌年度繰越額支出済額

187,119,666円

輸送計画等策定業務委託等大会運営総務費

大会競技運営費

100,000

320,000,000

ﾘﾊｰｻﾙ大会競技
運営費

188,556,000 319,900,000 508,456,000 166,517,077 341,938,923

各ﾘﾊｰｻﾙ大会運
営費

188,556,000 319,900,000 341,938,923

187,119,666210,001,000 530,001,000

2,255,000

2,492,000

6,831,000

100,000

9,867,000

4,747,000

6,831,000

81,116

新聞広告料、国体ＰＲｸﾞｯｽﾞ（うち
わ、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ等）、ﾁﾗｼ作製、市歓
迎のぼり旗作製、関平ﾎﾞﾄﾙ国体ﾗﾍﾞ
ﾙ製版、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ国体ﾍﾟｰｼﾞ改修業
務委託等

1,526

歓迎装飾・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係・企業協賛
関係等消耗品、協賛企業・団体・
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ大募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ、花壇設置用
国体ＰＲ看板、ﾘﾊｰｻﾙ大会等搬入搬
出及び管理業務委託等

319,814,834

△ 85,166

319,900,000

予算現額
(C)=

(A)+(B)

530,000,000

1,000

530,001,000

予算現額
(C)=

(A)+(B)

9,967,000

6,731,000 6,622,710 208,290

6,731,000 6,622,710 208,290

98,474

燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま国体国体国体国体・・・・燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま大会霧島市実行委員会大会霧島市実行委員会大会霧島市実行委員会大会霧島市実行委員会
令和元年度収支決算令和元年度収支決算令和元年度収支決算令和元年度収支決算（（（（案案案案））））

（単位：円）

負担金

事務局費

１ 収入

２ 支出

備考
予算残額
（C-D）

市民運動推進費

先催県視察旅費、消耗品、公用
車・協賛車・視察時燃料費、協賛
公用車定期点検、振込手数料等

450,906

452,432

342,881,334

281,689

200,573

総務費

科目

合　計

開催推進費

会議費

2,173,884

100,000

508,456,000 166,517,077

収入未済額
（C-D）

・銃剣道競技参加料　45,000円
・リハ大会売店出店料　40,000円
・預金利子　1,166円

霧島市負担金
※収入未済額319,900,000円につい
ては、令和2年度予算で再計上

備考

210,186,166

86,166

210,100,000

決算額
（D）

補正額
（B）

320,000,000

0

科目

210,001,000

1,000

210,000,000

当初予算額
（A）

合　計

雑収入
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燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委員会 

令和２年度事業計画（案） 

 

 

１ 諸会議の開催 

（１）実行委員会の開催 

（２）常任委員会の開催 

（３）各専門委員会の開催 

ア 総務・企画専門委員会 

イ 競技専門委員会 

ウ 広報・市民運動専門委員会 

エ 式典専門委員会 

オ 輸送・交通・警備専門委員会 

カ 観光・宿泊・衛生専門委員会 

 

２ 準備業務の推進 

（１）総務・企画に関すること 

   ア 識別用品作製 

   イ 大会実施本部マニュアルの検討及び作成 

   ウ 遺失物・拾得物の取扱実施 

  エ 保険加入 

   オ 協賛企業の募集 

カ 大会参加記念品の製作 

 

（２）競技に関すること 

    ア 競技役員等の編成及び委嘱 

   イ 競技用具の整備及び調達 

   ウ 競技会場・練習会場施設の整備及び点検の実施 

   エ 競技別プログラムの作成 

   オ 組み合わせ抽選会への参加 

   カ 競技会場設営の実施 

   キ 仮設競技施設の設置 

ク 参加申込受付 

第４号議案 
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   ケ 本大会の開催 

【正式競技】サッカー競技、ハンドボール競技、馬術競技、剣道競技、 

      銃剣道競技、ゴルフ競技 

【公開競技】グラウンド・ゴルフ競技 

【デモンストレーションスポーツ】ジャズ体操競技、パークゴルフ競技 

コ リハーサル大会の運営 

【正式競技】馬術競技 

サ 全国障害者スポーツ大会、リハーサル大会の運営支援 

  【正式競技】サッカー（知） 

    

（３）広報・市民運動に関すること 

    ア  広報啓発活動 

        （ア）各種イベント等でのＰＲ 

    （イ）広報誌、ケーブルテレビ、ＦＭきりしま等によるＰＲ 

    （ウ）国体ホームページ、ＳＮＳ等によるＰＲ 

（エ) 国体ＰＲグッズ製作 

     (オ) 屋外広告物作製 

(カ) 開催直前イベントの開催 

         (キ) スタンプラリーの実施 

（ク）大会報告書作成及び配布 

イ 市民運動 

（ア）花いっぱい運動の実施 

（イ）クリーンアップ運動の実施 

（ウ）学校観戦の実施 

（エ）ボランティア研修会の実施、国体での従事 

（オ）ゆめ～ＫＩＢＡＩＹＡＮＳＥ～ダンスの普及・啓発 

    

（４）式典に関すること 

ア 炬火イベントの実施 

 （ア）炬火リレーの実施 

 （イ）集火式への参加 

イ 競技別式典（開始式・表彰式）の実施 
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（５）輸送・交通・警備に関すること 

ア 輸送計画の精査業務 

イ 輸送センターの設置 

ウ 競技会場地輸送の実施 

エ 交通誘導看板等の設置 

オ 消防警備本部の設置 

   カ 各競技会場への警備員配置 

    

（６）観光・宿泊・衛生に関すること 

ア 観戦ガイドブックの作成 

イ 歓迎装飾の実施 

   ウ 案内所の設置 

   エ 休憩所の設置 

オ 売店の設置 

カ 市民団体との連携によるおもてなしの実施 

キ 合同配宿業務 

ク 弁当調達業務 

ケ 医療体制の整備 

（ア）救護所等の設置 

(イ) 医療従事者の配置 

コ 衛生対策の実施 

（ア）環境美化業務 

 

３ 関係機関及び関係団体との連絡調整等 

（１）鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局との連絡調整 

ア 鹿児島県実行委員会市町村連絡会議 

イ 県調査に対する回答書の作成 

（２）（公財）鹿児島県体育協会との連絡調整 

（３）市開催競技団体及び各種団体との連絡調整 

ア 各競技団体等との連絡調整 

イ サッカー（女子）、ゴルフ（成年男子・少年男子）共催市との連絡調整 

     ※サッカー…志布志市（成年男子）、南さつま市（少年男子） 

     ※ゴルフ  …姶良市（女子） 
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燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま国体国体国体国体・・・・燃燃燃燃ゆるゆるゆるゆる感動感動感動感動かごしまかごしまかごしまかごしま大会霧島市実行委員会大会霧島市実行委員会大会霧島市実行委員会大会霧島市実行委員会
令和令和令和令和２２２２年度収支予算年度収支予算年度収支予算年度収支予算（（（（案案案案））））

１ 収入 （単位：円）

科目
本年度予算額

（Ａ）
前年度予算額

（Ｂ）
比較増減
（Ａ-Ｂ）

備考

負担金 1,154,900,000 210,000,000 944,900,000
・霧島市負担金　835,000,000円
・馬術競技に係る前年度未収入分
の負担金　319,900,000円

繰越金 23,066,500 0 23,066,500 前年度繰越金

２ 支出

科目
本年度予算額

（Ａ）
前年度予算額

（Ｂ）
比較増減
（Ａ-Ｂ）

備考

雑収入 333,500 1,000 332,500 売店出店料、預金利子

合　計 1,178,300,000 210,001,000 968,299,000

（単位：円）

総務費 6,066,000 9,967,000 △ 3,901,000

会議費 1,096,000 100,000 996,000 会議費等

開催推進費 16,057,000 4,747,000 11,310,000

事務局費 4,970,000 9,867,000 △ 4,897,000
組合せ抽選会、消耗品費、通信運
搬費等

歓迎装飾・市民運動
推進費

6,487,000 2,492,000 3,995,000
花いっぱい運動、歓迎装飾・歓迎
看板製作設置業務委託等

広報啓発費 9,570,000 2,255,000 7,315,000
炬火ｲﾍﾞﾝﾄ運営、大会報告書作成経
費等

競技御覧費 10,969,000 0 10,969,000 行幸啓、お成り経費

大会競技運営費 255,633,000 6,731,000 248,902,000

大会運営総務費 244,664,000 6,731,000 237,933,000

大会参加記念品、各競技識別用
品、おもてなし材料費、輸送交通
及び弁当調達実施運営等業務、計
画バス業務、交通誘導看板製作・
設置・撤去委託、県合同配宿ｾﾝﾀｰ
負担金等

競技運営費 854,680,000 0 854,680,000
正式競技（6競技）、公開競技（1
競技）ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ（2競技）
開催経費

競技運営費 854,680,000 0 854,680,000

リハーサル大会競技運営
費

45,796,000 188,556,000 △ 142,760,000

全国障害者スポーツ大会
競技運営費

68,000 0 68,000

全国障害者スポーツ
大会競技運営費

68,000 0 68,000
全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会開催経費
※全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会の運営経費
については県負担

合　計 1,178,300,000 210,001,000 968,299,000

各リハーサル大会運
営費

45,796,000 188,556,000 △ 142,760,000
馬術、全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会ﾘﾊｰｻﾙ
大会開催経費
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燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委員会会則 

                

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・燃ゆる感動かごしま大会霧島市実行委員会

（以下「実行委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第 75回国民体育大会及び第 20回全国障害者スポーツ大会におい 

て霧島市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営を期するために

必要な事業を行うことを目的とする。 

（所掌事務等） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務及び事業を行う。 

(1) 競技会の開催及び運営に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(2) 競技会の開催及び運営に必要とされる準備に関すること。 

(3) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(4) 競技会の開催及び準備に要する経費に関すること。 

(5) 関係競技団体、関係団体その他関係機関との連絡調整に関すること。 

(6) その他前条の目的の達成に必要な事務及び事業に関すること。 

第２章 組織 

 （構成） 

第４条 実行委員会は、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。 

(1) 市職員 

(2) 市議会議員 

(3) 関係競技団体、関係団体その他関係機関を代表する者 

(4) 学識経験を有する者 

(5) その他会長が特に必要と認める者 

 （役員） 

第５条 実行委員会に、次の役員を置く。 

 (1) 会長      １人 

 (2) 副会長      ５人以内 

 (3) 常任委員     40 人以内 

 (4) 監事      ３人以内 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、霧島市長をもって充てる。 

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。 
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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、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、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。 

４ 監事は、実行委員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実行委員

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、必要に応じてこれを補

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

るものとする。 

 （顧問及び参与） 

第９条 実行委員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 実行委員会に、次の会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 常任委員会 

(3) 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当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 競技会の開催及び運営に係る基本方針等に関すること。 

(2) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。 
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(4) 予算及び決算に関すること。 

(5) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(6) 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又は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

することにより又は書面により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た者及び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。 

 （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 常任委員会の委員長は、会長をもって充てる。 

３ 常任委員会の副委員長は、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当たる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、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。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議及び決定し、必要に応じてその結果を次

の総会に報告する。 

(1) 総会から委任された事項に関すること。 

(2) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

(3) 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。 

(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項及び第６項の規定は常任委員会について準用する。 

 （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及び決定し、その結果を

常任委員会に報告する。 

４ 第８条第１項及び第２項の規定は、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。 

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。）を招集する時間的余裕

が無いことが明らかであると認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なもの
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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、

その承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

 （事務局） 

第 15 条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

 ２ 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 

３ 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 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （事業計画及び予算） 

第 17 条 実行委員会の事業計画及び予算については、総会の議決を得なければならない。 

 （事業報告及び決算） 

第 18 条 実行委員会の事業報告及び決算は、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 19 条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第７章 解散 

 （解散） 

第 20 条 実行委員会は、第２条の目的が達成されたときに解散する。 

 （残余財産の帰属） 

第 21 条 実行委員会が解散した場合には、その残余財産は霧島市に帰属するものとする。 

第８章 補則 

 （委任） 

第 22 条 この会則に定めるもののほか、実行委員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 28年 11 月 16 日から施行する。 

２ 実行委員会の設立当初の会計年度は、第 19条の規定にかかわらず、この会則の施行の

日から平成 29年３月 31日までとする。 

附 則 

１ この会則は、平成29年９月19日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に燃ゆる感動かごしま国体霧島市実行委員会の委員、役員、

顧問、参与及び専門委員である者は、それぞれ燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動か
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ごしま大会霧島市実行委員会の委員、役員、顧問、参与及び専門委員に委嘱されたもの

とみなす。 
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