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役職名 所属団体等 新任者 旧任者

9 常任委員 霧島市企画部 出口　竜也 有馬　博明

11 常任委員 霧島市保健福祉部 林　康治 西田　正志

12 常任委員 霧島市農林水産部 八幡　洋一 田島　博文

16 常任委員 霧島市消防局 堀ノ内　剛 喜聞　浩志

17 常任委員 霧島市教育部 池田　宏幸 出口　竜也

18 常任委員 霧島市議会事務局 西田　正志 山口　昌樹

20 常任委員 霧島市校長協会 久保　等 鶴田　幸伸

21 常任委員 霧島市校長協会 岩下　博成 中山　春年

22 常任委員 霧島市小学校体育連盟 道添　辰也 岩下　博成

38 常任委員 鹿児島県姶良保健所 松岡　洋一郎 吉田　隆典

43 常任委員 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 加治　博孝 中野　功久

45 常任委員 霧島警察署 井上　良太 奥平　三孝

47 監事 霧島市監査委員事務局 堂平　幸司 池之平　信明

53 委員 霧島市議会予算常任委員会 前島　広紀 木野田　誠

60 委員 学校教育課 阿多石　英樹 芝原　睦美

61 委員 国分中央高等学校 堀之内　真一 赤塚　孝平

66 委員 鹿児島県立福山高等学校 鶴田　紋太郎 遠藤　武夫

67 委員 鹿児島第一高等学校 黒江　大輔 川﨑　智之

68 委員 鹿児島第一中学校 山口　太一 仮屋　隆

70 委員 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 木村　隆 平川　毅

71 委員 第一工科大学 都築　明寿香 吉武　毅人

72 委員 霧島市教頭会 芝　隆志 黒瀬　さおり

96 委員 霧島商工会議所青年部 中村　広幸 宮田　順次

98 委員 霧島市商工会青年部 川原　正照 西谷　紀彦

101 委員 霧島経済同友クラブ 鈴木　文隆 末廣　浩二

104 委員 隼人金融クラブ 堀田　健次 有馬　啓之

  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、令和２年４月２日から令和３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。

第１号報告
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役職名 所属団体等 新任者 旧任者

105 委員 姶良東部森林組合 板元　勝志 村岡　國昭

106 委員 上野原テクノパーク懇話会 上川路　奏 吉村　博憲

107 委員 霧島市特産品協会 新畑　幸一 大山　隆弘

108 委員 霧島神宮温泉郷旅館協会 中谷　美代子 上村　昌也

114 委員 一般社団法人鹿児島県調理師連合会 前田　太洋 三腰　健太郎

115 委員 ＪＲ九州隼人駅 﨑村　智秀 松元　研一

117 委員 霧島市立医師会医療センター 河野　嘉文 風呂井　彰

121 委員 日本赤十字社鹿児島県支部霧島市地区 花堂　誠 今村　日出子

126 委員 牧園地区自治公民館連絡協議会 辺田　政弘 中村　信男

128 委員 福山地区自治公民館連絡協議会 原田　幸治 松下　美信

130 委員 霧島市老人クラブ連合会 松枝　洋一郎 津之地　良

131 委員 (公財）鹿児島県交通安全協会霧島地区協会 山之内　悟 鮫島　俊男

132 委員 公益社団法人霧島青年会議所 前田　大悟 田上　俊介

134 委員 霧島市ボランティア団体連絡協議会 田中　セツ子 児玉　昇

142 委員 霧島市身体障害者協会連合会 大平　勝保 藤田　満

158 参与 ＭＢＣ南日本放送霧島支社 飯伏　尚生 上村　隆一郎
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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大会大会大会のののの会期決定等会期決定等会期決定等会期決定等についてについてについてについて    

    

アアアア    ２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年開催開催開催開催延期決定延期決定延期決定延期決定かかかから２０２３ら２０２３ら２０２３ら２０２３年開催年開催年開催年開催・・・・会会会会期決定期決定期決定期決定までのまでのまでのまでの経緯経緯経緯経緯    

月 日 内 容 

令和２年６月 19 日 

日本スポーツ協会、スポーツ庁、日本障がい者スポーツ協会、鹿児島

県の主催４者間で、「① 今年（2020 年）秋に開催しないこと」「② 両

大会は延期することとし、具体的な開催時期については、可能な限り

早期の結論を得るべく、引き続き、調整・検討を継続すること」を合

意 

９月 15 日 
日本スポーツ協会から鹿児島県に、2023 年のかごしま国体開催につ

いて提案 

９月 23 日 

（県）燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会第４回総会

を開催し、日本スポーツ協会からの 2023 年かごしま国体・大会開催

提案を承認 

※2023 年国体の「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」ことについて説明  

９月 25 日 主催４者間で、かごしま国体・かごしま大会の 2023 年開催を合意 

    10 月８日 

日本スポーツ協会臨時理事会において、かごしま国体を「2023 年」に

開催することを決定。これに伴い、全国障害者スポーツ大会について

も 2023 年に開催することが決定。また、両大会の名称を「特別国民

体育大会」「特別全国障害者スポーツ大会」に変更 

令和３年３月５日 

（県）燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会第６回総会

において、特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」大会会期を

可決 

３月 10 日 

特別国民体育大会及び特別全国障害者スポーツ大会の大会会期決定 

■燃ゆる感動かごしま国体会期 

 令和５年 10月７日（土）～10 月 17 日（火） 11 日間  

■燃ゆる感動かごしま大会会期 

 令和５年 10月 28 日（土）～10月 30 日（月） ３日間  

３月 11 日 特別国民体育大会実施競技・種別等に係る実施受諾照会（県→市町村） 

 

<今後の関連スケジュール> 

令和３年４月 23 日    実施承諾書提出締切（市町村→県） 

令和３年５月中旬頃   県実行委員会競技専門委員会 

令和３年５月中～下旬頃  県実行委員会常任委員会 

令和３年６月 10 日    令和３年度日本スポーツ協会第１回国体委員会にて競技会会 

期等決定 

第２号報告 
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イイイイ    ２０２３２０２３２０２３２０２３年燃年燃年燃年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のののの実施競技等実施競技等実施競技等実施競技等についてについてについてについて（（（（県県県県からからからから市町村市町村市町村市町村・・・・    

競技団体競技団体競技団体競技団体へへへへ提案提案提案提案））））    

 

（１）実施競技（デモンストレーションスポーツ含む） 

    ２０２０年かごしま国体の実施競技（種目・種別）を基本として、日本スポーツ協

会から示された一部の競技種目・種別について、変更することとする。 

  【変更予定競技】 

    変更前 変更後 

サッカー 成年男子、少年男子、女子 成年男子、少年男子、少年女子 

   ※令和４年第 77回栃木国体から、少年男女は通年、成年男女は隔年開催 

（２）競技会場（デモンストレーションスポーツ含む） 

     ２０２０年かごしま国体の競技会場を基本使用することとする。 

（３）競技会期 

     ２０２０年かごしま国体の競技会会期を基本とすることとする。 

 

開催年 回数 開催県 状況 回数 開催県 状況

（（（（参考参考参考参考））））国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会・・・・全国障害者全国障害者全国障害者全国障害者スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会のののの今後今後今後今後のののの開催予定開催予定開催予定開催予定
※（ ）内は障ｽﾎﾟの回数

第87回
（32回）

沖縄県 （予定）

鳥取県
第88回

（33回）
（予定）

第85回
（30回）

奈良県 （予定）

第86回
（31回）

山梨県 （予定）

令和６年（2024年）

第83回
（28回）

群馬県 内々定

第84回
（29回）

島根県 内々定

決定佐賀県
第78回

（23回）
内定滋賀県

第79回
（24回）

令和８年（2026年）

内定滋賀県
第79回

（24回）
内々定青森県

第80回
（25回）

令和７年（2025年）

内定青森県
第80回

（25回）
内々定宮崎県

第81回
（26回）

令和10年（2028年）

内々定宮崎県
第81回

（26回）
内々定長野県

第82回
（27回）

令和９年（2027年）

内々定長野県
第82回

（27回）
内々定群馬県

第83回
（28回）

島根県

第88回
（33回）

第87回
（32回）

第86回
（31回）

第85回
（30回）

第84回
（29回）

令和15年（2033年）

令和14年（2032年）

令和13年（2031年）

令和12年（2030年）

令和11年（2029年）

令和令和令和令和２２２２年年年年（2020（2020（2020（2020年年年年））））

決定栃木県
第77回

（22回）
決定栃木県

第77回
（22回）

令和４年（2022年）

中止開催県開催県開催県開催県鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県
第75回第75回第75回第75回

（20（20（20（20回回回回））））

※令和６年（2024）から「国民体育大会」の名称が「国民スポーツ大会」に変更

佐賀県
第78回

（23回）
令和５年（2023年） 決定決定決定決定鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県特別特別特別特別

三重県 決定令和３年（2021年）
第76回

（21回）
決定三重県

第76回
（21回）

内定

（予定）

（予定）

（予定）

（予定）

内々定

鳥取県

沖縄県

山梨県

奈良県
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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事項事項事項事項についてについてについてについて    

 

アアアア    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会則大会霧島市実行委員会会則大会霧島市実行委員会会則大会霧島市実行委員会会則・・・・    

計画計画計画計画・・・・要項要項要項要項等等等等のののの一部改正一部改正一部改正一部改正 

 

１ 改正の内容 

 ２０２３年開催の国民体育大会、全国障害者スポーツ大会の大会名称が、「特別国民体 

育大会」「特別全国障害者スポーツ大会」とされたことに伴う一部改正及び「霧島市申請 

書類の押印見直し方針」に基づく、関連申請書等の押印廃止に伴う一部改正 

 

２ 一部改正の会則・計画・要項等 

別紙「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・計 

画・要項一部改正新旧対照表」参照 

 

３ 専決日 

  令和２年 10月 28 日 

 

【参考】 

《《《《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霧島市国体霧島市国体霧島市国体霧島市実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会会則会則会則会則・・・・基本方針等基本方針等基本方針等基本方針等のののの位置位置位置位置付付付付けけけけ》》》》    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号報告 

霧 島 市 開 催 基 本 方 針  

霧島市開催推進総合計画 

・競技会運営基本計画 

・施設整備基本計画 

・広報基本計画 

・市民運動基本計画 

・式典基本計画 

・輸送・交通基本計画 

・警備・消防防災基本計画 

・歓迎・おもてなし基本計画 

・宿泊基本計画 

・医事・衛生基本計画 

基本計画 

各要項等 

※平成 28年 11 月 16 日 第１回総会決定 

霧島市開催推進総合計画【第●次】年次計画 

霧島市実行委員会（会則） 
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イイイイ    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年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算 

 

１ 補正予算の理由 

令和２年度に開催予定であった燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会 

が延期されたことに伴い、令和２年度霧島市実行委員会予算において、前年度からの 

繰越金を年度内に一般会計へ返還する必要があることから補正予算を定める。 

 

２ 補正予算の概要 

（款）大会競技運営費（項）大会運営総務費（目）大会運営総務費（節）委託料を 

２３，０６７，０００円減額し、（款）総務費（項）事務局費（目）事務局費（節）償 

還金、利子及び割引料に同額を計上する。 

 

３ 補正予算の内容 

  別紙「令和２年度補正予算」のとおり 

 

４ 専決日 

  令和３年３月 24 日 
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（別紙）令和２年度補正予算 

【収入】                            （単位：円） 

科目 当初予算額 補正額 補正後予算額 備考 

負担金 1,154,900,000 0 1,154,900,000  

繰越金 23,066,500 0 23,066,500   

雑収入 333,500 0 333,500   

合 計 1,178,300,000 0 1,178,300,000   

【支出】                            （単位：円） 

科目 当初予算額 補正額 補正後予算額 備考 

総務費 6,066,000 23,067,000 29,133,000  

 会議費 1,096,000 0 1,096,000  

 事務局費 4,970,000 23,067,000 28,037,000 

前年度繰越金を一般

会計へ返還 

（償還金、利子及び

割引料に計上） 

開催推進費 16,057,000 0 16,057,000  

 広報啓発費 9,570,000 0 9,570,000  

 
歓迎装飾・市民

運動推進費 
6,487,000 0 6,487,000  

大会競技運営費 255,633,000 ▲23,067,000 232,566,000  

 大会運営総務費 244,664,000 ▲23,067,000 221,597,000  

 競技御覧費 10,969,000 0 10,969,000  

競技運営費 854,680,000 0 854,680,000  

 競技運営費 854,680,000 0 854,680,000  

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  

リハーサル大会競

技運営費 
45,796,000 0 45,796,000  

 
各リハーサル大

会運営費 
45,796,000 0 45,796,000  

合 計 1,178,300,000 0 1,178,300,000  
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審議事項 

 

 

 

 

 

 

 



    

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大会大会大会霧島市実行委員会霧島市実行委員会霧島市実行委員会霧島市実行委員会    

令和令和令和令和２２２２年度事業年度事業年度事業年度事業報告報告報告報告    

 

１ 諸会議の開催 

⑴ 総会 

ア 霧島市実行委員会第５回総会及び第５回常任委員会合同会議【書面開催】（令 

和２年４月 16 日） 

※両大会の延期に伴い、「第 75 回国民体育大会及び第 20回全国障害者スポーツ 

大会について」全委員に通知（令和２年６月 23日） 

⑵ 常任委員会 

ア 同上 

⑶ 専門委員会 

ア 令和２年度は全専門委員会未開催 

⑷ 実施本部 

  ア 第２回実施本部開催（令和２年４月 15日） 

 

２ 準備業務の推進 

⑴ 会則・計画・要項等の一部改正に関すること（令和２年 10月 28 日専決処分） 

別紙「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・計画・要項一部改正新旧対照表」参照 

ア 実行委員会会則 

イ 開催基本方針 

ウ 開催推進総合計画 

エ 各基本計画（10 基本計画） 

オ 各要項（４要項） 

⑵ 大会運営に関すること 

ア 国体競技運営関連 

 (ｱ) 馬術競技会会場設営業務 

(ｲ) ゴルフ競技会会場使用借上 

(ｳ) ゴルフ競技会ヤーデージブック作製 

(ｴ) 牧園特設馬術競技会場除草業務 

(ｵ) 馬術競技用障害物及び剣道用備品 

運搬業務 

第１号議案 

 

牧園特設馬術競技場 
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(ｶ) まきのはら運動公園多目的広場芝修繕 

イ 輸送実施運営関連 

 (ｱ) 霧島市輸送実施運営業務 

ウ 売店出店運営関連 

 (ｱ) 売店出店受付業務 

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 

(ｱ) 実行委員会主催イベント 

開催日 イベント名 開催場所 

令和３年 
３月 30 日(火) 

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カウントダウンボ

ード再点灯式 

霧島市役所複合施設

棟２階 共通ロビー

（多目的ホール前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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２年 

７月 26 日(日) 

「コロナに勝とう」パークゴルフ

大会 

まきのはら運動公園

パークゴルフ場 

令和２年 
９月 12 日(土) 

ジャズ体操リハ大会代替イベント 国分海浜公園体育館 

令和２年 
10 月 10 日（土）・

17 日(土) 

道義高揚支援チャリティーゴルフ
大会 

霧島ゴルフクラブ 

令和２年 
11 月７日(土)･８日

(日)・14 日(土)・15
日(日) 

2020 農商工連携がんばろう市国体
ＰＲ 

牧園特設馬術競技場 

 

 

  

カウントダウンボード再点灯式の様子 再整備されたカウントダウンボード 

11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 屋内外広告物、国体ＰＲノベルティグッズ等リニューアル・作製・購入 

ａ リニューアル   

横断幕、懸垂幕、のぼり旗、手作り応援のぼり旗、ネックストラップ、カ 

ウントダウンボード、車両用啓発マグネット・ステッカー、協賛車ラッピン 

グ表示、隼人駅国体・大会啓発看板デザイン、アヒル隊長用たすき、国体・ 

大会啓発用自治会回覧板、花看板、封筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ジャズ体操リハ大会代替イベント 

  
国体・大会啓発用自治会回覧板 花看板 

2020 農商工連携がんばろう市 

応援メッセージ 

  
横断幕 のぼり旗 
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ｂ 作製 

うちわ、マスクケース、クリアファイル、ウエットティッシュ、ボールペ 

ン、シャープペンシル、蛍光ペン、メモ帳、付箋紙、折り紙、シール、企 

業協賛・団体募集チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 購入 

アヒル隊長ぬいぐるみ、缶バッチパーツ、ガラポン抽選器 

(ｴ) 花いっぱい運動推進 

ａ 花苗配布 

国体の延期により未使用となった花苗を市内の花育て団体へ配布 

(a) 錦江湾クリーンアップ作戦・夏の部で配布予定だった花苗を花育て団 

体に配布（令和２年６月 30 日） 

(b) 薩摩中央高校育苗分を国分、霧島、隼人、福山花育て 68 団体に配布（令 

和２年８月 18 日） 

(C) 伊佐農林高校育苗分を溝辺、横川、牧園花育て 30 団体に配布（令和２ 

年９月３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 炬火イベント準備作業 

   ａ 炬火リレー小・中・一般の部募集開始（令和２年４月６日） 

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 

  
各種国体ＰＲグッズ（ノベルティ） 企業協賛・団体募集チラシ 

  
伊佐農林高校育苗分 花育て団体へ配布 
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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。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（応募者 173 名） 

※両大会の延期に伴い、「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会炬火リレ

ー見送りについて」全応募者に通知（令和２年６月 23 日） 

ｂ 炬火リレー走者説明会（令和２年８月２日）中止 

 (ｶ) 環境美化クリーンアップの推進 

     ａ 錦江湾クリーンアップ作戦国体ＰＲ活動 

錦江湾岸の小学校児童が海岸清掃を実施することにより、錦江湾の環境保 

全を図るとともに、環境学習を通じて自然保護意識の向上を図る同作戦に、 

国体開催決定の横断幕やのぼり旗を設置し、ＰＲ活動を実施 

・令和２年 10月 30 日：国分下井海岸（国分南小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｷ) ボランティア 

※両大会の延期に伴い、「燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大 

会の延期に伴うボランティア活動について」全登録者（286 名）に通知（令 

和２年６月 25 日） 

  (ｸ) 国体ダンスリレー動画制作 

霧島市民が踊る国体ダンス「ゆめ～KIBAIYANSE～」動画をリレーのように 

つないだ「霧島市国体ダンスリレー動画」を制作（参加団体：15団体） 

なお、動画は、動画配信サービス（広報きりしまチャンネル）や広報きり 

しま６月上旬号、市ホームページ・ＳＮＳなどで紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
錦江湾クリーンアップ作戦国体ＰＲ活動 

  

霧島市国体ダンスリレー動画 
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⑷ 国体・大会に関すること 

ア リハーサル大会 

(ｱ) 第 20 回全国障害者スポーツ大会サッカー（知）リハーサル大会（令和２ 

年５月 16日・17 日）中止 

 (ｲ) 燃ゆる感動かごしま国体馬術競技リハーサル大会兼第 56回九州馬術大会

（令和２年６月６日・７日）中止 

  イ デモンストレーションスポーツ 

(ｱ) ジャズ体操（令和２年５月 23 日）中止 

(ｲ) パークゴルフ（令和２年７月 26 日）中止 

  ウ 公開競技 

   (ｱ) グラウンド・ゴルフ（令和２年９月 26 日・27 日）中止 

エ かごしま国体 

   (ｱ) ハンドボール競技（令和２年 10 月４日～８日）中止 

   (ｲ) 剣道競技（令和２年 10 月４日～６日）中止 

   (ｳ) 馬術競技（令和２年 10 月７日～11日）中止 

   (ｴ) ゴルフ競技（令和２年 10 月７日～９日）中止 

   (ｵ) サッカー競技（令和２年 10月９日～12 日）中止 

   (ｶ) 銃剣道競技（令和２年 10月 10 日～12 日）中止 

  オ かごしま大会 

   (ｱ) サッカー（知）（令和２年 10 月 24 日～26 日）中止 

⑸ 視察対応に関すること 

  ア 栃木県栃木市来庁（令和２年 10月 14 日） 

  イ 三重県鈴鹿市・伊賀市・いなべ市来庁（令和２年 11 月５日・６日） 

  ウ 佐賀県神埼市来庁（令和３年３月 23 日） 

  エ 佐賀県大町町来庁（令和３年３月 26 日） 

 

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 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会 

(ｱ) 第４回総会（令和２年９月 23 日） 

  (ｲ) 第５回総会【書面開催】（令和２年 11月２日） 

  (ｳ) 第６回総会【書面開催】（令和３年１月 19 日） 

イ 市町村連絡会議 

 (ｱ) 第 10 回市町村連絡会議（令和２年 10月 21 日） 

ウ 競技運営連絡会議 

 (ｱ) 第７回競技運営連絡会議（令和２年４月 21 日）中止 

 (ｲ) 第８回競技運営連絡会議（令和２年７月９日）中止 
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 (ｳ) 第９回競技運営連絡会議（令和２年 10月 21 日） 

 エ 全国障害者スポーツ大会専門委員会 

(ｱ) 第７回全国障害者スポーツ大会専門委員会（令和２年 10月 22 日） 

⑵ 開催競技団体及び各種団体との連絡調整 

ア 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）

－ ＝

収入済額 支出済額 差引額

67,834,857円 67,834,857円 　　0円

馬術競技宿泊及び斡旋弁当受注業
務、馬術リハーサル大会用消耗品
等

合　計 1,178,300,000 0 1,178,300,000 67,834,857 1,110,465,143

各リハーサル
大会運営費

45,796,000 0 45,796,000 771,059 45,024,941

リハーサル大会
競技運営費

45,796,000 0 45,796,000 771,059 45,024,941

全国障害者スポー
ツ大会競技運営費 68,000 0 68,000 0 68,000

ハンドボールゴール用床固定金具、馬
術競技会用具等運搬業務、馬術競技会
会場設営業務委託、ゴルフ競技会競技
会場借上等

全国障害者スポーツ
大会競技運営費 68,000 0 68,000 0 68,000

競技運営費 854,680,000 0 854,680,000 27,794,555 826,885,445

競技運営費 854,680,000 0 854,680,000 27,794,555 826,885,445

競技御覧費 10,969,000 0 10,969,000 0 10,969,000

大会運営総務
費

244,664,000 ▲ 23,067,000 221,597,000 4,668,937 216,928,063
輸送実施運営業務委託、合同配宿
業務委託会場地市町村負担金

大会競技運営費 255,633,000 ▲ 23,067,000 232,566,000 4,668,937 227,897,063

開催延期に伴う準備経費（横断幕、懸
垂幕、のぼり旗、国体啓発グッズ
等）、LED屋外共同看板出稿料等

歓迎装飾・市
民運動推進費

6,487,000 0 6,487,000 1,246,229 5,240,771
開催延期に伴う準備経費(手作り応援の
ぼり旗、花壇設置用国体PR看板等）、
花育てリレー用花苗配送業務等

広報啓発費 9,570,000 0 9,570,000 8,523,304 1,046,696

消耗品費、収入印紙、燃料費、封
筒印刷代、償還金、振込手数料等

開催推進費 16,057,000 0 16,057,000 9,769,533 6,287,467

事務局費 4,970,000 23,067,000 28,037,000 24,682,917 3,354,083

会議費 1,096,000 0 1,096,000 147,856 948,144 消耗品費、通信運搬費等

総務費 6,066,000 23,067,000 29,133,000 24,830,773 4,302,227

1,110,465,143

２ 支出

科目
当初予算額

(A)
補正額
(B)

予算現額
(C)=

(A)＋(B)

決算額
(D)

増減額
(C)-(D)

備考

合　計 1,178,300,000 0 1,178,300,000 67,834,857

雑収入 333,500 0 333,500 36,405 297,095
預金利子 2,041円
保険金 34,364円

繰越金 23,066,500 0 23,066,500 23,066,500

負担金 1,154,900,000 0 1,154,900,000 44,731,952 1,110,168,048

・霧島市負担金
　※運営負担金：22,025,952円
　※(昨年契約)馬術競技会会場設
　　営に伴う負担金  22,706,000円

0 前年度繰越金

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年度収支決算年度収支決算年度収支決算年度収支決算（（（（案案案案））））

１ 収入
（単位：円）

科目
当初予算額

（A）
補正額
（B）

予算現額
(C)=

(A)+(B)

決算額
（D）

増減額
（C)-(D）

備考
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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大会大会大会霧島市実行委員会霧島市実行委員会霧島市実行委員会霧島市実行委員会    

令和令和令和令和３３３３年度事業年度事業年度事業年度事業計画計画計画計画（（（（案案案案））））    

 

１ 諸会議の開催 

⑴ 実行委員会の開催 

⑵ 常任委員会の開催 

⑶ 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 

⑴ 総務・企画に関すること 

  ア 協賛企業の募集 

⑵ 競技に関すること 

ア 競技会場・練習会場施設の点検の実施 

⑶ 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) 市ホームページ、ＳＮＳ等によるＰＲ 

(ｴ) 国体ＰＲグッズ作製 

(ｵ) 屋外広告物作製 

(ｶ) 関平鉱泉水ペットボトル国体仕様製版業務委託デザイン作製 

(ｷ) 鹿児島空港電照看板作製業務委託（デザイン、施工・設置・撤去等） 

(ｸ) 国体開催２年前カウントダウン・プレイベントの開催 

イ 市民運動 

(ｱ) 花いっぱい運動の推進 

(ｲ) クリーンアップ運動の推進 

(ｳ) ボランティア意向調査・募集の実施 

第２号議案 
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(ｴ) ゆめ～ＫＩＢＡＩＹＡＮＳＥ～ダンスの普及・啓発 

⑷ 輸送・交通・警備に関すること 

ア 輸送計画の精査業務 

⑸ 観光・宿泊・衛生に関すること 

ア 市民団体との連携によるおもてなしの検討 

イ 客室提供促進 

 

３ 先催地の視察・情報収集・調査・分析に関すること 

ア 第 76 回三重国体リハーサル大会・第 77 回栃木国体リハーサル大会視察 

イ 第 76 回三重国体抽選会視察 

ウ 第 76 回三重国体・第 21 回三重大会視察 

エ 第 76 回三重国体事業概要説明会出席 

 

４ 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 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会総会 

イ 市町村連絡会議 

  ウ 競技運営連絡会議 

  エ 競技別連絡調整会議 

  オ 全国障害者スポーツ大会専門委員会 

カ 県調査に対する各種回答書の作成 

⑵ 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 

(ｱ) 国体競技団体 

      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 

(ｲ) 公開競技団体 

グラウンド・ゴルフ競技 

(ｳ) デモンストレーションスポーツ競技団体 

ジャズ体操競技、パークゴルフ競技 

イ サッカー（少年女子）、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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（単位：円）

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３３３３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 6,921,000 1,154,900,000 ▲ 1,147,979,000 霧島市負担金

繰越金 0 23,066,500 ▲ 23,066,500

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  入 1,000 333,500 ▲ 332,500 預金利子

合　計 6,922,000 1,178,300,000 ▲ 1,171,378,000

1,930,000 9,570,000 ▲ 7,640,000

ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ・ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ開催、国体PRｸﾞｯ
ｽﾞ作製、屋外広告物作製、関平鉱泉水
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ国体仕様製版業務委託ﾃﾞｻﾞｲﾝ
作製、鹿児島空港電照看板作製経費等

歓迎装飾・市民運動推進
費

総務費 4,307,000 6,066,000 ▲ 1,759,000

4,970,000 ▲ 855,000

会議費 192,000 1,096,000 ▲ 904,000 消耗品費、通信運搬費経費等

事務局費

開催推進費 2,615,000 16,057,000 ▲ 13,442,000

競技運営費 0 854,680,000 ▲ 854,680,000

4,115,000
旅費、消耗品費、修繕料、燃料
費、保険料、振込手数料経費等

競技御覧費 0 10,969,000 ▲ 10,969,000

大会競技運営費 0 255,633,000 ▲ 255,633,000

大会運営総務費 0 244,664,000 ▲ 244,664,000

広報啓発費

68,000 ▲ 68,000

合　計 6,922,000 ▲ 1,171,378,000

854,680,000競技運営費 0 ▲ 854,680,000

685,000 6,487,000 ▲ 5,802,000
花いっぱい運動、企業協賛募集ﾁﾗ
ｼ作成、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集ﾎﾟｽﾀｰ作製経
費等

全国障害者スポーツ大会
競技運営費

0 ▲ 68,000

リハーサル大会競技運営費 0

各リハーサル大会運営費 0

68,000

45,796,000 ▲ 45,796,000

45,796,000 ▲ 45,796,000

1,178,300,000

障害者スポーツ大会競技運
営費

0
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三重県 栃木県

東京オリンピック7/23～8/8 全国和牛共進会10/6～10/10 デモンストレーション競技開催

東京パラリンピック8/24～9/5 ｻｯｶｰ（知的）リハーサル大会（5月）

馬術競技リハーサル大会（6月）

グラウンド・ゴルフ大会（9月）

ブロック大会・抽選会

第6回実行委員会総会 第7回実行委員会総会 第8回実行委員会総会

常任委員会 常任委員会 常任委員会

庁内推進委員会 庁内推進委員会 庁内推進委員会

大会実施本部 大会実施本部

総務・企画専門委員会

競技専門委員会

広報・市民運動専門委員会

式典専門委員会

輸送・交通・警備専門委員会

宿泊・衛生専門委員会

各競技会期・会場決定 中央競技団体視察 馬術ﾘﾊｰｻﾙ大会（６月予定）

第６次開催推進総合計画 第７次開催推進総合計画 第８次開催推進総合計画

市町村連絡調整会議 →　→　→ →　→　→

競技団体連絡調整会議 →　→　→ →　→　→

リハ大会・本大会開催予算編成 リハ大会・本大会予算執行 決算

文化プログラム実施基本計画確認 文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの推進（実施内容・実施要項見直し） 文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

行幸啓等対応策検討 行幸啓等対応

係員編成計画確認 係員編成計画策定 係員配置・研修

リハ・本大会識別用品決定 リハ・本大会識別用品作製

企業協賛募集 →　→　→ →　→　→

ｺﾛﾅ対応策の検討 →　→　→ 競技会場ｺﾛﾅ対応

参加申込受付・組合せ抽選会

競技役員等委嘱

競技会係員・補助員要請計画 競技会係員・補助員要請 競技会補助員等委嘱

競技別プログラム校正 競技別プログラム作成・配布

競技会運営

推進組織

競技役員等編成・名簿再検討・作成

総
　
務
　
・
　
企
　
画

全体計画

会場地選定
会場地連絡

大会予算

競
　
　
　
　
技

事　務　局　組　織 国民体育大会推進課 国民体育大会推進課 国民体育大会推進課

全
　
　
　
　
体

主要行事

事業概要
説明会

　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
特特特特
別別別別
国国国国
民民民民
体体体体
育育育育
大大大大
会会会会
　　　　
・・・・
　　　　
特特特特
別別別別
全全全全
国国国国
障障障障
害害害害
者者者者
スススス
ポポポポ
ーーーー
ツツツツ
大大大大
会会会会

会場管理

第９回実行
委員会総会
（解散総会）

開催手続き

競技日程・組合せ表再検討・作成

文化プログラム

行幸啓・お成り

識別用品

団体募金・企業協賛

開催年
（特別国民体育大会：10月7日(土）～10月17日（火））

  （特別全国障害者大会：10月28日（土）～10月30日（月））

開　催　県 鹿児島県

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開催推進総合計画大会霧島市開催推進総合計画大会霧島市開催推進総合計画大会霧島市開催推進総合計画【【【【第第第第６６６６次次次次】】】】年次計画年次計画年次計画年次計画（（（（案案案案））））
年　　　　度 令和令和令和令和３３３３年度年度年度年度（（（（２０２１２０２１２０２１２０２１年年年年）））） 令和令和令和令和４４４４年度年度年度年度（（（（２０２２２０２２２０２２２０２２年年年年）））） 令和令和令和令和５５５５年度年度年度年度（（（（２０２３２０２３２０２３２０２３年年年年））））

逆　　　　年 ２年前 １年前

必要に応じ開催 必要に応じ開催

第３号議案
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公開・デモスポ競技開催

自衛隊支援協力（馬術・銃剣道）

競技施設等整備計画 競技施設等整備

競技会場・仮設物設置協議 競技会場再設計業務委託・仮設物設置計画 競技会場仮設物設置 仮設物撤去

ホームページ情報発信・更新 →　→　→ →　→　→

大会報告書編成方針 →　→　→ 大会報告書編成

市民運動の推進 →　→　→ →　→　→

ボランティア募集 →　→　→ ボランティア研修・配置

炬火イベント（県）実施要項 炬火イベント実施計画確認・変更 炬火イベント実施

開始式、表彰式

リハ大会・国体輸送計画見直し・変更

警備・消防防災業務実施計画確認 →　→　→

避難計画確認 →　→　→

歓迎装飾計画 →　→　→ 歓迎装飾実施

ガイドブック、観光パンフ等検討 →　→　→ ガイドブック等作成・配付

案内所・休憩所設置計画 →　→　→ 案内所・休憩所設置

売店出店募集開始 リハ大会・本大会売店出店

宿舎配宿受入れ依頼 合同配宿計画 合同配宿実施・合同宿泊本部設置

弁当調製施設調査 弁当調製施設再選定 弁当調整業務実施

競技別救護所設置計画

感染症予防啓発

食品衛生講習会

大会報告書
作成・配布

カウントダウンイベント、PRグッズ・屋外広告物作製

市民運動

自衛隊協力要請協議（馬術・銃剣道）
自衛隊協力要請（ﾘﾊｰｻﾙ大会、本大会実施年度：覚書交換）

警備・消防本部設置

関係機関との協力体制整備・調整等

救護本部・救護所設置

広
報
・
市
民
運
動

広　　　報

広報・イベント等の周知活動の推進

競技用具の再調査・再確認及び用具整備の推進

施設整備

宿
　
泊
・
衛
　
生

観光・おもてなし

宿　　　泊

医事・衛生
ｺﾛﾅ対応の検討

清掃・美化活動

式
典

式典

輸
送
・
交
通
・
警
備

輸送・交通 輸送本部設置
駐車場再調査・確保

警備・消防防災

　サッカー（少年女子）
国分陸上競技場・国分多目的広場
まきのはら多目的広場

　グラウンド・ゴルフ 丸岡公園緑地公園

　ハンドボール（全種別）
国分体育館・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

　馬術（全種別） 牧園特設馬術競技場 　パークゴルフ まきのはら運動公園パークゴルフ場

　剣道（全種別） 牧園アリーナ 　ジャズ体操 国分海浜公園体育館

　銃剣道（全種別） 国分中央高等学校精華アリーナ

　ゴルフ（成年男子・少年男子）
霧島ゴルフクラブ（成年男子）
溝辺カントリークラブ（少年男子）

　サッカー（知） 国分陸上競技場・国分多目的広場

公開競技公開競技公開競技公開競技

全国障害者全国障害者全国障害者全国障害者スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

デモンストレーションスポーツデモンストレーションスポーツデモンストレーションスポーツデモンストレーションスポーツ

正式競技正式競技正式競技正式競技
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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 出口　竜也

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 林　康治

12 霧島市農林水産部 部長 八幡　洋一

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 堀ノ内　剛

17 霧島市教育部 部長 池田　宏幸

18 霧島市議会事務局 事務局長 西田　正志

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 久保　等

21 霧島市校長協会 副会長 岩下　博成

22 霧島市小学校体育連盟 会長 道添　辰也

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 松岡　洋一郎

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 加治　博孝

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 井上　良太

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 堂平　幸司

48 霧島市会計課 課長 貴島　信幸 

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大会大会大会
霧島市実行委員会霧島市実行委員会霧島市実行委員会霧島市実行委員会【【【【役員及役員及役員及役員及びびびび委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿】】】】

備考

（敬称略・順不同）
令和３年４月１日現在

※印は重複者

市

産業・経済

監事
【3】 市

副会長
【5】

常任委員
【39】

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

宿泊・衛生・
観光

官公署

社会団体

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

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 前島　広紀

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 阿多石　英樹

61 国分中央高等学校 事務長 堀之内　真一

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 鶴田　紋太郎

67 鹿児島第一高等学校 教頭 黒江　大輔

68 鹿児島第一中学校 教頭 山口　太一

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 木村　隆

71 第一工科大学 学長 都築　明寿香

72 霧島市教頭会 会長 芝　隆志

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 全日本ジャズ体操協会鹿児島県本部 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

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

委員
【97】
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備考選　出　区　分役職名 委員名所　属　団　体　等 役職名

96 霧島商工会議所青年部 会長 中村　広幸

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 川原　正照

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 副部長 植村　順子

101 霧島経済同友クラブ 会長 鈴木　文隆

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 幹事 濵田　健

104 隼人金融クラブ 幹事 堀田　健次

105 姶良東部森林組合 代表理事組合長 板元　勝志

106 上野原テクノパーク懇話会 会長 上川路　奏

107 霧島市特産品協会 事務局長 新畑　幸一

108 霧島神宮温泉郷旅館協会 会長 中谷　美代子

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　克巳

114 一般社団法人鹿児島県調理師連合会 理事長 前田　太洋

115 ＪＲ九州隼人駅 駅長 﨑村　智秀

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 河野　嘉文

118 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 花堂　誠

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 辺田　政弘

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 原田　幸治

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 松枝　洋一郎

131 (公財）鹿児島県交通安全協会霧島地区協会 会長 山之内　悟

132 公益社団法人霧島青年会議所 理事長 前田　大悟

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 田中　セツ子 ※

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 大平　勝保

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

社会団体

官公署

産業・経済

宿泊・衛生・
観光

医療
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備考選　出　区　分役職名 委員名所　属　団　体　等 役職名

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 飯伏　尚生

参与
【9】

顧問
【4】
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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 回特別国民体育大会及び第 20 回特別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に
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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・燃ゆる感動かごし
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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。 

附 則 

１ この会則は、令和２年10月28日から施行する。 
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（一部重複）
１５８人

４５人

委員長

委員

会長（１）

副会長（５）

開・閉会
式、式典音
楽・演技、
炬火イベン
ト等

常任委員（３９）

実実実実　　　　行行行行　　　　委委委委　　　　員員員員　　　　会会会会

副委員長

会長（１）

副会長（５）

監事（３）

委員（９７）

顧問（４）

参与（９）

常任委員（３９）

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　　　　≪≪≪≪組織図組織図組織図組織図≫≫≫≫

観光・宿泊・衛生

歓迎・おもてな
し計画、宿泊
計画、医事・
衛生計画、食
品献立、馬事
衛生等

広報・市民運
動、報道対
応、記録映
像・写真、開
催前広報イベ
ント等

広報・市民運動 式　典

総合計画、開
催基本構想、
他の委員会に
属さない事
項、行幸啓等

総務・企画 輸送・交通・警備

輸送・交通計
画、参加者の
輸送・競技会
場への輸送計
画等

委任

付託・委任

報告

報告

競技の企画・
運営、競技施
設整備、競技
用具整備、競
技役員養成編
成等

競　技

実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会 総総総総 会会会会 （（（（会議会議会議会議））））

[[[[ 最高議決機関最高議決機関最高議決機関最高議決機関 ]]]]
・・・・競技会の開催・運営に関する基本方針

・・・・事業計画・事業報告、予算・決算

・・・・その他重要な事項等の審議・議決

・・・・常任委員会への委任事項等の審議・議決

常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会 （（（（組織組織組織組織・・・・会議会議会議会議））））

[  [  [  [  議決機関議決機関議決機関議決機関 ]]]]
・・・・総会から委任事項の審議・議決

・・・・専門委員会の設置・付託

・・・・その他重要な事項等の審議・議決

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会 （（（（組織組織組織組織・・・・会議会議会議会議））））

[[[[ 調査機関調査機関調査機関調査機関 ]]]]
・・・・常任委員会からの付託事項の調査、

審議、委任事項の実施・推進

検討案等の提出

・調査検討の指示

・決定方針に伴う

指示等

・問題提起

・市の方針

反映

国民体育大会推進課国民体育大会推進課国民体育大会推進課国民体育大会推進課

実施本部実施本部実施本部実施本部

[[[[競技会競技会競技会競技会のののの準備準備準備準備・・・・運営運営運営運営]]]]
・本部長 ：市長

・副本部長 ：副市長

：教育長

・本部員：部長級職員等

庁内推進委員会庁内推進委員会庁内推進委員会庁内推進委員会

[[[[市市市市のののの方針決定方針決定方針決定方針決定]]]]
・委員長：副市長

・副委員長：副市長

：教育長

・委員：部長級職員等

実行委員会事務局

庁内推進委員会事務局

実施本部事務局

連絡・調整
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