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             ②これまでの準備経過 

（２）第１号議案  燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会会則（案） 

（３）第２号議案  燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会役員（案） 

４．閉    会 
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燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会設立趣意書 

 

国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健

康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとと

もに、国民生活を明るく豊かにすることを目的として開催されます。 

 

近年、少子・高齢化、国際化、情報化など社会情勢の急激な変化に伴い、スポーツを取

り巻く状況も急激に変化しています。世界を舞台としたスポーツ選手の活躍は、国民に感

動と勇気を与えており、健康に対する意識の高揚に併せて、生涯スポーツ社会の実現に向

けた取組も求められています。 

 

このような中で、世界最大のスポーツの祭典であるオリンピックが東京で開催され、日

本国内のスポーツに対する気運が高まる平成 32年に、我が国最大かつ最高のスポーツの祭

典である国民体育大会が鹿児島県、そして本市において開催されることは、市民のスポー

ツへの関心を高め、更なるスポーツ活動の普及・発展を大きく強化し、交流人口の増加が

図られ、地域の活性化に繋がるものです。 

我が国唯一の国立体育単科大学である鹿屋体育大学を有し、様々な競技スポーツが盛ん

な本市にとって、歴史と伝統、食文化、豊かな自然など、鹿屋ならではの個性と魅力を全

国にアピールする絶好の機会でもあります。 

 

大会開催に向けての市民と行政が一体となった取組は、青少年の体力向上と人格形成、

市民の心身の健康の保持増進に大きく寄与するとともに、市全体の絆や連帯感を深め、本

市が将来都市像として掲げる『ひと・まち・産業が躍動する「健康交流都市 かのや」』の

実現に向けて極めて有意義なものと期待されます。 

 

このような意義ある大会を成功に導くために、市民・関係団体・行政からなる「燃ゆる

感動かごしま国体鹿屋市実行委員会」を設立し、鹿屋市民の総力を結集して所期の目的を

達成しようとするものであります。 

 

 

  

 

燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会設立発起人会 

鹿屋市長  中 西  茂      
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燃ゆる感動かごしま国体の概要 

 

１ 国民体育大会の目的･沿革 

  広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の

向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生

活を明るく豊かにしようとするもの。 

  昭和 21 年に第１回国民体育大会が京都を中心とした京阪神地区で開催され、昭和 47

年に第 27回大会（太陽国体）が鹿児島県で開催された。 

 

２ 主催 

 （１）大  会：（公財）日本体育協会・文部科学省・鹿児島県 

（２）各競技会：上記に、（公財）日本体育協会加盟競技団体・会場地市町村を含める。 

 

３ 開催年：平成 32年度（2020年） 

（参考：開催状況） 

年  度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

開催県 岩 手 県 愛 媛 県 福 井 県 茨 城 県 

 

４ 開催時期：平成 32年 10月３日（土）～10月 13日（火）（11日間） 

       （平成 29年 7月 18日 日本体育協会理事会にて正式決定） 

 ７月 ８月 ９月 10月 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 

 

 

 

 

  

7/24 

 

 

8/9 

 

 

 

  

8/25 

 

9/6 

     

 

５ 愛称、スローガン 

愛   称：燃ゆる感動かごしま国体  

スローガン：熱い鼓動 風は南から 

 

 

 

 

東京オリンピック パラリンピック 
鹿児島国体 

（11日間） 
ボート競技 

報告① 
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６ 開催競技 

正式競技 

（37競技） 

・毎年実施競技：36競技、隔年実施競技：１競技 

・都道府県対抗で天皇杯（男女総合）、皇后杯（女子総合）の成績対象 

【実施競技】 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、

バレーボール、体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、

ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、 

軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、

山岳、カヌー、アーチェリー、空手道、なぎなた、ボウリング、ゴル

フ、トライアスロン、銃剣道（隔年） 

特別競技 

（１競技） 
・高等学校野球（軟式・硬式） 

・夏の甲子園ベスト８及び開催都道府県のチーム等が出場 

・都道府県対抗の成績対象とはならない。 

公開競技 

（５競技） 

・競技の普及、国民へのスポーツ振興の観点から実施できる競技 

・一定基準を満たす競技の中から開催県が選択して実施 

・都道府県対抗の成績対象とはならない。 

【実施競技】 

綱引、武術太極拳、パワーリフティング、ゲートボール、 

グラウンド・ゴルフ 

デモンストレ

ーションスポ

ーツ 

（36競技） 

・生涯スポーツの振興を目的に実施できる競技 

・原則として県内居住者を対象に実施 

・都道府県対抗の成績対象とはならない。 

【実施競技】 

スポーツ吹矢、フライングディスク、お手玉、少林寺拳法など 

（鹿屋市：スポーツ吹矢） 

 

【今後、選定が予定されている競技】 

 東京オリンピック強化対策として、今後、国体正式競技に導入が計画されている競技。 

水球（女子）、オープンウォーター（男女）、ボクシング（女子）、ビーチバレー（男女）、

トランポリン（男女）、レスリング（女子）、ウェイトリフティング（女子）、自転車（女

子）、ラグビーフットボール（女子） 



- 4 - 

 

７ 鹿屋市開催競技及び競技会場予定施設 

№ 競 技 名 種  目 種  別 競技予定地 

１ ボート 

舵手つきフォア 

舵手つきクォドルプル 

ダブルスカル 

シングルスカル 

少年男子 

少年女子 

成年男子 

成年女子 

輝北ダム 

特設ボートコース 

２ バレーボール 6人制バレーボール 成年女子 串良平和アリーナ 

３ 自転車 ロード 

成年男子 

少年男子 

女  子 

大隅広域ロードレース

コース 

 

４ 

 

 

スポーツ吹矢 

 

 

スポーツ吹矢 

（ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ） 

一 般 

 

串良平和アリーナ 

 

８ 参加人数（見込） 

  ○選手・監督の実人数：約 8,300人 

  ○参加総数（大会関係者、観覧者含む）：27,000人（延人数） 
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燃ゆる感動かごしま国体開催準備経過 

 

年度 月日 経過概要 

23 

8. 9 

鹿児島県準備委員会設立総会 

 設立趣旨、委員会会則、役員の決定 

鹿児島県準備委員会第１回総会 

 第 75回国民体育大会開催基本方針の決定 

24 
8.10 

鹿児島県準備委員会第２回総会 

 常任委員会への委任事項の決定 

10. 3 開催希望調査書（バレーボール、ボート、柔道）を鹿児島県に提出 

25 

8.21 

鹿児島県準備委員会第３回総会 

 第 1回・第２回常任委員会決定事項の承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 5 第一次選定（ボート）に係る内諾書を提出 

2.13 第二次選定（バレーボール成年女子）に係る内諾書を提出 

2. 4 開催希望調査書（グラウンド・ゴルフ）を鹿児島県に提出 

26 4.11 会場地選定（自転車ロードレース）の通知 

4.21 第一次選定（自転車ロードレース）に係る内諾書を提出 

5.26 

鹿児島県準備委員会第４回総会 

 第３回常任委員会決定事項の承認 

 

 

 

 

7. 1 市民スポーツ課を教育委員会から市長部局へ移管 

10.22 中央競技団体視察（ボート） 

報告② 

 会場地市町村第二次選定（自転車ロード・レース） 

 競技運営基本方針 

 デモンストレーションスポーツ実施基本方針 

 国民体育大会における 2020年オリンピック対策・実行計画案 

 会場地市町村選定基本方針 

 実施競技選択基本方針 

 競技役員等養成基本方針 

 県及び会場地市町村の業務分担基本方針 

 鹿児島県準備委員会専門委員会規程 

 開催準備総合計画  

 県及び会場地市町村の業務分担細目  

 公開競技実施基本方針  

 競技役員等編成基本方針  

 会場地市町村第一次選定（ボート、バレーボール成年女子） 
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11. 7 中央競技団体視察（バレーボール） 

12.22 中央競技団体視察（自転車） 

27 

5.27 

鹿児島県準備委員会第５回総会 

 第４回・第５回常任委員会決定事項の承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.22 日本体育協会第３回理事会でかごしま国体の開催内定 

28 

 

4. 1 市民スポーツ課内に国体準備室を設置（兼任３人体制） 

4.12 デモンストレーションスポーツ開催希望申請書（スポーツ吹矢）提出 

5.18 

鹿児島県準備委員会第６回総会 

 第６回常任委員会決定事項の承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17 国体自転車競技ロード表示に係る協議 

5.24 市町村連絡会議・競技連絡会議 

7.6 自転車競技担当者会議 

7.26 バレーボール競技連絡調整会議 

8.19 
国体施設整備に伴う補助事業ヒアリング 

（串良平和アリーナ LED化、床研磨） 

8.24 バレーボール競技練習会場現地視察（市、市協会、県協会） 

 会場地市町村第三次選定、公開競技選定  

 愛称・スローガン選定等 

 開催基本構想 

 広報基本方針、広報基本計画 

 県民運動基本方針、県民運動基本計画 

 競技用具整備基本方針 

 式典基本方針 

 輸送・交通基本方針 

 宿泊基本方針 

 医事・衛生基本方針 

 開催準備総合計画（平成 27年 5月改訂） 

 開催申請書の提出 

 第 75回国民体育大会会期案 

 デモンストレーションスポーツの実施競技及び会場地選定 

 記録業務基本方針 

 記録業務基本計画 

 式典基本構想 

 輸送・交通基本計画 

 宿泊基本計画 

 医事・衛生基本計画 

 開催準備総合計画 

 競技会場予定施設 
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9.7～9 愛媛国体リハーサル大会視察（自転車・ロード） 

9.13 自転車ロードコース現地調査 

10.5～7 岩手国体視察（ボート競技） 

10.6 台風 16号による高隈ダムの被害状況を県へ報告 

10.17 輝北ダムの多目的利用に係る協議（曽於南部土地改良区） 

10.18 高隈ダム視察による被害状況確認（県国体準備課同行） 

10.26 

輝北ダムの多目的利用に係る協議（曽於南部土地改良区） 

・練習会場の確保 

 ・国体会場としての測量許可願 

10.26 輝北ダム現地視察（国体コース設置業者同行） 

10.28 

県ボート協会協議 

・大隅湖の被害現状 

・輝北ダムの国体開催会場としての可能性 

11.7～8 輝北ダム調査（国体コース設置業者） 

11.16 自転車競技担当者会議 

11.21 輝北ダム利用に係る九州農政局との協議 

12.10 
県ボート協会理事会 

・大隅湖開催を断念、輝北ダムを代替地とする方針を確認 

12.19 
かごしま国体鹿屋市庁内推進会議 

・ボート競技会場の変更について（大隅湖 → 輝北ダム） 

12.22 
実施競技会場地市町村選定について内諾書（自転車ロード・レース女

子）を提出 

12.26 
曽於南部土地改良区理事会 

・輝北ダムを国体ボート競技会場として手続きしていくことを了承 

1.23 
鹿児島県準備委員会第９回競技専門委員会 

・ボート競技会場変更（案）の審議 

2.14 
鹿児島県準備委員会第７回常任委員会 

・ボート競技会場変更（案）の審議、決定 

3.16 鹿屋市実行委員会設立発起人会 

29 7.18 日本体育協会理事会にて鹿児島国体が正式決定 

7.22 ボート会場変更に伴う中央団体視察（輝北ダム：日本ボート協会） 

8.8 第 75回国民体育大会 鹿児島県実行委員会第 1回総会 

8.23 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会設立総会及び第 1回総会 
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 第１号議案   燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会会則（案） 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会（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、燃ゆる感動かごしま国体において、鹿屋市で開催される競技会（以

下「競技会」という。）の円滑な運営に必要な事業を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。 

（1）競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（2）競技会の開催に係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理に関すること。 

（4）競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（5）関係競技団体、関係団体及び関係機関との連携調整に関すること。 

（6）市民のスポーツ意識の高揚に関すること。 

（7）その他実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（1）鹿屋市を代表する者及び役職員 

（2）鹿屋市議会の議員 

（3）関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者もしくは役職員 

（4）その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次に掲げる役員を置く。 

（1）会長   １名 

（2）副会長  10名以内 

（3）常任委員 30名以内 

（4）監事   ２名 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、鹿屋市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 
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（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、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

が指名した順位により、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

属の団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は、辞職したものとみなし、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に変更があったときは、次の総会において報告す

る。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（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、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第 10条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

（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、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（1）競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

（2）会則の制定及び改廃に関すること。 
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（3）事業計画及び事業報告に関すること。 

（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催し、及び議決することができない。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

委任し、又は書面で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、又は書面で議決に加わった者を含

む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

（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 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が召集する。 

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あたる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、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し、決定する。 

（1）総会から委任された事項に関すること。 

（2）専門委員会の設置及び専門委員会への付託に関すること。 

（3）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

（4）その他委員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。 

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議決定した事項及び次条第３項の規定により専

門委員から報告があった事項を、必要に応じ次の総会に報告するものとする。 

10 第８条の規定は、常任委員会の任期等について準用する。 

（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し、及び審議し、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調査し、及び審議し、その結

果を必要に応じて常任委員会に報告する。 

４ 前３項の規定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

った上で、会長が別に定める。 

５ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

 



- 11 - 

 

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。）を召集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、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報告し、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、事務局を鹿屋市市民生活部市民スポーツ課内

に置く。 

２ 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、交付金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第 17条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、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 18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日までとする。 

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 19条 実行委員会は、第 2条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解

散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

第８章 補則 

（委任） 

第 20条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定

める。 

附則 

この会則は、平成  年  月  日から施行する。 
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燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会組織体系図 

 

 

燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会 

（会長・副会長・常任委員・委員・監事） 

常任委員会 

（会長・副会長・常任委員） 

議決 

機関 

決定 

機関 

調査 

機関 

委任 

付託 

報告 

報告 

専門委員会 

総務企画 

総務企画・財務 

広報・市民協働 

歓迎・接伴 

競技式典 

 

競技・式典・施設 

宿泊衛生 

  

宿泊・医事・衛生 

輸送交通 

  

輸送・交通 

○鹿屋市における開催計画の策定 

○鹿屋市実行委員会の設置・運営及び事務局の運営 

○広報計画の策定、各種広報媒体物の作成及び配布 

  

等 

○競技会場整備計画の策定及び整備や市道の整備 

○競技会場管理計画、競技会場美化計画の策定 

○競技別実施要領の作成・配布 

 

等 

○配宿計画の策定及び、広域配宿の実施  

○宿泊施設の改善指導 

○医事衛生計画・医療救護計画の策定及び医療機関

との連絡調整 

等 

○輸送計画・配車計画の策定、大会参加者等の輸送

や輸送交通の案内 

○警備計画の策定、警備の実施、警備に必要な資材

の整備 

等 
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 第２号議案   燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会役員（案） 

 

（順不同・敬称略） 

  
役 職 

所   属 
氏  名 

団体名 役職名 

1 会長【１】 鹿屋市 市長 中西 茂 

2 

副会長 

【８】 

鹿屋市議会 議長 下本地 隆 

3 鹿屋市 副市長 原口 学 

4 鹿屋市教育委員会 教育長 中野 健作 

5 鹿屋体育大学  学長 松下 雅雄 

6 鹿屋市体育協会 会長 原口 正明 

7 鹿屋市町内会連絡協議会 会長 上籠 司 

8 鹿屋商工会議所 会頭 坪水 徳郎 

9 かのや市商工会 会長 森 義久 

10 

常任委員 

【20】 

鹿屋市スポーツ議員連盟（鹿屋市議会） 
会長 

（副議長） 
宮島 眞一 

11 鹿屋市 副市長 今崎 裕一 

12 鹿屋警察署  署長 倉津 優 

13 鹿屋市小中学校校長会 会長 藤﨑 毅 

14 大隅地区高等学校校長会 会長 橋口 浩二郎 

15 鹿児島県ボート協会  会長 前野 義春 

16 鹿児島県バレーボール協会  会長 中村 耕治 

17 鹿児島県自転車競技連盟  会長 小濱 康彦 

18 鹿児島県スポーツ吹矢協会 会長 柚木 益巳 

19 鹿児島きもつき農業協同組合  
代表理事 

組合長 
下小野田 寛 

20 鹿屋市漁業協同組合 
代表理事 

組合長 
皆倉 貢 

21 鹿屋市観光協会  会長 園田 泰治 

22 鹿屋市医師会  会長 前田  

23 鹿屋市歯科医師会  会長 鬼ケ原 真人 

24 鹿屋市薬剤師会  会長 今田 喜公 

25 鹿児島県看護協会 大隅支部  支部長 伊比禮 まり子 

26 鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合鹿屋支部 支部長 鶴薗 榮喜 

27 鹿屋市社会福祉協議会 会長 浜田  保 

28 鹿屋市文化協会  会長 福園 力 

29 鹿屋市地域婦人団体連絡協議会 会長 増満  房子 
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役職 

所   属 
氏  名 

団体名 役職名 

30 監事 

【２】 

鹿屋市監査委員事務局 
代表監査 

委員 
大薗 純広 

31 鹿屋市出納室 会計管理者 久保田 浩二 

32 

委員 

【50】 

曽於南部土地改良区  理事長 東 靖弘 

33 鹿屋市 PTA連絡協議会 会長 久保 健太朗 

34 鹿屋市小学校体育連盟  会長 伊地知 裕 

35 鹿屋市中学校体育連盟 会長 上村 巧 

36 大隅地区高等学校体育連盟 会長 
橋口 浩二郎 

(再掲) 

37 鹿屋市私立幼稚園協会  会長 船隈 康洋 

38 鹿屋市子ども会育成連絡協議会  会長 宮下  惠子 

39 鹿屋市保育会  会長 新保 道浩 

40 鹿屋市バレーボール協会  会長 
原口 正明 

（再 掲） 

41 鹿屋市漕艇協会  会長 
前野 義春 

（再 掲） 

42 鹿屋市サイクリング協会  会長 高野 満 

43 鹿屋市スポーツ推進委員協議会  委員長 堀内 航司 

44 肝付吾平町農業協同組合 
代表理事 

組合長 
今吉 幸夫 

45 そお鹿児島農業協同組合 
代表理事 

組合長 
本倉 敬一 

46 公益社団法人鹿屋市青年会議所 理事長 有村 良一 

47 鹿屋市商店街連合会  会長 久木田 弘 

48 鹿屋商工会議所青年部 会長 圓田  健作 

49 鹿児島県建設業協会鹿屋支部  支部長 谷口 幸司 

50 鹿屋土木協同組合  理事長 北郷  稔 

51 鹿屋地区食品衛生協会 会長 磯俣 和彦 

52 国立大隅青少年自然の家  所長 矢﨑 雅之 

53 鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター 所長 渡邉 祐輔 

54 かのやスポーツコミッション 会長 
園田 泰治 

（再 掲） 

55 公益財団法人鹿屋市交通安全協会  会長 原田 春壮 

56 鹿屋市消防団 団長 荒平 純昭 

57 民生員児童委員協議会 会長 渡邉 正人 

58 鹿屋市シルバー人材センター  理事長 西薗 琢巳 

59 鹿屋市高齢者クラブ連合会 会長 加治屋 光次 
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役職 

所   属 
氏  名 

団体名 役職名 

60 

委員 

【50】 

串良町文化協会  会長 河野 良幸 

61 吾平町文化協会  会長 坂中 春久 

62 輝北町文化協会  会長 重田 嘉康 

63 鹿屋市食生活改善推進員連絡協議会  会長 吉松 洋子 

64 
一般社団法人鹿児島県タクシー協会 

鹿屋垂水肝属支部  
副支部長 宮田 正広 

65 公益社団法人鹿児島県バス協会 理事 西村 将男 

66 鹿児島県トラック協会 会長 中村 利秋 

67 鹿屋市市長公室 室長 久保 英昭 

68 鹿屋市総務部 部長 古川 良孝 

69 鹿屋市市民生活部 部長 四元 等 

70 鹿屋市保健福祉部 部長 中津川 守 

71 鹿屋市農林商工部 部長 今平 健太郎 

72 鹿屋市農林商工部 
商工観光 

振興監 
稲田 雅美 

73 鹿屋市農林商工部 畜産振興監 町田 克郎 

74 鹿屋市建設部 部長 吉元 孝一 

75 鹿屋市上下水道部 部長 森屋 尉 

76 輝北総合支所  支所長 園田 俊二 

77 串良総合支所  支所長 児島 高広 

78 吾平総合支所  支所長 江口 昭一 

79 鹿屋市教育委員会 教育次長 川畑 晴彦 

80 鹿屋市議会事務局 事務局長 野村 宗文 

81 大隅肝属地区消防組合  消防長 前田 忠盛 

82 

顧問 

【35】 

衆議院 議員 森山 裕 

83 

鹿児島県議会 

議員 
前野 義春 

（再 掲） 

84 議員 郷原 拓男 

85 議員 大久保 博文 

86 

鹿屋市議会 

議員 繁昌 誠吾 

87 議員 松野 清春 

88 議員 西薗 美恵子 

89 議員 福田 伸作 

90 議員 福﨑 和士 

91 議員 市來 洋志 
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役職 

所   属 
氏  名 

団体名 役職名 

92 

顧問 

【35】 

鹿屋市議会 

議員 眞島 幸則 

93 議員 米永 淳子 

94 議員 松本 辰二 

95 議員 柴立 俊明 

96 議員 時吉 茂治 

97 議員 山﨑 隆夫 

98 議員 本白水 捷司 

99 議員 児玉 美環子 

100 議員 岡元 浩一 

101 議員 津崎 方靖 

102 議員 西口 純一 

103 議員 東 秀哉 

104 議員 
宮島 眞一 

（再 掲） 

105 議員 福岡 幸二 

106 議員 別府込 初男 

107 議員 中牧 和美 

108 議員 永山 勇人 

109 議員 今村 光春 

110 議員 花牟礼 薫 

111 議員 梶原 正憲 

112 議員 
下本地 隆 

（再 掲） 

113 

鹿屋市教育委員会 

委員 風呂井 敬 

114 委員 早川 雅子 

115 委員  

116 委員 蓑田 繼男 

117 

参与 

【12】 

海上自衛隊第一航空群 司令 中村 敏弘 

118 国土交通省大隅河川国道事務所 所長 吉柳 岳志 

119 大隅地域振興局 局長 堀之内 健郎 

120 大隅教育事務所 所長 宮田 研郎 

121 ＮＨＫ鹿屋支局 記者 西川 祐亮 

122 朝日新聞鹿屋支局 記者 周防原 孝司 

123 ＫＴＳ鹿屋支社 支社長 奥 誠 
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役職 

所   属 
氏  名 

団体名 役職名 

124 

参与 

【12】 

読売新聞鹿屋通信部 記者 金堀 雄樹 

125 ＭＢＣ鹿屋支社 支社長 溝口 良二 

126 南日本新聞鹿屋総局 総局長 黒田 昌平 

127 西日本新聞鹿屋通信部 記者 坂本 久 

128 南九州新聞 社長 米永 新人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 


