
 

 

 

燃ゆる感動かごしま国体 

鹿 屋市 実 行委員 会 
 

第２回 総会 

 

日 時  平成 30年５月 23日（水）10：30～ 

会 場  かのや大黒グランドホテル 
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１．開 会 

２．会長あいさつ 

３．報告事項 

  報告１ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会委員の変更について・・・１ 

  報告２ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の開催競技及び    

会期等について                     ・・・５ 

  報告３ 常任委員会における調査審議事項について         ・・・６ 

  報告４ 各専門委員会における調査審議事項について        ・・・７ 

４．議 事 

 第１号議案 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会名称等の 

一部変更について                  ・・・８ 

第２号議案 平成 29年度燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会 

事業報告及び収支決算について            ・・・10 

第３号議案 平成 29年度監査報告                 ・・・16 

第４号議案 平成 30年度燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会 

事業計画（案）及び収支予算（案）について      ・・・17 

５．その他 

６．閉会 

 

 

 



役職 　団　体　名 役職名 氏　　名

1 会長【１】 鹿屋市 市長 中西　茂

2 鹿屋市議会 議長 宮島　眞一

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 鹿屋商工会議所 会頭 坪水　徳郎

6 かのや市商工会 会長 森　義久

7 鹿屋市町内会連絡協議会 会長 上籠　司

8 鹿屋体育大学　 学長 松下　雅雄

9 鹿屋市体育協会 会長 原口　正明

10 鹿屋市 副市長 今崎 裕一

11 鹿屋市スポーツ議員連盟 会長

12 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

13 鹿屋市漁業協同組合 代表理事組合長 皆倉　貢

14 鹿屋市小中学校校長会 会長 髙峯　正一

15 大隅地区高等学校校長会 会長 橋口　浩二郎

16 鹿屋市観光協会　 会長 園田　泰治

17 鹿屋市地域婦人団体連絡協議会 会長 増満  房子

18 鹿屋市文化協会　 会長 福園　力

19 鹿屋市社会福祉協議会 会長 浜田  保

20 鹿児島県ボート協会　 会長 前野　義春

21 鹿児島県バレーボール協会　 会長 中村　耕治

22 鹿児島県自転車競技連盟　 会長 鶴田　志郎

23 鹿児島県スポーツ吹矢協会 会長 柚木　益巳

24 鹿屋市医師会　 会長

25 鹿屋市歯科医師会　 会長 鬼ケ原 真人

26 鹿屋市薬剤師会　 会長 今田 喜公

27 鹿児島県看護協会　大隅地区 地区長 加治木　ゆかり

28 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

29 鹿屋警察署　 署長 名頭園　保

30 肝付吾平町農業協同組合 代表理事組合長 今吉 幸夫

31 そお鹿児島農業協同組合 代表理事組合長 本倉 敬一

32 公益社団法人　鹿屋青年会議所 理事長 三宅　真五

33 鹿屋市商店街連合会　 会長 久木田　弘

34 鹿屋商工会議所　青年部 会長 川崎　大輔

35 鹿屋地区食品衛生協会 会長 磯俣 和彦

36 鹿屋市PTA連絡協議会 会長 久保　健太朗

37 鹿屋市小学校体育連盟　 会長 伊地知 裕

38 鹿屋市中学校体育連盟 会長 上村　巧

39 鹿屋市私立幼稚園協会　 会長 船隈　康洋

40 鹿屋市子ども会育成連絡協議会　 会長 宮下  惠子

燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会名簿

委員
【49】

（順不動・敬称略）

副会長
【８】

常任委員
【20】

報告事項　１
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役職 　団　体　名 役職名 氏　　名

41 鹿屋市保育会　 会長 新穂 道浩

42 串良町文化協会　 会長 河野 良幸

43 吾平町文化協会　 会長 坂中 春久

44 輝北町文化協会　 会長 重田 嘉康

45 鹿屋市食生活改善推進員連絡協議会　 会長 吉松　洋子

46 鹿屋市高齢者クラブ連合会 会長 加治屋 光次

47 民生員児童委員協議会 会長 渡邉　正人

48 公益社団法人鹿屋市シルバー人材センター　 理事長 西薗 琢巳

49 鹿屋市バレーボール協会　 会長
原口　正明
（再　掲）

50 鹿屋市漕艇協会　 会長
前野　義春
（再　掲）

51 鹿屋市サイクリング協会　 会長 高野　満

52 鹿屋市スポーツ推進委員協議会　 会長 堀内　航司

53 大隅地区高等学校体育連盟 会長
橋口 浩二郎
(再　掲)

54 曽於南部土地改良区　 理事長 東 靖弘

55 鹿児島県建設業協会鹿屋支部　 支部長 谷口　幸司

56 鹿屋土木協同組合　 理事長 小島　渡

57 国立大隅青少年自然の家　 所長 矢﨑　雅之

58 鹿児島県 アジア・太平洋農村研修センター 所長 渡邉　祐輔

59 かのやスポーツコミッション 会長
園田　泰治
(再　掲)

60 公益財団法人　鹿屋市交通安全協会　 会長 原田　春壮

61 大隅肝属地区消防組合　 消防長 吉松　宏志

62 鹿屋市消防団 団長 荒平　純昭

63 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

64 公益社団法人　鹿児島県バス協会 理事 西村　将男

65 公益社団法人　鹿児島県トラック協会 会長 中村　利秋

66 鹿屋市市長公室 市長公室長 久保　英昭

67 鹿屋市総務部 部長 古川　良孝

68 鹿屋市市民生活部 部長 四元　等

69 鹿屋市保健福祉部 部長 中津川 守

70 鹿屋市農林商工部 部長 稲田　雅美

71 鹿屋市農林商工部 商工観光振興監 松下　勉

72 鹿屋市建設部 部長 西小野　孝

73 鹿屋市上下水道部 部長 中　裕則

74 輝北総合支所　 支所長 有里　益朗

75 串良総合支所　 支所長 下仮屋　佐智雄

76 吾平総合支所　 支所長 江口　昭一

77 鹿屋市教育委員会 教育次長 深水　俊彦

78 鹿屋市議会事務局 事務局長 森屋　尉

79 鹿屋市監査委員事務局 代表監査委員 大薗　純広

80 鹿屋市出納室 会計管理者 田所　正文

委員
【49】

監事
【２】
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役職 　団　体　名 役職名 氏　　名

81 衆議院 議員 森山　裕

82 議員 前野　義春

83 議員 郷原　拓男

84 議員 大久保　博文

85 議員 柴立　豊子

86 議員 岩松　近俊

87 議員 新保　秀美

88 議員 佐々木　茂己

89 議員 近藤　善光

90 議員 中馬　美樹郎

91 議員 原田　靖

92 議員 伊野　幸二

93 議員 西薗　美恵子

94 議員 吉岡　鳴人

95 議員 田辺　水哉

96 議員 繁昌　誠吾

97 議員 福田　伸作

98 議員 市來　洋志

99 議員 福﨑　和士

100 議員 米永　淳子

101 議員 時吉　茂治

102 議員 松本　辰二

103 議員 東　秀哉

104 議員 宮島　眞一

105 議員 別府込　初男

106 議員 梶原　正憲

107 議員 児玉　美環子

108 議員 今村　光春

109 議員 岡元　浩一

110 議員 永山　勇人

111 議員 花牟礼　薫

112 議員 下本地　隆

113 教育委員 風呂井　敬

114 教育委員 早川　雅子

115 教育委員

116 教育委員 蓑田　繼男

117 海上自衛隊第一航空群　 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

鹿屋市教育委員会

顧問
【36】

参与
【12】

鹿屋市議会

鹿児島県議会
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役職 　団　体　名 役職名 氏　　名

123 ＫＴＳ鹿児島テレビ　鹿屋支社　 支社長 奥　誠

124 読売新聞鹿屋通信部　 記者 金堀　雄樹

125 南日本放送鹿屋支社　 支社長 溝口　良二

126 南日本新聞社鹿屋総局　 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

参与
【12】
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報告事項 ２ 

 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の鹿屋市開催競技及び会期等について 

 

（１）燃ゆる感動かごしま国体（第 75回国民体育大会） 

①正式競技（３競技） 

競技名 種別 会  場 開催期間 備  考 

ボート 全種別 輝北ダム特設コース 2020.9.17～20 会期前開催 

バレーボール 成年女子 串良平和アリーナ 2020.10.4～７  

自転車（ロード） 全種別 
大隅広域 

特設ロードコース 
2020.10.11 

鹿屋市、肝付町、

錦江町、南大隅町 

 

②デモンストレーションスポーツ（１競技） 

競技名 種別 会  場 開催期間 備  考 

スポーツ吹矢 － 串良平和アリーナ 2020.5.31  

 

（２）燃ゆる感動かごしま大会（第 20回全国障害者スポーツ大会） 

競技名 種別 会  場 開催時期 備  考 

バレーボール 精神障害 串良平和アリーナ 2020.10.24～26 期間内に開催 

 

（３）競技別リハーサル大会 

競技名 大会名 開催期間 会場 

自転車（ロード） 
第 54回 

全国都道府県対抗自転車大会 
2019.9.8 

大隅広域 

特設ロードコース 

バレーボール 

天皇杯・皇后杯全日本バレー 

ボール選手権大会 

九州ブロックラウンド 

2019.9.22～23 串良平和アリーナ 

ボート 全九州高等学校ボート競技大会 2020.6.19～21 輝北ダム特設コース 
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報告事項 ３ 

 

常任委員会における調査審議事項について 

 

燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会会則第 12条第７項第１号の規程に基づき、実

行委員会から委任された事項については、下記のとおり。 

 

１．常任委員会 

（１）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市開催推進総合計画          ＜別紙１＞ 

（２）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会専門委員会規程      ＜別紙２＞ 

                    【第１回常任委員会（平成 29年 10月 27日開催）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

報告事項 ４  

各専門委員会における調査審議事項について 

 

 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会専門委員会規定第２条に基づき、常任委員会

から付託された事項について、調査審議した結果、下記のとおり基本計画を定める。 

 

１．総務企画専門委員会 

（１）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市広報基本計画について            ＜別紙３＞ 

（２）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市市民運動基本計画について         ＜別紙４＞ 

（３）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市観光・接伴基本計画について        ＜別紙５＞ 

【第１回総務企画専門委員会（平成 29年 11月 16日開催）】 

２．競技式典専門委員会 

（１）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市競技運営基本計画について      ＜別紙６＞ 

（２）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市リハーサル大会開催基本計画について  ＜別紙７＞ 

（３）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市式典基本計画について           ＜別紙８＞ 

（４）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市施設整備基本計画について         ＜別紙９＞ 

【第１回競技式典専門委員会（平成 29年 11月 16日開催）】 

３．宿泊衛生専門委員会 

（１）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市宿泊衛生基本計画について         ＜別紙 10＞ 

（２）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市医事・衛生基本計画について        ＜別紙 11＞ 

【第１回宿泊衛生専門委員会（平成 29年 11月 22日開催）】 

４．輸送交通専門委員会 

（１）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市輸送交通基本計画について       ＜別紙 12＞ 

（２）燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市消防・警備基本計画について      ＜別紙 13＞ 

【第１回輸送交通専門委員会（平成 29年 11月 22日開催）】 
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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名称等の一部改正（案）について 

（１）改正の理由 

  第 20 回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」の開催決定を受け、

両大会の円滑な運営を図るための組織とするため、「燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市

実行委員会」の名称等を変更するもの。 

   

（２）名称変更により改正が必要な方針等 

   これまで、燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会において策定した各方針等

は、全国障害者スポーツ大会も想定した方針等となっていたため、新たな方針等の

策定は行わず、既存の方針等の文言整理を行うこととする。 

① 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市開催基本方針 

② 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市開催推進総合計画 

③ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会会則 

 ④ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会専門委員会規程 

 ⑤ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会事務局規程（※第 13条公印規程） 

 ⑥ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市広報基本計画 

 ⑦ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市市民運動基本計画 

 ⑧ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市観光・接伴基本計画 

 ⑨ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市競技運営基本計画 

 ⑩ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市リハーサル大会開催基本計画 

 ⑪ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市式典基本計画 

 ⑫ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市施設整備基本計画 

 ⑬ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市宿泊衛生基本計画 

 ⑭ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市医事・衛生基本計画 

 ⑮ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市輸送交通基本計画 

 ⑯ 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市消防・警備基本計画 

  

（３）改正（案） 

 題目、文中にある「燃ゆる感動かごしま国体」を「燃ゆる感動かごしま国体・かご

しま大会」に改める。 

なお、現に燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会の委員、役員、顧問、参与又

は専門委員である者は、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿屋市実行委員会の

委員、役員、顧問、参与又は専門委員に委嘱されたものとみなす。 
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参考資料 

 

第 20回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」の概要について 

 

１．目的 

  全国障害者スポーツ大会は、障害のある選手が、障害者スポーツの全国的な祭典であ

るこの大会に参加し、競技等を通じてスポーツの楽しさを体験すると共に、国民の障害

に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的に開催される。 

  平成 12年まで別々に開催されていた「全国障害者スポーツ大会」「全国知的障害者ス

ポーツ大会」を統合し、平成 13年に宮城県で第 1回を開催。本大会は、毎年実施される

国民体育大会の直後に開催することを原則として、当該都道府県において 3日間で開催、

競技施設は原則、国民体育大会会場を使用することとされている。 

 

２．大会主催 

  公財）日本障がい者スポーツ協会、文部科学省、鹿児島県、開催市町及び関係団体 

 

３．会期 

  2020年 10月 24日（土）～10月 26日（月）までの 3日間（国体 10月 3日～13日） 

 

４．愛称、スローガン 

  （愛称）燃ゆる感動かごしま大会 （スローガン）熱い鼓動 風は南から 

 

５．開催競技 

  正式競技 13競技（個人 6、団体 7競技） ※オープン競技は主催者間で調整中 

 

６．鹿屋市開催競技 

項 目 内   容   等 

競技種目 精神障害者バレーボール 

会  場 串良平和アリーナ 

競技の特徴 ・1セット 25点ラリーポイント、2セット先取。 

・チーム内に 1名以上の女子選手がいること。 

・ボールはソフトバレーボールを使用する。 

７．リハーサル大会 

  2020年 5月 16日（土）～17日（日）九州ブロック大会をリハーサル大会として開催 

 

 



10 

 

第２号議案 

 

平成 29年度燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会事業報告及び収支決算について 

 

１．平成 29年度事業報告 

   平成 29年度においては、鹿屋市実行委員会設立及び総会の開催、常任委員会、専門

委員会を開催し、各計画の策定に努め、併せて先催地である愛媛県（今治市、伊方町）

において視察研修を実施した。 

   また、開催 1000日前イベント等をはじめとする普及啓発活動を実施し、国体開催に

係る機運の醸成に努めた。 

（１）会議の開催 

 日 付 事 業 内 容 備    考 

8月 23日 
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 
於：ホテルさつき苑 

10月 17日 第 5回庁内推進会議  

10月 27日 鹿屋市実行委員会 第 1回常任委員会  

11月 16日 

鹿屋市実行委員会 第 1回総務企画専門委員会 
開催計画、広報計画、市民運動

計画、観光に関すること。 

鹿屋市実行委員会 第 1回競技式典専門委員会 
競技計画、式典計画、施設整備

に関すること。 

11月 22日 

鹿屋市実行委員会 第 1回宿泊衛生専門委員会 
宿泊計画、医事・衛生に関する

こと。 

鹿屋市実行委員会 第 1回輸送交通専門委員会 
輸送計画、交通計画、消防･警

備に関すること。 

2月 13日 第 6回庁内推進会議  

3月 26日 第 7回庁内推進会議  

 

 

 

 

 

 

 

【平成 29年 8月 23日 設立総会】    【平成 29年 10月 27日 第 1回常任委員会】 



11 

 

（２）各種計画の策定 

委員会名称 計画名称 

常任委員会 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市開催推進総合計画 

総務企画専門委員会 
鹿屋市広報基本計画、鹿屋市市民運動基本計画、鹿屋市観光・接伴

基本計画 

競技式典専門委員会 
鹿屋市競技運営基本計画、鹿屋市リハーサル大会開催基本計画、鹿

屋市式典基本計画、鹿屋市施設整備基本計画 

宿泊衛生専門委員会 鹿屋市宿泊衛生基本計画、鹿屋市医事・衛生基本計画 

輸送交通専門委員会 鹿屋市輸送交通基本計画、鹿屋市消防・警備基本計画 

（３）関係機関及び関係団体との連絡調整 

連絡調整先 備         考 

鹿児島県国体担当課 
県国体局（総務企画課、全国障害者スポーツ大会課、施設調整課、

競技式典課） 

鹿屋市開催競技団体 

・県・市バレーボール協会（バレーボール） 

・県・市ボート協会及び日本ボート協会（ボート） 

・県自転車連盟、鹿屋市サイクリング協会（自転車） 

・県スポーツ吹矢協会（デモンストレーションスポーツ） 

共催自治体 肝付町、錦江町、南大隅町（自転車ロード） 

その他関係機関 
九州農政局、曽於南部土地改良区、県農地整備課（ボート）、鹿児島

県警（自転車）など 

（４）広報・啓発活動 

項  目 備         考 

物品による広報 

・PR用缶バッジ（1,000個）を製作し、イベント等で配布 

・PR用ポケットティッシュ（株式会社ﾍﾞﾙｷｬﾝﾊﾞｽ様より 10,000個寄 

贈）をイベント等で配布 

広報媒体による広報 
・「広報かのや」へ国体情報を掲載（№283号、№290号） 

・スポーツチャンネルへ国体情報を掲載（VOL.6、VOL.7） 

イベントによる広報 

・燃ゆる感動かごしまスポーツフェスタ（県主催イベント） 

・かのや夏祭りファンライド 

・国体開催 1000日前イベント 

・国体開催記念おおすみファンライド 
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工作物による広報 
・カウントダウンボードの設置（本庁、総合支所） 

・懸垂幕の掲示（本庁、総合支所、リナシティかのや、体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PR用缶バッジ】      【PR用ポケットティッシュ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県主催イベント 燃ゆる感動かごしまスポーツフェスタ 本市開催種目ボート競技 PR】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 30年 1月 6日 国体開催 1000日前イベント】 
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【かのや夏祭り ファンライドにて国体開催を PR】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国体開催記念 おおすみファンライド】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国体ダンス大隅地区指導者講習会】 
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（５）視察・研修活動 

日 付 事 業 内 容 備    考 

8月 25日 
九州ブロック国体視察 

（バレーボール成年女子） 

島原市、諫早市 

（事務局、市ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 

10月 4日 
愛媛国体視察（バレーボール成年女子、ボー

ト、自転車ロード） 
愛媛県今治市、伊方町 

12月 18日 国体事業概要報告会（伊方町） バレーボール 

1月 11日 国体事業概要報告会（今治市） ボート、自転車 

1月 27日 国体委員会（進捗状況、概要報告会） 東京：日本ボート協会 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

【九州ブロック国体視察：諫早市 成年女子バレーボール会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【愛媛国体視察 今治市 自転車ロード競技】 
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２．平成 29年度収支決算 

 

【収入】 

科   目 予算額 決算額 増 減 備    考 

負 担 金 1,504,000 1,504,000 0 鹿屋市負担金 

雑   入 1,000 2 △998 預金利息 

合   計 1,505,000 1,504,002 △998  

 

 

【支出】 

科   目 予算額 決算額 増 減 備    考 

旅   費 890,000 542,630 347,370 愛媛国体視察等 

需 用 費 270,000 255,608 14,392 公印、懸垂幕、啓発バッジ等 

委 託 料 300,000 299,160 840 1000日前イベント委託 

使用料及び賃借料 45,000 8,140 36,860  

合   計 1,505,000 1,105,538 399,462  

※収入 1,504,002円－支出 1,105,538円＝398,464円（平成 30年度に繰越） 
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第３号議案 

監査報告 

 

 

 燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会会則第７条第４項に基づき、平成 29年度にお

ける事業報告及び決算について、収支決算書及びその他の証拠書類等を監査した結果、適

正に処理されていることを認めます。 

 

 

平成 30年５月 10日 

 

      燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会 

         監 事  鹿屋市監査委員事務局 代表監査委員  

監 事  鹿屋市出納室 会計管理者 

 

 

 

燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市実行委員会 

 

会 長  中西 茂  様 
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第４号議案 

 

平成 30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 

１．平成 30年度事業計画（案） 

平成 30年度事業計画を次のとおりとし、両大会の円滑な開催業務の推進に努める。 

なお、競技会開催に向けた各実施計画の策定を行うほか、県・競技団体・関係自治

体等と連絡調整を行うなど、円滑な大会開催業務の推進を図る。 

ア.燃ゆる感動かごしま国体鹿屋市開催推進総合計画等の進行管理 

イ.国体開催に向けた機運醸成 

ウ.県・競技団体・関係自治体、その他関係機関等との連絡調整 

エ.大会開催会場の整備 

オ.その他競技会の開催準備に係る事項の推進 

 

（１）国体開催に向けた調査研究 

  開催準備の参考とするため、九州ブロック大会におけるおもてなしの実施、先催地

の開催状況等について調査研究を行い、課題解消に向けた取組みを推進する。なお、

その他の事項についても必要に応じて試行等を行いながら、適宜、課題検証を行うこ

ととする。 

ア.バス運行試験を実施し、輸送に係る課題・ルート上の問題点等を把握し、解決策を 

検討する。 

イ.平成 30年度本市で開催される九州ブロック国体会場において、おもてなしを実施 

し、課題・問題点を把握、解決策を検討する。 

ウ.福井しあわせ元気国体（第 73回大会）及び福井しあわせ元気大会（第 18 回大会） 

視察調査 

エ.福井しあわせ元気国体事業報告会への出席 

オ.おもてなしに係る先進地の調査研究 

カ.その他開催準備に係る先進地の調査研究 

項     目 内       容 

バス運行試験 会場 ⇔ 臨時駐車場予定地 ⇔ 宿泊施設等のシャトルバス運

行に支障がいないかテスト運行を実施（迂回路、Uターン箇所） 

①実施時期：平成 31年 2月頃を予定 

②活動内容：バス会社に委託し試験運行による課題・問題点の 

検証。 

おもてなしの試験実施 九州ブロック国体（ボート、バレー、弓道）開催時におもてな 

し（郷土料理等のふるまい）を試行する。 
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①実施時期：平成 30年 7月～8月 

②活動内容：おもてなしを試行することにより、国体本番に向 

けた課題検証を行う。 

福井しあわせ元気国体

視察 

福井しあわせ元気国体にておもてなし分野の視察を行い、国 

体開催に向けたおもてなしメニューの考案、人員配置等を検

証する。 

① 実施時期：平成 30年 9月から 10月（国体開催期間） 

② 活動内容：国体視察による「おもてなし」研修 

福井しあわせ元気大会

視察（精神障害者バレー） 

① 実施時期：平成 30年 10月（福井元気大会開催期間） 

② 活動内容：国体視察による大会運営研修 

福井しあわせ元気国体

事業報告会 

福井国体事業報告会に参加し、国体開催に係る課題、問題等 

の確認及びスケジュール管理等について情報収集を行う。 

① 実施時期：平成 30 年 12 月～平成 31 年 1 月頃） 

② 活動内容：開催県の課題、問題点等の把握、情報収集。 

 

（２）大会開催に向けた機運醸成の推進 

両大会のＰＲ隊を組織し各種イベントでの広報活動を行うとともに、県等と連携し

広報啓発の推進を図る。 

ア.ＰＲ隊の結成及びイベント等での広報啓発 

イ.イメージソング・ダンスの普及促進 

ウ.花いっぱい運動の実施による美化活動の推進 

エ.機運醸成を図るための工作物の製作 

エ.高校生による機運醸成研究 

項     目 内       容 

ＰＲ隊の設立 鹿屋体育大学（バレー部、ボート部、自転車部、ダンス部学 

生）を中心に PR 隊を結成し、各種イベント等で国体開催を

PR することで開催機運の醸成を図る。 

①実施時期：平成 30 年 5 月以降を予定。 

②活動内容：夏祭り、スポーツフェスタ、県主催 PR イベン

ト等で活動予定。 

③備  考：本年度は体育大学学生を中心に設立を行い、今

後、市内中学生、高校生、一般等へ広く募集を

行い、PR 隊を拡充していく。 

イメージソング・ダンス

の普及 

ＰＲ隊によるイメージソング、ダンスの普及促進。 

①実施時期：平成 30 年 6 月～ 
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②活動内容：国体ダンス、イメージソングの普及活動を行う。 

花いっぱい運動の実施 

 

 

※「花育てリレー」試験

実施（県事業） 

 

国体推奨花（13 種類）を会場及び沿道に配置するため、試

験的に町内会、学校、施設等へ依頼し、推奨花の試験栽培を実

施する。 

平成 30 年度は、「花育てリレー」として県実行委員会が農業 

系高校に依頼し、育苗した推奨花のポット苗、プランター等を

市町村に配布。市町村はプランター等を育苗実施団体へ配布

し、栽培・管理を行う。（各自治体：200 苗程度を予定） 

①実施時期：平成 30 年 6 月～10 月（予定） 

②活動内容：国体推奨花の試験栽培 

③配布予定：小学校、町内会、高齢者施設等 10 箇所程度 

PR シート製作 国体開催を PR するため、車両貼付用 PR マグネットシー 

トを製作する。 

①実施時期：平成 30 年５月を予定 

②活動内容：PR 用マグネットシートを製作し、車両貼付希望 

団体等へ配布。 

啓発用グッズの配布 

 

国体開催を PR するため、啓発用グッズを製作、配布し、国 

体開催に向けた機運醸成を図る。 

①実施時期：平成 30 年 5 月以降を予定  

②活動内容：啓発グッズを配布し、着用してもらうことで、 

国体開催を PR。（小中学生を想定） 

のぼり旗の製作 

 

国体開催を PR するため、会場や各種イベントにおいて鹿屋 

市独自デザインの啓発用のぼり旗を設置する。 

①実施時期：平成 30 年度九州ブロック国体から設置予定 

②活動内容：公共施設、競技会場（常設）、市主催イベント等 

において設置する。 

機運醸成研究 

 

国体開催に向け市内６高校に各校の特色を活かした自主的

な取組みにより、国体機運醸成を図る事業を委託する。 

①実施時期：平成 30 年 5 月以降を予定 

②活動内容：（例）電子カウントダウンボード、お茶菓子、ミ

ニのぼり旗、着ぐるみ等の試作など 

 

 

（３）施設整備  

   国体開催に向け、会場となる輝北ダム及び串良平和アリーナについては、県との連
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携により下記の整備を実施する。 

項     目 内       容 

施設整備 

（輝北ダム） 

リギング広場ほか整備 

①実施時期：平成 30年 7月入札、8月着工予定 

②活動内容：リギング広場造成ほか 

施設整備 

（串良平和アリーナ） 

串良平和アリーナ照明 LED化 

①実施時期：平成 30年 12月～平成 31年 3月  

②実施内容：既存照明（水銀灯）から LEDへ変換 

串良平和アリーナ床研磨 

①実施時期：平成 30年 12月～平成 31年 3月 

②実施内容：床全面研磨、ライン修正等 
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２．平成 30年度収支予算（案） 

 

【収入】 

科   目 予算額 前年度予算額 増 減 備    考 

負 担 金 4,000,000 1,504,000 2,496,000 鹿屋市負担金 

繰 越 金 398,464 0 398,464 前年度繰越金 

雑   入 1,536 1,000 536 預金利息 

合       計 4,400,000 1,505,000 2,895,000  

 

【支出】 

科   目 予算額 前年度予算額 増 減 備    考 

報 償 費 240,000 0 240,000 PR隊謝金外 

旅   費 1,550,000 890,000 660,000 視察、市外旅費等 

需 要 費 1,700,000 270,000 1,430,000 機運醸成、印刷製本費 

役 務 費 100,000 0 100,000 イベント保険、切手等 

委 託 料 700,000 300,000 400,000 機運醸成、おもてなし試行など 

使用料及び賃借料 100,000 45,000 55,000  

予 備 費 10,000 0 10,000  

合   計 4,400,000 1,505,000 2,895,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




