
 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会の設置 

及び会則等改正について（案） 

 

１ 実行委員会の設置 

(1) 目 的 

第７５回国民体育大会鹿児島大会薩摩川内市準備委員会で行ってきた準備業務か

ら、同国体の開催正式決定に伴い、関係機関・団体等と一致協力し、本格的に事業展

開することを目的とする。 

 

(2) 構 成 

５５人 

（会長：１名 副会長：５名 常任委員：２２名 委員：２２名 

 監事：２名 顧問：３名） 

  

２ 主な会則等改正の内容 

(1) 会則の「目的」の改正 

第７５回国民体育大会を開催するため必要な準備 

              ↓ 

燃ゆる感動かごしま国体を開催するため必要な事業 

 

(2) 名称変更 

第７５回国民体育大会薩摩川内市準備委員会 

            ↓ 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会 

 

３ その他 

組織図、専門委員会規程についても同様に変更するものとする。 

 

４ 施行期日 

平成２９年８月２２日 
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燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会会則（案） 
 

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薩摩川内市実行委員会（以下「本会」という。）

と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、燃ゆる感動かごしま国体（薩摩川内市会場地開催分。以下「大会」とい

う。）を開催するために、必要な事業を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること。 

(2) 大会における実施競技に関すること。 

(3) 競技施設及び関連施設に関すること。 

(4) 大会開催及び運営のための経費に関すること。 

(5) 関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

(6) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。 

 

   第２章 組織 

（構 成） 

第４条 本会は、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) 市の代表者及び役職員 

(2) 市議会を代表する者及び市議会議員 

(3) 関係競技団体、その他関係行政機関・団体の代表者及び役職員 

(4) その他大会の開催準備に関係のある者 

 

（役 員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会長     １名 

(2) 副会長       ５名以内 

(3) 常任委員    ３０名以内 

(4) 監事         ２名以内 
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（役員の選任） 

第６条 会長は、薩摩川内市長をもってあてる。 

２ 副会長及び常任委員は、委員のうちから会長が選任し、総会の承認を得て、これを委

嘱する。 

３ 監事は、会長が選任し、総会の承認を得て、これを委嘱する。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、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１１条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、本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本会の目

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。 

 

（顧問及び参与） 

第９条 本会に、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 

（総 会） 

第１０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あたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 大会の開催基本方針に関すること。 
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(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。 

(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、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

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１１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、会長をもってあてる。 

３ 副委員長は、副会長をもってあてる。 

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あたる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名し

た者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決定し、その結果を必要に応じて次の総

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１２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、承認を得なければならない。 

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決定し、その結果を常任

委員会に報告する。 

４ 第８条の規定は、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、専門委員会に必要な事項は、常任委員会に諮り、会長が

別に定める。 
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第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１３条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いと認めるとき、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、

その承認を求めなければならない。 

 

   第５章 事務局 

 （事務局） 

第１４条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。 

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１５条 本会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（予算及び決算） 

第１６条 本会の収支予算は、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１７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 本会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 補則 

（委 任） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、本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３月２８日から施行する。 

２ 設立当初の役員の選任は、第６条第２項及び第３項の規定にかかわらず、設立総会の

承認を得て、会長が委嘱する。 

３ 第１０条第２項の規定にかかわらず、最初に招集される設立総会は、市長が招集する。 

４ 本会の設立当初の会計年度は、第１７条の規定にかかわらず、この会則の施行の日か

ら翌年３月３１日までとする。 
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附 則 

１ この会則は、平成２９年８月２２日から施行する。 

２ この会則施行の際、現に第７５回国民体育大会鹿児島大会薩摩川内市準備委員会の委

員、役員、顧問、参与又は専門委員会である者は、それぞれ燃ゆる感動かごしま国体薩

摩川内市実行委員会の委員、役員、顧問、参与又は専門委員会に委嘱されたものとみな

す。 

３ この会則施行の際、現に制定されている第７５回国民体育大会鹿児島大会薩摩川内市

準備委員会の関係規程等中「第７５回国民体育大会鹿児島大会薩摩川内市準備委員会」

とあるのは、「燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会」と読み替える。 
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新旧対象表 
燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会会則 

改 正 案 現   行 備 考 

（会則名） 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実

行委員会会則 

 

（名 称） 

第１条 この会は、燃ゆる感動かごしま

国体薩摩川内市実行委員会（以下「本

会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、燃ゆる感動かごしま国

体（薩摩川内市会場地開催分。以下「大

会」という。）を開催するために、必

要な事業を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成する

ため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 大会開催に必要な方針及び計画

の策定に関すること。 

(2) 大会における実施競技に関する

こと。 

(3) 競技施設及び関連施設に関する

こと。 

(4) 大会開催及び運営のための経費

に関すること。 

(5) 関係行政機関及び関係団体との

連絡調整に関すること。 

(6) その他本会の目的達成に必要な

事業に関すること。 

 

（会則名） 

第７５回国民体育大会鹿児島大会薩摩

川内市準備委員会会則 

 

（名 称） 

第１条 この会は、第７５回国民体育大

会薩摩川内市準備委員会（以下「本会」

という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、第７５回国民体育大会

（薩摩川内市会場地開催分。以下「大

会」という。）を開催するために、必

要な準備を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成する

ため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 大会開催に必要な方針及び計画

の策定に関すること。 

(2) 大会における実施競技に関する

こと。 

(3) 競技施設及び関連施設に関する

こと。 

(4) 大会開催及び準備のための経費

に関すること。 

(5) 関係行政機関及び関係団体との

連絡調整に関すること。 

(6) その他本会の目的達成に必要な

事業に関すること。 

 

 

改正の理由 

１ 県準備

委員会から

県実行委員

会への移行

が実施され

たことの伴

い、同様に市

準備委員会

から市実行

委員会への

移行に伴う

名称変更等 
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附 則 

１ この会則は、平成２８年３月２８日

から施行する。 

２ 設立当初の役員の選任は、第６条第

２項及び第３項の規定にかかわらず、

設立総会の承認を得て、会長が委嘱す

る。 

３ 第１０条第２項の規定にかかわら

ず、最初に招集される設立総会は、市

長が招集する。 

４ 本会の設立当初の会計年度は、第１

７条の規定にかかわらず、この会則の

施行の日から翌年３月３１日までと

する。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２９年８月２２日

から施行する。 

２ この会則施行の際、現に第７５回国

民体育大会鹿児島大会薩摩川内市準

備委員会の委員、役員、顧問、参与又

は専門委員会である者は、それぞれ燃

ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実

行委員会の委員、役員、顧問、参与又

は専門委員会に委嘱されたものとみ

なす。 

３ この会則施行の際、現に制定されて

いる第７５回国民体育大会鹿児島大

会薩摩川内市準備委員会の関係規程

等中「第７５回国民体育大会鹿児島大

会薩摩川内市準備委員会」とあるの

は、「燃ゆる感動かごしま国体薩摩川

内市実行委員会」と読み替える。 

 

 

附 則 

１ この会則は、平成２８年３月２８日

から施行する。 

２ 設立当初の役員の選任は、第６条第

２項及び第３項の規定にかかわらず、

設立総会の承認を得て、会長が委嘱す

る。 

３ 第１０条第２項の規定にかかわら

ず、最初に招集される設立総会は、市

長が招集する。 

４ 本会の設立当初の会計年度は、第１

７条の規定にかかわらず、この会則の

施行の日から翌年３月３１日までと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更に

伴い附則を

追加する 
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燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催推進総合計画（案） 

 

「燃ゆる感動かごしま国体」（以下「鹿児島国体」という。）の成功に向け、薩摩川内市民の総力を

結集して、簡素な中にも心のこもった本市にふさわしい魅力と活力あふれる大会を目指し、燃ゆる感動

かごしま国体薩摩川内市会場地開催基本方針に沿って開催推進総合計画を定めるものとする。 

 

１ 基本方針 

(1) 総務企画 

県、競技団体、関係機関及び関係団体との緊密な連携を図り、鹿児島国体を一過性のものとせ

ず、本市のまちづくりの将来像でもある「人と地域が躍動し 安心と活力のあるまち 薩摩川内」

の実現に繋がる大会とするため、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。 

 

(2) 財務 

県、競技団体、関係機関及び関係団体との相互協力のもと、創意と工夫を凝らし、簡素な中に

も実りある大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。 

 

(3) 広報 

鹿児島国体開催に対する市民の理解を深め、かつ参加意識を高めるため、効果的な広報活動積

極的に展開するとともに、本市特有の自然や歴史・文化などを広く紹介する。 

 

(4)  市民協働 

市民一人ひとりが鹿児島国体開催の意義を理解し、市民総参加のもと一丸となって大会を盛り

上げていくことにより、鹿児島国体終了後の市民協働によるまちづくりの推進に繋げる。 

 

(5)  観光・接伴 

全国から訪れる選手・監督・役員をはじめ、応援観戦に来られる方々に本市の観光・歴史・文

化・産業等を広く紹介し、もう一度訪れていただけるような心のこもったおもてなしを提供する。 

 

(6)  競技 

競技会の開催については、県、競技団体、関係機関及び関係団体との緊密な連携を図り、円滑

で効率的な運営を行うものとする。 

 

(7)  式典 

式典については、できるだけ簡素にしつつも、創意工夫を凝らしたぬくもりのある運営を行う

ものとする。 

 

(8)  施設 

競技施設については、国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準を尊重し、既存施

設の有効活用に努めることを基本に、将来にわたり、市民が日常的にスポーツに親しむことがで
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きるような整備を実施する。 

 

(9)  宿泊 

選手・監督をはじめ大会関係者等の宿泊については、宿泊施設等関係機関との緊密な連携を行

いながら、おもてなしの心でお迎えし、十分にくつろいでいただける環境づくりに配慮した受け

入れ体制の確立を図る。 

 

(10)  医事・衛生 

鹿児島国体に関わる全ての方々の健康等を確保するとともに、大会を快適な環境のもとで開催

するため、医療機関等関係機関との緊密な連携を行いながら、食品衛生及び環境衛生の向上を図

るとともに、防疫対策及び医療救護体制を確立する。 

 

(11) 輸送・交通 

本市の交通事情を勘案し、交通事業者等関係機関と緊密な連携を行いながら、安全かつ効率的

で確実な輸送手段の確保に努める。 

併せて、交通混雑の緩和と環境への負荷の軽減のためにも公共交通機関の利用を促進し、交通

安全の徹底を考慮した輸送・交通体制の確立を図る。 

 

(12) 警備・消防 

競技会場等大会関係施設における治安の確保や災害の防止、非常時における緊急対応に万全を

期するため、警察・消防等関係機関と緊密な連携を行いながら、警備・消防・防災体制の確立を

図る。 

 

２ 開催推進総合計画（年次計画） 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催推進総合計画（年次計画）は、別表のとおりとする。 
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