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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 
第３回総会 式次第 

 

 

日 時 : 平成２９年６月５日（月）11:00～ 

場 所 : グランデはがくれ フラワーホール 

 
 
１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 議 事 

（１） 報告事項 

① 委員・役員等の変更について 

② 第３～４回常任委員会における審議決定事項について 

  ・決定事項① 競技会場地の第１次内定 

・決定事項② 広報・県民運動専門委員会の設置 

・決定事項③ 宿泊・医事・衛生専門委員会の設置 

・決定事項④ 広報基本方針及び広報基本計画の策定 

   

（２） 審議事項 

第１号議案 平成２８年度事業報告について 

第２号議案 平成２８年度補正予算（案）について（会長専決） 

第３号議案 平成２８年度収支決算（案）について 

第４号議案 平成２９年度事業計画（案）について 

第５号議案 平成２９年度暫定収支予算（案）について（会長専決） 

第６号議案 平成２９年度収支予算（案）について 

 

（３）その他 

 

 

４ 閉 会  
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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 
第３回総会 資料目次 

 
 
 
平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会 

第３回総会 式次第             １ 

 

【報告事項】 

○ 委員・役員等の変更について                      ３ 

○ 第３～４回常任委員会における審議決定事項について                      ５ 

・決定事項① 競技会場地の第１次内定                      ５ 

・決定事項② 広報・県民運動専門委員会の設置                      ９ 

・決定事項③ 宿泊・医事・衛生専門委員会の設置                    １０ 

・決定事項④ 広報基本方針及び広報基本計画の策定                    １１ 

 

【審議事項】 

（第１号議案） 

○ 平成２８年度事業報告について                    １３ 

（第２号議案） 

○ 平成２８年度補正予算（案）について（会長専決）                    １８ 

（第３号議案） 

○ 平成２８年度収支決算（案）について                    １９ 

（第４号議案） 

○ 平成２９年度事業計画（案）について                    ２１ 

（第５号議案） 

○ 平成２９年度暫定収支予算（案）について（会長専決）                    ２２ 

（第６号議案） 

○ 平成２９年度収支予算（案）について                    ２３ 

 

《参考資料》 

○ 佐賀県準備委員会委員名簿                     ２５ 

○ 佐賀県準備委員会専門委員会規程                    ３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《略語一覧》 

○ 国民体育大会      …… 国体 

○ 全国障害者スポーツ大会 …… 全障スポ 

○ 文部科学省       …… 文科省 

○（公財）日本体育協会   …… 日体協 

○（公財）日本障がい者スポーツ協会  …… 日障スポ協 

○（公財）佐賀県体育協会  …… 県体協 

○（一社）佐賀県障がい者スポーツ協会 …… 県障スポ協 
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≪報告事項≫

（敬称略・順不同）

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名

石倉　秀郷 中倉　政義 佐賀県議会議長

白水　敏光 古谷　宏 佐賀県教育委員会教育長

（敬称略・順不同）

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名

土井　敏行 桃崎　峰人 佐賀県議会副議長

原田　寿雄 坂口　祐樹 佐賀県議会総務常任委員会委員長

山口　孝 古賀　信孝 佐賀県県立高等学校校長会会長

野口　敏雄 秀島　正文 佐賀県小中学校校長会会長

武藤　則好 西　かおり 佐賀県特別支援学校長会会長

吉松　幸宏 大坪　郁弘 佐賀県高等学校体育連盟会長

平川　幸雄 松尾　義幸 （一社）佐賀県身体障害者団体連合会会長

（敬称略・順不同）

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名

宮原　真一 岡口　重文 佐賀県議会文教厚生常任委員会委員長

八谷　克幸 米倉　幸久 佐賀県議会農林水産商工常任委員会委員長

定松　一生 向門　慶人 佐賀県議会県土整備・警察常任委員会委員長

志岐　宣幸 大田　芳洋 佐賀県総務部部長

御厨　秀樹 古賀　俊光 佐賀県農林水産部部長

王丸　義明 玉島　広司 佐賀県関西・中京事務所所長

前田　久年 盛　泰子 伊万里市議会議長

品川　義則 鳥飼　勝美 基山町議会議長

寺﨑　太彦 碇　勝征 上峰町議会議長

片渕　栄二郎 白武　悟 白石町議会議長

財津　知亨 岡下　淳 九州地方整備局武雄河川事務所所長

【常任委員】

【委　員】

①委員・役員等の変更について

平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会委員の変更について、次のと
おり報告いたします。

【副会長】

■人事異動等に伴う変更
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新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名

山田　隆則 柳田　誠二 九州地方整備局佐賀国道事務所所長

武富　清 白木　淳二 佐賀県国公立幼稚園会会長

福元　裕二 向井　常博 西九州大学学長

牟田　久俊 永田　彰浩 佐賀県高等学校野球連盟会長

山口　　正 矢ヶ部　守 佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長

木原　奉文 吉田　欣也 佐賀県フェンシング協会会長

吉野　健二 川浪　佐賀男 佐賀県卓球協会会長

木原　奉文 藤島　敏也 佐賀県体操協会会長

牛島　征四郎 大木　兼光 佐賀県空手道連盟会長

川添　　豊 久保　直人 佐賀県トライアスロン協会会長

坂本　昭一 野中　敏朗 佐賀県クレー射撃協会会長

蒲池　晴彦 古賀　俊弘 佐賀県ゲートボール協会会長

田﨑　陽子 久野　一恵 （公社）佐賀県栄養士会会長

坂井　 夫 愛野　克明 （一財）佐賀県交通安全協会会長

西岡　豊 伊東　猛彦 佐賀県高等学校ＰＴＡ連合会会長代行

（敬称略・順不同）

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名

田原　和典 松永　政文 佐賀県市長会事務局長

大田　芳洋 中野　哲太郎 佐賀県町村会事務局長

【監　事】

- 4 -



第３～４回常任委員会における審議決定事項について 
 

競技会場地の第１次内定 

 
【市町別】 

＜第７８回 国民体育大会＞ 
No. 市町名 競技名・種目名 種別 開催予定施設 

1 佐賀市 

ボウリング 全種別 ボウルアーガス 

高校野球 硬式 － みどりの森県営球場 

陸上競技 全種別 佐賀県総合運動場エリア 

水泳 
競泳 全種別 佐賀県総合運動場エリア 

飛込 全種別 佐賀県総合運動場エリア 

サッカー 
未定 佐賀県総合運動場エリア 

未定 佐賀市健康運動センター 

ラグビー 全種別 佐賀県総合運動場エリア 

テニス 全種別 
佐賀県総合運動場エリア 

佐賀県立森林公園テニスコート 

体操 全種別 佐賀県総合運動場エリア 

2 唐津市 

バスケットボール 

未定 唐津市文化体育館 

未定 
唐津市相知天徳の丘運動公園 

社会体育館 

未定 
唐津市鎮西スポーツセンター 

体育館 

セーリング 全種別 佐賀県ヨットハーバー 

軟式野球 成年男子 唐津市野球場 

バドミントン 全種別 唐津市文化体育館 

トライアスロン 全種別 唐津市内特設コース 

3 鳥栖市 サッカー 
少年男子 

鳥栖スタジアム 

（ベストアメニティスタジアム） 

少年男子 鳥栖スタジアム北部グラウンド 

4 多久市 弓道 全種別 多久市弓道場（新設・仮称） 

5 武雄市 自転車
トラック・

レース 
全種別 武雄競輪場 

6 鹿島市 
軟式野球 成年男子 鹿島市民球場 

アーチェリー 全種別 鹿島市陸上競技場 

7 小城市 ハンドボール 未定 小城市芦刈文化体育館 

8 嬉野市 

軟式野球 成年男子
嬉野総合運動公園(みゆき公園) 

みゆき球場 

なぎなた 全種別 嬉野市総合体育館（新設・仮称） 

レスリング 全種別 嬉野市総合体育館（新設・仮称） 

決定事項① 

≪報告事項≫
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9 神埼市 ハンドボール 

未定 神埼中央公園体育館 

未定 トヨタ紡織九州クレインアリーナ 

未定 佐賀県立神埼高等学校体育館（新設）

10 吉野ヶ里町 ハンドボール 未定 吉野ヶ里町文化体育館（新設・仮称）

11 基山町 卓球 全種別 基山町総合体育館 

12 玄海町 相撲 全種別 玄海町社会体育館 

13 有田町 

ウエイト 

リフティング 
全種別 歴史と文化の森公園 の博記念堂 

軟式野球 成年男子 赤坂球場 

14 白石町 ソフトボール 未定 
白石中央公園多目的広場 

（白石町総合運動場） 

15 太良町 ソフトボール 
未定 太良町営野球場 

未定 太良町 B&G 海洋センター運動広場 

 

 
＜第２３回 全国障害者スポーツ大会＞ 
No. 市町名 競技名・種目名 開催予定施設 

1 佐賀市 

ボウリング ボウルアーガス 

陸上競技 佐賀県総合運動場エリア 

水泳 佐賀県総合運動場エリア 

2 鳥栖市 サッカー 鳥栖スタジアム北部グラウンド 

3 鹿島市 アーチェリー 鹿島市陸上競技場 

4 基山町 卓球 基山町総合体育館 
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【参考：競技別】 

＜第７８回 国民体育大会＞ 

No. 競技名・種目名 種別 市町名 開催予定施設 

1 陸上競技 全種別 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

2 水泳 
競泳 全種別 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

飛込 全種別 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

3 サッカー 

未定 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

未定 佐賀市 佐賀市健康運動センター 

少年男子 鳥栖市 
鳥栖スタジアム 

（ベストアメニティスタジアム） 

少年男子 鳥栖市 鳥栖スタジアム北部グラウンド 

4 テニス 全種別 
佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

佐賀市 佐賀県立森林公園テニスコート 

5 体操 全種別 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

6 バスケットボール 

未定 唐津市 唐津市文化体育館 

未定 唐津市 
唐津市相知天徳の丘運動公園 

社会体育館 

未定 唐津市 唐津市鎮西スポーツセンター体育館 

7 レスリング 全種別 嬉野市 嬉野市総合体育館（新設・仮称） 

8 セーリング 全種別 唐津市 佐賀県ヨットハーバー 

9 ウエイトリフティング 全種別 有田町 歴史と文化の森公園 の博記念堂 

10 ハンドボール 

未定 小城市 小城市芦刈文化体育館 

未定 神埼市 神埼中央公園体育館 

未定 神埼市 トヨタ紡織九州クレインアリーナ 

未定 神埼市 佐賀県立神埼高等学校体育館（新設） 

未定 吉野ヶ里町 吉野ヶ里町文化体育館（新設・仮称） 

11 自転車 
トラック・

レース 
全種別 武雄市 武雄競輪場 

12 卓球 全種別 基山町 基山町総合体育館 

13 軟式野球 

成年男子 唐津市 唐津市野球場 

成年男子 鹿島市 鹿島市民球場 

成年男子 嬉野市 
嬉野総合運動公園(みゆき公園) 

みゆき球場 

成年男子 有田町 赤坂球場 

14 相撲 全種別 玄海町 玄海町社会体育館 

15 ソフトボール 

未定 白石町 
白石中央公園多目的広場 

（白石町総合運動場） 

未定 太良町 太良町営野球場 

未定 太良町 太良町 B&G 海洋センター運動広場 

16 バドミントン 全種別 唐津市 唐津市文化体育館 
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17 弓道 全種別 多久市 多久市弓道場（新設・仮称） 

18 ラグビー 全種別 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

19 アーチェリー 全種別 鹿島市 鹿島市陸上競技場 

20 なぎなた 全種別 嬉野市 嬉野市総合体育館（新設・仮称） 

21 ボウリング 全種別 佐賀市 ボウルアーガス 

22 トライアスロン 全種別 唐津市 唐津市内特設コース 

23 高校野球 硬式 － 佐賀市 みどりの森県営球場 

 

 
＜第２３回 全国障害者スポーツ大会＞ 
No. 競技名・種目名 市町名 開催予定施設 

1 陸上競技 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

2 水泳 佐賀市 佐賀県総合運動場エリア 

3 サッカー 鳥栖市 鳥栖スタジアム北部グラウンド 

4 卓球 基山町 基山町総合体育館 

5 アーチェリー 鹿島市 鹿島市陸上競技場 

6 ボウリング 佐賀市 ボウルアーガス 
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広報・県民運動専門委員会の設置 

 
平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催を広く県内外に周知するととも

に県民意識の向上と県民総参加の実現を図ることで大会開催に向け機運が醸成するよう、

基本方針及び基本計画を審議し、順次、愛称、スローガン、キャラクター等を決定してい

くため、平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会専門委員

会規程に、以下のとおり、付託事項及び委任事項を追加し、広報・県民運動専門委員会を

設置した。 

 
○ 平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会専門委員会規程

の改正（第３回常任委員会決定） 

 

附則 
２ この規程は、平成２８年１２月２２日から施行する。 
別表（２条関係） 
 

種類 付託事項 委任事項 

広報・県民運動  
専門委員会 

１ 広報の方針・計画の立案に関
すること。 

１ 広報活動に関すること。 

２ 県民運動の方針・計画の立案
に関すること。 

２ 県民運動の推進に関するこ
と。 

３ その他広報及び県民運動に係
る重要な事項に関すること。 

３ 愛称・スローガン、マスコ
ット等に関すること。 

 

４ 報道機関との調整に関する
こと。 

５ 記録映像、記録写真等に関
すること。 

 
 ＊ 付託事項：付託された事項を調査、審議すること。 

＊ 委任事項：委任された事項を決議すること。 
 

  

決定事項②

≪報告事項≫
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宿泊・医事・衛生専門委員会の設置 

 
宿泊施設の確保や標準献立作り、医療・救護体制の整備、食品衛生、馬事衛生など、

宿泊・医事・衛生に関しての方策等を専門的見地から審議するため、平成３５年国民体育

大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会専門委員会規程に、以下のとおり、付託

事項及び委任事項を追加し、宿泊・医事・衛生専門委員会を設置した。 

 
○ 平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会専門委員会規程

の改正（第４回常任委員会決定） 

 

附則 

３ この規程は、平成２９年６月５日から施行する。 
別表（２条関係） 
 

種類 付託事項 委任事項 

宿泊・医事・衛生
専門委員会 

１ 宿泊の方針・計画の立案に関

すること。 
１ 宿泊業務に関すること。 

２ 医事・衛生の方針・計画の立

案に関すること。 

２ 標準献立及び食品調達に関

すること。 

３ その他宿泊及び医事・衛生に

係る重要な事項に関すること。 

３ 医療救護及び防疫に関する

こと。 

 

４ 食品衛生及び環境衛生に関

すること。 

５ 馬事衛生に関すること。 

 
 ＊ 付託事項：付託された事項を調査、審議すること。 

＊ 委任事項：委任された事項を決議すること。 

  

決定事項③

≪報告事項≫
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広報基本方針及び広報基本計画の策定 

 
○ 広報基本方針（第４回常任委員会決定） 

 

第 78 回国民体育大会及び第 23 回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）

は、ただ大会を成し遂げるだけではなく、①「誰もがスポーツを楽しみ・語る さが」、

②「アスリートが活躍する さが」、③「スポーツツーリズムの拠点 さが」、の３つの

レガシーを、大会後も永く佐賀県に残すことを目指すものである。このスポーツの力を

活かし、明治維新 150 年を契機に育まれていく郷土・佐賀への誇りと愛着をさらに豊か

なものにし、次世代に繋げていくものとしたい。 

  そのために、大会の開催意義を県民に周知するとともに、「オール佐賀」で取り組む

機運を醸成し、県民の大会への参加を促し、併せて、来県者にも佐賀の魅力を知っても

らえるよう、次のとおり広報活動に取り組むこととする。 

 

１ 大会のイメージアップ 

    大会を象徴し、広く県民に愛される愛称やスローガン、マスコット等を制定して、県、

市町、関係機関・団体、企業、NPO、ボランティア団体等で活用することによって、県

民の大会に対するイメージアップを図り、大会への興味・関心を高める。 

   

２ 県民とともに盛り上げる 

  報道機関との連携や多様なメディアの活用により、大会の目的や県民誰もが関わる機

会があることを発信するとともに、県民が参加できるイベントや活動を通じて、大会開

催の機運を高め、県民による ボランティアやおもてなし運動につなげる。 

  併せて東京オリンピック・パラリンピックの開催で高まる県民のスポーツへの関心を

より一層深める。 

 

３ 佐賀の魅力でおもてなし 

   佐賀に来ていただく絶好の機会を最大限に活かすために、県、市町や関係団体等と

協力し、来県者に「佐賀県が誇る自然や歴史、食、技、伝統文化、人情」に触れる場や

機会を創出し、それらの情報を来県者に効果的に発信することで、佐賀にまた来たいと

思えるような佐賀ファンを増やす。 

 

４ 感動を心に残し、県民の新たな一歩につなげる 

  大会の映像や写真を制作して効果的に発信することで、大会までの道のりや大会の感

動と興奮をふるさと佐賀への誇りと愛着・郷土愛として、多くの県民の心に残し、県民

の新たな一歩につなげる。 

  

≪報告事項≫

決定事項④
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○ 広報基本計画（第４回常任委員会決定） 
 
第 78 回国民体育大会及び第 23 回全国障害者スポーツ大会広報基本方針に基づき、次の
広報活動を積極的かつ効果的に推進する。 

 
１ 愛称・スローガン等による広報 

   県民の大会に対するイメージアップを図るために、大会を象徴する愛称・スローガ
ン等を制定し、普及する。 
（１）愛称・スローガン等の制定及び普及 
（２）マスコットの制定及び普及 
（３）イメージソングの制定及び普及     

 
２ 多様なメディアによる広報 

   報道機関と連携し、迅速かつ効果的な情報の伝達、SNS などを活用した共感を促す
情報拡散により、県民に対する広報活動の展開を図る。 
（１）新聞、ラジオ、テレビ等による広報活動の推進 
（２）県、市町、関係機関・団体、企業、NPO、ボランティア団体等による広報活動

の活用 
  

３ イベント等による広報 
   県民に対する大会の啓発イベントを開催するとともに、県民運動や各種イベントと

連携した広報活動を実施する。 
（１）啓発イベントの開催 
（２）県民（市町民）運動及び県、市町、関係機関・団体、企業、NPO、ボランティ

ア団体等のイベントとの連携 
 

４ 広告物による情報発信    
    各種広告物の作成や広告塔等を設置して、県民や来県者に対する大会開催の広報活

動に努める。 
（１）大会ポスター、パンフレット、広報紙、広報グッズ等の作成 
（２）各種ガイドブックの作成 
（３）広告塔、歓迎塔、歓迎アーチ等の設置 
（４）横断幕、懸垂幕等の設置 
（５）デジタルサイネージ、案内板、カウントダウンボード等の設置 

  
 ５ 広報用映像等の制作及び公開 
   県民の参加意識の高揚を図るため、映像を制作する。 

（１）競技や選手等を紹介する広報用映像を制作して、公開する  
（２）前回国体（若楠国体）の記録映像を公開し、大会の歴史を振り返る 

 
 ６ 来県者へのおもてなしの情報発信 
   県、市町や関係団体等と協力し、来県者が「佐賀」に触れる場や機会を創出し、そ

れらの情報を来県者に効果的に発信する。 
（１）来県者が必要な情報を必要な時に手に入れることができるよう情報発信する 
（２）市町や関係団体などと連携して、「佐賀」に触れる場や機会を創出する 

 
 ７ 記念品等の作成 
    大会の開催を記念し、記念品等を作成する。 

（１）参加章、記念章等の作成 
（２）記念グッズ等の作成 

 
 ８ 記録映像等の制作及び情報発信 
     大会の成果を記録にとどめ、県民に対して効果的に発信する。 

（１）大会記録映像や大会に至るまでの映像の制作 
（２）大会記録写真集や大会に至るまでの写真集の制作 
（３）報道機関やメディアなどによる効果的な情報発信   

≪報告事項≫
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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 平成２８年度事業報告（案） 

 

 

１ 開催準備事業 

（１）競技役員等養成事業 

（２）開催準備活動事業 

 

２ 会議の開催 

（１）県準備委員会総会（１回） 

（２）県準備委員会常任委員会（２回） 

（３）総務企画専門委員会（１回） 

（４）広報・県民運動専門委員会（１回） 

（５）市町連絡会議（３回） 

（６）競技団体連絡会議（３回） 

（７）佐賀県ＧＭ２１ミーティング（２回） 

 

３ 各種調査等の実施 

（１）市町・競技団体への開催意向調査 

（２）宿泊施設調査 

（３）先催県の情報収集 

 

４ 協議・連絡調整の実施 

  スポーツ庁、日体協、日障スポ協及び関係機関・団体との協議・連絡調整 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１号議案 

≪審議事項≫
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１ 開催準備事業 

（１）競技役員等養成事業 ２０競技団体実施（４０競技団体中） 

（２）開催準備活動事業  ２５競技団体実施（４０競技団体中） 

 

２ 会議の開催 

 

（１）県準備委員会総会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第２回総会 

平成２８年５月３１日（火） 

１１：００～１２：００ 

グランデはがくれ 

①平成３５年国民体育大会・全国障

害者スポーツ大会佐賀県準備委員

会会則の改正（案）について 

②平成２７年度事業報告について

③平成２７年度収支決算（案）に

ついて 

④平成２８年度事業計画（案）に

ついて 

⑤平成２８年度収支予算（案）に

ついて 

 

（２）県準備委員会常任委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第２回常任委員会 

平成２８年５月３１日（火） 

１０：００～１１：００ 

グランデはがくれ 

①会場地選定の進め方（案）につ

いて 

②競技施設基準（案）について 

第３回常任委員会 

平成２８年１２月２２日（木）

１４：００～１５：００ 

グランデはがくれ 

平成３５年国民体育大会・全国障

害者スポーツ大会佐賀県準備委員

会 「専門委員会規程」の改正（案）

について 

 

 

（３）総務企画専門委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第２回 

総務企画専門委員会 

平成２８年１１月２５日（金）

１０：００～１１：３０ 

佐賀県庁特別会議室Ａ 

①競技会場地内定（案）について

②市町と県の業務分担について 
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（４）広報・県民運動専門委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第１回 

広報・県民運動専門委員会

平成２９年３月２８日（火） 

１０：００～１１：００ 

佐賀県庁特別会議室Ａ 

広報基本方針（案）及び 広報基本

計画（案） について 

 

（５）市町連絡会議 * 

会議名 日時・場所 主な内容 

平成２８年度第１回 

市町連絡会議 

平成２８年４月２２日（金） 

１４：００～１５：００ 

佐賀県庁特別会議室Ａ 

①第１回総会、第１回常任委員会

について 

②第２回常任委員会、第２回総会

について 

③施設整備の補助金について 

平成２８年度第２回 

市町連絡会議 

平成２８年６月２４日（金） 

１５：００～１６：３０ 

佐賀県自治会館大会議室 

①第２回常任委員会、第２回総会

について 

②競技会場地意向調査について 

③各種情報提供 

・会場地の所掌事務・経費負担について 

・市町運営費補助制度について 

・市町有施設整備補助制度について 

・宿泊施設実態調査について 

平成２８年度第３回 

市町連絡会議 

平成２９年１月１６日（月） 

１３：３０～１５：３０ 

佐賀県自治会館大会議室 

①第３回常任委員会について 

②会場地選定について 

③各種情報提供 

・業務分担細目について 

・市町有施設整備補助制度の概要について

・中央競技団体正規視察の概要について 
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（６）競技団体連絡会議 * 

会議名 日時・場所 主な内容 

平成２８年度第１回 

競技団体連絡会議 

平成２８年４月２１日（木） 

１４：００～１５：００ 

佐賀県自治会館大会議室 

①第１回総会、第１回常任委員会

について 

②第２回常任委員会、第２回総会

について 

③競技役員等養成・開催準備活動

事業について 

平成２８年度第２回 

競技団体連絡会議 

平成２８年６月２５日（土） 

１０：３０～１１：５０ 

佐賀県スポーツ会館大会議室 

①第２回総会について 

②競技会場地意向調査について 

③競技役員等養成・開催準備活動

事業について 

平成２８年度第３回 

競技団体連絡会議 

平成２９年１月１５日（日） 

１３：３０～１４：４０ 

佐賀県庁１１階大会議室 

①第３回常任委員会について 

②会場地選定について 

③競技役員等養成事業について 

④中央競技団体正規視察について

 

（７）佐賀県ＧＭ２１ミーティング * 

会議名 日時・場所 主な内容 

第６回 佐賀県ＧＭ２１ 

ミーティング 

平成２８年１０月１７日（月）

１３：１０～１７：１０ 

マリターレ創世 

・競技開催地選定について 

第７回 佐賀県ＧＭ２１ 

ミーティング 

平成２９年２月１０日（月）

１３：１０～１７：１０ 

マリターレ創世 

・競技開催地選定について 

・施設整備補助制度について 

佐賀県ＧＭ２１ミーティングとは、「地域が主役」との認識のもと、市町長と知事を合わせた21人の

首長が意見交換を行い、様々な地域課題を浮き彫りにしながら、その意識を共有する場である。 

 

３ 各種調査等の実施 

  

（１）市町・競技団体への開催意向調査 

・開催地意向調査第１回（提出期限平成 28 年 9月 23 日で実施） 

・開催地意向調査第２回（提出期限平成 29 年 2月 14 日で実施） 

・調査結果をもとに市町・競技団体へのヒアリングを実施 
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（２）宿泊施設調査 

  委 託 名：宿泊施設実態調査 

委託期間：平成 28年 8月 2日～平成 28年 12 月 20 日 

  受託業者：株式会社ＪＴＢ九州 佐賀支店 

調査対象：県内：約 500 施設、県外：約 500 施設 

（福岡県 約 350 施設／長崎県 約 150 施設） 

 

（３）先催県の情報収集 

・国体開催県検討会議（鹿児島県）（H28.7/14-15）* 

・全障スポ開催県連絡会議（福井県）（H28.7/14-15）* 

・岩手国体視察（H28.9/4-7、9/30-10/12）* 

・岩手全障スポ視察（H28.10/21-25）* 

・国体開催県連絡会議（岩手県）（H28.11/24-25）* 

・国体開催県検討会議（三重県）（H29.2/6-7）* 

 

４ 協議・連絡調整の実施 

 ○スポーツ庁、日体協、日障スポ協及び関係機関・団体との協議、連絡調整 

・平成２８年度日体協第１回国体委員会及び国体・全障スポに係るスポー

ツ庁、日本体育協会、日本障がい者スポーツ協会との打合せ、首都圏のスポ

ーツ施設視察 

（H28.6/16-17）* 

・平成２８年度日体協第２回国体委員会及び首都圏のスポーツ施設視察 

（H28.8/25-26）* 

・平成２８年度日体協第３回国体委員会及び日本障がい者スポーツ協会との打

ち合わせ、日体協国体課との第３期実施競技選定時期に係る協議 

（H28.12/15-17）* 

・平成２８年度日体協第４回国体委員会及び日体協国体課との隔年開催競技や

競技種目の決定・東京オリンピック対策競技の取扱に係る打ち合わせ 

（H29.3/2）* 

 

＊については、スポーツ課 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会準備室の予

算（県費）執行分  
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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 平成２８年度補正予算（案） 

 

 
１ 収入の部（単位：千円） 

科 目 
現 計 

予算額 
補正額 

補正後 

予算額 
内 容 

負担金 33,389 △15,293 18,096 ・佐賀県負担金 

その他収入 821 ‐ 821 
・前年度繰越金 
・預金利息 

合計 34,210 △15,293 18,917  

 

  ２ 支出の部（単位：円） 

科 目 
現 計 

予算額 
補正額 

補正後 

予算額 
内 容 

事業費 32,644 △14,978 17,666 

・会議開催経費 
・競技役員等養成事
業費等 

事務局経費  1,566 △315 1,251 ・事務局経費 

合計 34,210 △15,293 18,917  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

第２号議案 

≪審議事項≫
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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 平成２８年度収支決算（案） 

 
 
１ 収入の部（単位：円） 

科  目 

当初 

予算額 

（Ａ） 

補正額 

（Ｂ） 

補正後 

予算額 
（Ｃ＝Ａ+Ｂ）

収入済額 

（Ｄ） 
比較 

（Ｅ＝Ｄ-Ｃ）
内 容 

負 担 金 33,389,000 △15,293,000 18,096,000 18,096,000 0 佐賀県負担金 

その他収入 821,000 0 821,000 819,471 △1,529

・前年度繰越金

（819,210）

・預金利息 

（261） 

合  計 34,210,000 △15,293,000 18,917,000 18,915,471 △1,529  

 

 
２ 支出の部（単位：円） 

科  目 

当初 

予算額 

（Ａ） 

補正額 

（Ｂ） 

補正後 

予算額 
（Ｃ＝Ａ+Ｂ）

支出済額 

（Ｄ） 
比較 

（Ｅ＝Ｃ-Ｄ）
内 容 

事 業 費 32,644,000 △14,978,000 17,666,000 13,747,572 △3,918,428
・会議開催経費

・競技役員等養

成事業費 等

事務局経費 1,566,000 △315,000 1,251,000 181,192 △1,069,808 ・事務局経費 

合  計 34,210,000 △15,293,000 18,917,000 13,928,764 △4,988,236  

 

 

 
収 入 額 合 計 18,915,471

支 出 額 合 計 13,928,764

差引残額（次年度繰越額） 4,986,707

第３号議案 

≪審議事項≫
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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 平成２９年度事業計画（案） 

 

 

１ 開催準備事業 

（１）競技役員等養成事業 

（２）開催準備活動事業 

（３）中央競技団体正規視察 

（４）会場地選定に係る市町や競技団体、関係者へのヒアリング 

 

２ 会議の開催 

（１） 県準備委員会総会 

（２） 県準備委員会常任委員会 

（３） 総務企画専門委員会 

（４） 広報・県民運動専門委員会 

（５） 施設・競技専門委員会 

（６） 宿泊・医事・衛生専門委員会 

（７） 式典専門委員会 

（８） 輸送・交通専門委員会 

 

３ 各種調査の実施 

（１）輸送・交通基礎調査 

（２）先催県の情報収集 

  

４ 協議・連絡調整の実施 

  スポーツ庁、日体協、日障スポ協及び関係機関・団体との協議・連絡調整、 

ＧＭ２１ 

  

第４号議案 

≪審議事項≫
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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 平成２９年度暫定収支予算（会長専決）（案） 
 
 
１ 収入の部（単位：千円） 

科 目 本年度予算額 内 容 

負担金     0 ・佐賀県負担金 

その他収入 3,615 ・前年度繰越金の一部 

合計 3,615  

  

 

２ 支出の部（単位：千円） 

科 目 本年度予算額 内 容 

事業費 3,045 
・会議開催経費 

・競技役員等養成事業補助金 

事務局経費   570 ・事務局経費 

合計 3,615 
 

 

 ※暫定予算については年間予算 37,955 千円のうち、４～６月に要する経費 

  

第５号議案 

≪審議事項≫
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 平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 

佐賀県準備委員会 平成２９年度収支予算（案） 

 
１ 収入の部（単位：千円） 

科 目 本年度予算額 内 容 

負担金 
32,968 

・佐賀県負担金 
うち暫定予算  （ 0 ）

その他収入
 4,987 ・前年度繰越金 

・預金利息 うち暫定予算( 3,615 )

合計 
 37,955 

 
うち暫定予算( 3,615 )

 

 

 ２ 支出の部（単位：千円） 

科 目 本年度予算額 内 容 

事業費 
35,955 ・会議開催経費 

・競技役員等養成事業費  うち暫定予算（ 3,045 ）

事務局経費
 2,000 

・事務局経費 
うち暫定予算  （ 570 ）

合計 
 37,955 

 
うち暫定予算( 3,615 ) 

 

 

 

 

 

 

≪審議事項≫第６号議案 
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《 参 考 資 料 》 
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役職名 所属団体・役職名 氏　名
会　長 県知事 佐賀県知事 山口　祥義

佐賀県議会議長 石倉　秀郷　
佐賀県議会副議長 土井　敏行
佐賀県議会総務常任委員会委員長 原田　寿雄
佐賀県議会文教厚生常任委員会委員長 宮原　真一
佐賀県議会農林水産商工常任委員会委員長 八谷　克幸
佐賀県議会県土整備・警察常任委員会委員長 定松　一生
佐賀県副知事 池田　英雄
佐賀県副知事 副島　良彦
佐賀県政策部部長 落合　裕二
佐賀県危機管理・報道局局長 大川内　直人
佐賀県総務部部長 志岐　宣幸
佐賀県情報統括監 藤原　久嗣
佐賀県地域交流部部長 坂本　洋介
佐賀県文化・スポーツ交流局局長 白井　誠
佐賀県県民環境部部長 山口　康郎
佐賀県健康福祉部部長 藤原　俊之
佐賀県男女参画・こども局局長 川久保　三起子
佐賀県産業労働部部長 石橋　正彦
佐賀県農林水産部部長 御厨　秀樹
佐賀県県土整備部部長 和泉　惠之
佐賀県教育委員会教育長 白水　敏光
佐賀県警察本部本部長 逢阪　貴士
佐賀県首都圏事務所所長 尊田　重信
佐賀県関西・中京事務所所長 王丸　義明
佐賀市議会議長 福井　章司
唐津市議会議長 田中　秀和
鳥栖市議会議長 中村　直人
多久市議会議長 山本　茂雄
伊万里市議会議長 前田　久年
武雄市議会議長 杉原　豊喜
鹿島市議会議長 松尾　勝利
小城市議会議長 平野　泰造
嬉野市議会議長 田口　好秋
神埼市議会議長 廣瀧　恒明
吉野ヶ里町議会議長 伊東　健吾
基山町議会議長 品川　義則
上峰町議会議長 寺﨑　太彦
みやき町議会議長 松信　彰文
玄海町議会議長 上田　利治
有田町議会議長 松尾　文則
大町町議会議長 永尾　光次
江北町議会議長 西原　好文
白石町議会議長 片渕　栄二郎
太良町議会議長 坂口　久信
佐賀市市長 秀島　敏行
唐津市市長 峰　達郎
鳥栖市市長 橋本　康志
多久市市長 横尾　俊彦
伊万里市市長 塚部　芳和

市町関係
（２０名）

（敬称略・順不同）

委　員

平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会
佐賀県準備委員会委員名簿

平成２９年６月５日現在

県議会関係
（６名）

県関係
（１８名）

市町議会関係
（２０名）
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役職名 所属団体・役職名 氏　名
武雄市市長 小松　政
鹿島市市長 樋口　久俊
小城市市長 江里口　秀次
嬉野市市長 谷口　太一郎
神埼市市長 松本　茂幸
吉野ヶ里町町長 多良　正裕
基山町町長 松田　一也
上峰町町長 武廣　勇平
みやき町町長 末安　伸之
玄海町町長 岸本　英雄
有田町町長 山口　隆敏
大町町町長 水川　一哉
江北町町長 山田　恭輔
白石町町長 田島　健一
太良町町長 岩島　正昭
九州地方整備局武雄河川事務所所長 財津　知亨
九州地方整備局佐賀国道事務所所長 山田　隆則
九州運輸局佐賀運輸支局支局長 橋本　佐登志
唐津海上保安部部長 西分　竜二
自衛隊佐賀地方協力本部本部長 大塚　陽一
佐賀県県立高等学校校長会会長 山口　孝
佐賀県私立中学高等学校校長会会長 梶原　彰夫
佐賀県小中学校校長会会長 野口　敏雄
佐賀県特別支援学校長会会長 武藤　則好
佐賀県国公立幼稚園会会長 武富　清
（一社）佐賀県私立幼稚園・認定こども園連合会会長 菅原　真爾
佐賀大学学長 宮﨑　耕治
西九州大学学長 福元　裕二
西九州大学短期大学部学長 福元　裕二
九州龍谷短期大学学長 後藤　明信
佐賀女子短期大学学長 南里　悦史
佐賀県専修学校各種学校連合会会長 江口　敏文
（公財）佐賀県体育協会副会長 愛野　時興
（公財）佐賀県体育協会副会長 竹原　稔
（一社）佐賀県障がい者スポーツ協会会長 末次　康裕

（公財）佐賀県体育協会理事長 東島　敏隆
佐賀県高等学校体育連盟会長 吉松　幸宏
佐賀県高等学校野球連盟会長 牟田　久俊
佐賀県中学校体育連盟会長 渡瀬　浩介
佐賀県スポーツ推進委員協議会会長 中村　直人
佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長 山口　　正
佐賀県障害者スポーツ指導者協議会会長 土井　志穂
佐賀県スポーツ推進審議会会長 坂元　康成
（一財）佐賀陸上競技協会会長 末次　康裕
佐賀県水泳連盟会長 高木　辰巳
（一社）佐賀県サッカー協会会長 中村　勇
佐賀県テニス協会会長 緒方　うらら
佐賀県ボート協会会長 竹尾　啓助
佐賀県ホッケー協会会長 笠原　義久
佐賀県ボクシング連盟会長 岩田　和親
佐賀県バレーボール協会会長 中冨　博隆
佐賀県体操協会会長 木原　奉文
佐賀県バスケットボール協会会長 太田　貞武

スポーツ関係
（５８名）

国関係
（５名）

学校関係
（１２名）
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役職名 所属団体・役職名 氏　名

佐賀県レスリング協会会長 橋本　和男
佐賀県ヨット連盟会長 進藤　龍一
佐賀県ウエイトリフティング協会会長 中村　敏則
佐賀県ハンドボール協会会長 末次　功
佐賀県自転車競技連盟会長 関本　優
佐賀県ソフトテニス連盟会長 石井　秀夫
佐賀県卓球協会会長 吉野　健二
佐賀県軟式野球連盟会長 古賀　盛夫
佐賀県相撲連盟会長 岸本　英雄
佐賀県馬術連盟会長 曽我　和弘
佐賀県フェンシング協会会長 木原　奉文
佐賀県柔道協会会長 中島　祥雄
（一社）佐賀県ソフトボール連盟会長 田代　道明
佐賀県バドミントン協会会長 中尾　昌由
佐賀県弓道連盟会長 田原　則夫
佐賀県ライフル射撃協会会長 八谷　克幸
佐賀県剣道連盟会長 井上　正一郎
佐賀県ラグビーフットボール協会会長 古賀　釀治
佐賀県山岳連盟会長 多田　修
佐賀県カヌー協会会長 稲富　康平
佐賀県アーチェリー協会会長 杉町　誠二郎
佐賀県空手道連盟会長 牛島　征四郎
佐賀県なぎなた連盟会長 篠塚　周城
佐賀県ボウリング連盟会長 山下　雄平
佐賀県ゴルフ協会会長 指山　弘養
佐賀県トライアスロン協会会長 川添　　豊
佐賀県銃剣道連盟会長 山口　八郎
佐賀県クレー射撃協会会長 坂本　昭一
佐賀県綱引連盟会長 吉田　欣也
佐賀県武術太極拳連盟会長 古川　康
佐賀県パワーリフティング協会会長 福岡　資麿
佐賀県ゲートボール協会会長 蒲池　晴彦
佐賀県グラウンド・ゴルフ協会会長 中村　直人
佐賀県身体障害者陸上競技協会代表 川尻　信二
佐賀県障がい者卓球協会会長 古賀　英明
佐賀県障害者フライングディスク協会会長 小林　義民
佐賀県レクリエーション協会会長 中尾　清一郎
佐賀県商工会議所連合会会長 井田　出海
佐賀県商工会連合会会長 飯盛　康登
佐賀県中小企業団体中央会会長 内田　健
佐賀経済同友会代表幹事 村岡　安廣
佐賀県経営者協会会長 中冨　博隆
（公社）日本青年会議所九州地区佐賀ブロック協議会会長 江口　尚登
佐賀県農業協同組合中央会会長 中野　吉實
佐賀県有明海漁業協同組合代表理事組合長 德永　重昭
佐賀玄海漁業協同組合代表理事組合長 川嵜　和正
佐賀県森林組合連合会代表理事会長 福島　光洋
（一社）佐賀県建設業協会会長 松尾　哲吾
佐賀県工業連合会会長 中村　敏郎
（一社）佐賀県銀行協会会長 陣内　芳博
佐賀県信用金庫協会会長 松永　一博
佐賀県信用組合協会会長 芹田　泉
佐賀県信用保証協会会長 坂井　浩毅

産業・経済関係
（１８名）
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役職名 所属団体・役職名 氏　名

佐賀県酒造組合会長 古賀　釀治
九州電力（株）執行役員佐賀支社長 遠藤　泰昭
（一社）佐賀県医師会会長 池田　秀夫
（一社）佐賀県歯科医師会会長 寺尾　隆治
（公社）佐賀県獣医師会会長 御厨　猛男
（一社）佐賀県薬剤師会会長 佛坂　浩
（公社）佐賀県看護協会会長 三根　哲子
日本赤十字社佐賀県支部支部長 指山　弘養
（福）佐賀県社会福祉協議会会長 井田　出海
（一社）佐賀県身体障害者団体連合会会長 平川　幸雄
佐賀県精神保健福祉連合会会長 山口　義人
（一財）佐賀県手をつなぐ育成会会長 村岡　洋
（一社）佐賀県視覚障害者団体連合会会長 森　きみ子
（一社）佐賀県聴覚障害者協会理事長 中村　稔
佐賀県難聴者・中途失聴者協会会長 古賀　道子
（一社）佐賀県観光連盟副会長 山口　雅久
（一社）日本旅行業協会九州支部佐賀県地区委員会委員長 里浦　徹
佐賀県物産振興協会会長 八頭司　博
佐賀県生活衛生同業組合連合会会長 今村　芳幸
（公社）佐賀県食品衛生協会会長 北島　恭一
（公社）佐賀県栄養士会会長 田﨑　陽子
（一社）佐賀県バス・タクシー協会会長 金子　晴信
（公社）佐賀県トラック協会会長 馬渡　雅敏
西日本電信電話（株）佐賀支店支店長 池冨　保
九州旅客鉄道（株）佐賀鉄道部部長 有隅　基樹
西日本高速道路（株）九州支社佐賀高速道路事務所所長 後迫　浩
全日本空輸（株）佐賀支店支店長 福田　宜和
春秋航空日本（株）佐賀空港所空港所長 神宮　忠紹
（一財）佐賀県交通安全協会会長 坂井　 夫
（公財）佐賀県芸術文化協会理事長 高島　忠平
佐賀県ＰＴＡ連合会事務局長 轟木　政隆
佐賀県高等学校ＰＴＡ連合会会長代行 西岡　豊
佐賀県女性団体連絡協議会会長 山﨑　和子
佐賀県地域婦人連絡協議会会長 三苫　紀美子
佐賀県公民館連合会会長 今村　統嘉
（一財）佐賀県老人クラブ連合会会長 木下　治紀
（一社）佐賀県子ども会連合会会長 前田　正義
佐賀県連合青年団団長 堤　大史
日本ボーイスカウト佐賀県連盟理事長 嘉瀬　慶昭
ガールスカウト佐賀県連盟連盟長 堤　いと代
佐賀県青少年育成県民会議会長 稲田　繁生
（公財）佐賀県消防協会会長 陣内　成和　 
（公財）佐賀県防犯協会会長 指山　弘養
衆議院議員 今村　雅弘
衆議院議員 原口　一博
衆議院議員 大串　博志
衆議院議員 岩田　和親
衆議院議員 古川　康
参議院議員 福岡　資麿
参議院議員 山下　雄平
佐賀県議会議員 留守　茂幸
佐賀県議会議員 石丸　博
佐賀県議会議員 石井　秀夫

顧　問 国会議員
（７名）

通信・輸送・交
通関係
（８名）

社会・文化・環
境関係
（１２名）

警備・消防関係
（２名）

医療・福祉関係
（１３名）

宿泊・観光・衛
生関係
（６名）

県議会議員
〔委員以外〕
（３０名）

参　与
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役職名 所属団体・役職名 氏　名

佐賀県議会議員 武藤　明美
佐賀県議会議員 木原　奉文
佐賀県議会議員 稲富　正敏
佐賀県議会議員 竹内　和教
佐賀県議会議員 中倉　政義
佐賀県議会議員 藤木　卓一郎
佐賀県議会議員 桃崎　峰人
佐賀県議会議員 指山　清範
佐賀県議会議員 大場　芳博
佐賀県議会議員 内川　修治
佐賀県議会議員 岡口　重文
佐賀県議会議員 徳光　清孝
佐賀県議会議員 坂口　祐樹
佐賀県議会議員 藤崎　輝樹
佐賀県議会議員 向門　慶人
佐賀県議会議員 米倉　幸久
佐賀県議会議員 川﨑　常博
佐賀県議会議員 江口　善紀
佐賀県議会議員 古賀　陽三
佐賀県議会議員 井上　常憲
佐賀県議会議員 池田　正恭
佐賀県議会議員 野田　勝人
佐賀県議会議員 中本　正一
佐賀県議会議員 西久保　弘克
佐賀県議会議員 木村　雄一
佐賀県議会議員 青木　一功
佐賀県議会議員 井上　祐輔
佐賀県教育委員会委員 浦郷　公道
佐賀県教育委員会委員 牟田　清敬
佐賀県教育委員会委員 小林　由枝
佐賀県教育委員会委員 音成　洋子
佐賀県教育委員会委員 加藤　雅世子 
佐賀県会計管理者 西山　和紀
佐賀県市長会事務局長 田原　和典
佐賀県町村会事務局長 大田　芳洋

監　事

県教育委員
（５名）
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平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、平成 35 年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会会

則第１３条第４項の規定に基づき、専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとおりとす

る。 
 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長  １名 

(2) 副委員長 若干名 

２ 委員長及び副委員長は、平成３５年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備

委員会の会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名し

た副委員長がその職務を代理する。 
 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

３ 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 
 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 
 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会の委

員長が会長の承認を得て別に定める。 
 

附則 

１ この規程は、平成２７年１２月２４日から施行する。 
２ この規程は、平成２８年１２月２２日から施行する。 
３ この規定は、平成２９年 ６月 ５日から施行する。 
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別表（2条関係） 
 

種類 付託事項 委任事項 

総務企画     
専門委員会 

１ 総合的な方針・計画の立案に関
すること。 

１ 総合的な方針・計画の推進に関
すること。 

２ 会場地及び競技施設の選定立
案に関すること。 

２ 文化プログラムの推進に関す
ること。 

３ 県及び市町の所掌業務等の立
案に関すること。 

３ 他の専門委員会に属さない事
項の推進に関すること。 

４ 開閉式の会場地及び施設の選
定立案に関すること。 

４ リハーサル大会の推進に関す
ること。 

５ 他の専門委員会に属さない事
項の立案に関すること。  

施設・競技
専門委員
会 

施設
関係

１ 競技施設等の整備計画の立案
に関すること。 

１ 競技施設等の整備推進に関す
ること。 

２ 情報通信施設の整備計画の立
案に関すること。 

２ 情報通信施設の整備推進に関
すること。 

３ その他施設の整備計画の立案
に関すること。 

３ その他施設に係る事項の推進
に関すること。 

競技
関係

１ 実施予定競技の選定立案に関
すること。 

１ 競技運営に係る計画の推進に
関すること。 

２ 競技の企画運営の計画立案に
関すること。 

２ 競技役員等の養成・編成の推進
に関すること。 

３ 競技役員等の養成・編成の計画
策定に関すること。 

３ 競技用具の整備に係る事項の
推進に関すること。 

４ 競技用具の整備計画立案に関
すること。 

 

４ デモンストレーションとして
のスポーツ行事、オープン競技の
推進に関すること。 

５ デモンストレーションとして
のスポーツ行事、オープン競技の
計画策定に関すること。 

5 競技記録集計処理の推進に関す
ること。 

 

６ その他競技に係る事項の計画
策定に関すること。 

６ その他競技に係る事項の推進
に関すること。 
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広報・県民運動 
専門委員会 

１ 広報の方針・計画の立案に関す
ること。 

１ 広報活動に関すること。 

２ 県民運動の方針・計画の立案に
関すること。 

２ 県民運動の推進に関すること。

３ その他広報及び県民運動に係
る重要な事項に関すること。 

３ 愛称・スローガン、マスコット
等に関すること。 

 
４ 報道機関との調整に関するこ

と。 

 
５ 記録映像、記録写真等に関する

こと。 

 
６ その他広報及び県民運動に関

すること。 

宿泊・医事・衛生
専門委員会 

１ 宿泊の方針・計画の立案に関す
ること。 

１ 宿泊業務に関すること。 

２ 医事・衛生の方針・計画の立案
に関すること。 

２ 標準献立及び食品調達に関す
ること。 

３ その他宿泊及び医事・衛生に係
る重要な事項に関すること。 

３ 医療救護及び防疫に関するこ
と。 

 
４ 食品衛生及び環境衛生に関す

ること。 

 ５ 馬事衛生に関すること。 

＊ 付託事項：付託された事項を調査、審議すること。 

＊ 委任事項：委任された事項を決議すること。 
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