
第７６回国民体育大会 三重県準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 
第１条 この規程は、第７６回国民体育大会三重県準備委員会会則第１３条第５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、第７６回国民体育大会三重県準備委員会会長（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、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あら

かじめ委員長が定めた順序により、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 委員会は、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 委員長は、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 この規程は、平成２４年 月 日から施行する。 
 

平成 24 年 8 月 31 日 

第１回常任委員会決定 



別表（第２条関係） 
 

常任委員会から専門委員会への付託事項及び委任事項 

 

専門委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画 
専門委員会 
 

1 総合的な計画の立案、推進に

関すること。 
2 会場地の選定に関すること。 
3 開・閉会式の選定に関するこ

と。 
4 県及び会場地市町の業務分担

に関すること。 
5 文化プログラムに関するこ

と。 
6 他の専門委員会に属さない重

要な事項に関すること。 

1 総合的な計画の調査、調整等

に関すること。 
2 会場地の選定の調査、調整等

に関すること。 
3 開・閉会式の選定の調査、調

整等に関すること。 
4 県及び会場地市町の業務分担

の調査、調整等に関すること。 
5 文化プログラムの調査、調整

等に関すること。 
6 他の専門委員会に属さない事

項の調査、調整等に関するこ

と。 

施 設 
専門委員会 
 

1 競技施設及び関連施設に関す

ること。 
2 開・閉会式会場及び関連施設

に関すること。 
3 情報通信施設整備に関するこ

と。 
4 その他施設に係る重要事項に

関すること。 

1 競技施設及び関連施設の調

査、調整等に関すること。 
2 開・閉会式会場及び関連施設

の調査、調整等に関すること。 
3 情報通信施設整備の調査、調

整等に関すること。 
4 その他施設に係る調査、調整

等に関すること。 

競 技 
専門委員会 
 

1 競技運営等に関すること。 
2 競技役員等の養成及び編成に

関すること。 
3 競技用具の整備検討に関する

こと。 
4 競技記録に関すること。 
5 その他競技運営に係る重要な

事項に関すること。 
 

1 競技運営等の調査、調整等に

関すること。 
2 競技役員等の養成及び編成の

調査、調整等に関すること。 
3 競技用具の整備検討の調査、

調整等に関すること。 
4 競技記録の調査、調整等に関

すること。 
5 その他競技運営に係る調査、

調整等に関すること。 



 

総務企画専門委員会 名簿 

（順不同：敬称略） 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

三重県市長会 事務局長 井山 夫左雄 

市町関係 

三重県町村会 事務局長 奥村 仁孝 

（財）三重県体育協会 理事長 田中 敏夫 

三重県スポーツ推進審議会 委員 

（三重大学教育学部教授） 

杉田 正明 

三重県スポーツ推進委員協議会 会長 馬場 宏 

スポーツ関係 

（社）三重県レクリエーション協会 事務局長 津幡 佳代子 

三重県高等学校体育連盟 理事長 堀越 英範 

学校関係 

三重県中学校体育連盟 理事長 野田 朋憲 

戦略企画部 企画課長 大橋 範秀 

健康福祉部 健康福祉総務課長 日沖 正人 

環境生活部 文化振興課長 中尾 治光 

地域連携部スポーツ推進局 

次長兼スポーツ推進課長 

村木 輝行 

地域連携部 市町行財政課長 加藤 正二 

県（行政）関係 

教育委員会事務局 保健体育課長 吉田 光徳 

 

 



 

施設専門委員会 名簿 

（順不同：敬称略） 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

三重県市町教育長会 

（三重県都市教育長部会長、松阪市教育長） 

小林 壽一 

市町関係 

三重県市町教育長会 

（三重県町教育長部会長、明和町教育長） 

西岡 惠三 

（財）三重県体育協会 理事長 田中 敏夫 

スポーツ関係 三重県スポーツ推進審議会 委員 

（三重県学校体育研究連合会、四日市市立河原

田小学校校長） 

鈴木 忠彦 

三重県高等学校体育連盟 

（ボート専門委員長） 

丸山 亮太 

学校関係 

皇學館大学教育学部 教授 小木曽 一之 

福祉・障がいｽﾎﾟ

ｰﾂ関係 

ユニバーサルデザインのまちづくり推進協議

会 会長 

土川 禮子 

健康福祉部 人権・危機管理監 丹羽 健 

地域連携部スポーツ推進局 

次長兼スポーツ推進課長 

村木 輝行 

県土整備部 道路管理課参事兼課長 福島 敏彰 

県土整備部 流域管理課長 堀江 俊光 

教育委員会事務局 学校施設課長 加藤 丈雄 

県（行政）関係 

教育委員会事務局 保健体育課長 吉田 光徳 

 

 



 

競技専門委員会 名簿 

（順不同：敬称略） 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

スポーツ関係 

（財）三重県体育協会 理事長 田中 敏夫 

 

（財）三重県体育協会 強化・普及委員会 委員 沖田 稔 

 

（財）三重県体育協会 強化・普及委員会 委員 高井 幸郎 

 

（財）三重県体育協会 強化・普及委員会 委員 夏目 眞治 

 

（財）三重県体育協会 強化・普及委員会 委員 松澤 二一 

 

（財）三重県体育協会 強化・普及委員会 委員 三田 清司 

 

（財）三重県体育協会 強化・普及委員会 委員 安井 みどり 

 

三重県スポーツ推進審議会 委員 馬瀬 隆彦 

学校関係 三重県高等学校体育連盟 

（自転車専門委員長） 

百々 敦史 

 

三重県中学校体育連盟 副会長 岩谷 敏史 

県行政 地域連携部スポーツ推進局 

次長兼スポーツ推進課長 

村木 輝行 

 

教育委員会事務局 保健体育課長 吉田 光徳 

 

 

 

 


