
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会事務局規程 

  

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会会則第１５

条第３項の規定に基づき、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会（以

下「本会」という。）の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。 

   第２章 事務局 

（事務局） 

第２条 事務局は、鹿児島市観光交流局国体推進部内に置く。 

（業務） 

第３条 事務局は、本会に関する事務を処理する。 

 （職員） 

第４条 事務局に次の職員を置く。 

(1)  事務局長 

(2)  事務局次長 

(3)  事務局職員 

２ 事務局の職員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。 

３ 会長は、特に必要があると認めたときは、鹿児島市職員以外の者を事務局の職員として置

くことができる。 

４ 事務局の職員は、会長が任免する。 

 （所掌事務） 

第５条 事務局の所掌事務は、別表第２のとおりとする。 

 （職務） 

第６条 事務局長は、会長の命を受け、事務局を統括し、職員を指揮監督する。 

２ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじ

め事務局長が指名した事務局次長がその職務を代理する。 

３ 事務局職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。 

   第３章 決裁 

 （会長の権限に属する事項） 

第７条 会長の権限に属する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 総会及び常任委員会の招集に関すること。 

(2) 総会及び常任委員会に付すべき事項に関すること。 

(3) 本会の委員等の委嘱等に関すること。 

(4) 本会の規程等の制定改廃に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、本会の運営について特に重要と認められる事項に関するこ



と。 

 （専決） 

第８条 事務局長及び事務局次長が専決できる事項は、別表第３のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特に重要と認められる事項については、別に定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、特に異例と認められる事項については、あらかじめ会長の指

示を受けなければならない。 

 （代決） 

第９条 会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名した副会長が代決する。 

２ 事務局長が不在のときは、あらかじめ事務局長が指名した事務局次長がその事務を代決す

る。 

   第４章 文書及び公印 

 （記号及び番号） 

第１０条 文書には、記号及び番号を付けるものとする。ただし、軽易な文書については、こ

れを省略することができる。 

２ 文書の記号は、「鹿市国実」とする。 

３ 文書の番号は、会計年度ごとの一連番号とする。 

 （起案） 

第１１条 文章を起案するときは、原則として起案用紙（様式第１号）を用いなければならな

い。 

２ 軽易な事案及び定例的に取り扱う事案に係る起案は、起案用紙を用いず、文書の余白を利

用し、行うことができる。 

 （保存） 

第１２条 事務の処理が完結した文書は、事務局にて編冊し、事務局次長が別に定める期間保

存しなければならない。 

 （公印） 

第１３条 事務局で使用する公印の種類等は、別表第４のとおりとする。 

２ 前項に定める公印の保管は、事務局次長（観光交流局国体推進部国体総務課長）が行うも

のとする。 

 （準用） 

第１４条 前４条に定めるもののほか、文書及び公印の取り扱いに関しては、鹿児島市文書取

扱規程（平成３年３月２７日訓令第２号）及び鹿児島市公印規則（昭和４２年４月２９日規

則第３号）の例による。 

   第５章 服務、旅費 

 （服務） 

第１５条 職員の服務については、鹿児島市の例による。 

 （旅費） 



第１６条 職員がその職務のために旅行したときは、旅費を支給する。 

２ 前項の規定による旅費の額については、原則として鹿児島市の例による。 

 （費用弁償） 

第１７条 本会役員及び委員等が会務のため旅行したときは、その旅費について費用弁償する

ことができる。ただし、本会の会議の出席に要する経費については、この限りではない。 

２ 前項において支給される費用弁償の額及び支給方法については、前条第２項の例による。 

   第６章 財務 

（予算） 

第１８条 事務局長は、会長の指示に基づき、毎会計年度予算を編成するものとする。 

２ 事務局長は、予算の議決後に生じた理由に基づき予算を変更する場合は、会長の指示に基

づき、補正予算を編成するものとする。 

 （決算） 

第１９条 事務局長は、毎会計年度終了後、決算を速やかに調整し、証拠書類を添付して会長

に提出しなければならない。 

２ 会則第１８条の規定により監査を受けるときは、収支決算書その他の証拠書類を監事に提

出しなければならない。 

 （出納員） 

第２０条 事務局に出納その他の会計処理をさせるため、出納員を置く。 

２ 出納員は、事務局次長（観光交流部国体推進部国体総務課長）をもって充てる。 

 （金融機関の指定） 

第２１条 現金の出納は、事務局長が別に指定する金融機関を通じて行うものとする。 

 （準用） 

第２２条 この章に定めるもののほか、予算、決算、契約、収入、支出その他の財務に関する

事項については、鹿児島市会計規則（平成４年３月１６日規則第１６号）その他の鹿児島市

の財務に関する規則等の例による。 

第７章 補則 

 （委任） 

第２３条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に

定める。 

付 則 

 この規程は、平成２７年１０月２６日から施行する。 

   付 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この規程は、平成２９年８月１７日から施行する。 

付 則 



 （施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行前に改正前の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会

事務局規程の規定により作成された書類は、改正後の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大

会鹿児島市実行委員会事務局規程の規定により作成された書類とみなす。 

 

別表第１（第４条関係） 

事務局長 鹿児島市観光交流局国体推進部長 

事務局次長 
鹿児島市観光交流局国体推進部国体総務課長 

鹿児島市観光交流局国体推進部国体競技課長 

事務局職員 
鹿児島市観光交流局国体推進部国体総務課職員 

鹿児島市観光交流局国体推進部国体競技課職員、同課嘱託員 

 

別表第２（第５条関係） 

１ 事務局の組織、人事、服務等に関すること。 

２ 総会、常任委員会、専門委員会の事務に関すること。 

３ 本会の事業計画及び事業報告に関すること。 

４ 本会の予算、決算及び監査に関すること。 

５ その他、本会の事務に関すること。 

 

別表第３（第８条関係） 

事項 事務局長専決事項 事務局次長専決事項 

１ 職員の任命に関するこ

と。 

第４条第３項の規定によ

り、会長が特に必要がある

と認めた職員の任命に関す

ること。 

― 

２ 職員の服務に関するこ

と。 

事務局次長の服務に関する

こと。 

その他の職員の服務に関す

ること。 

３ 旅行命令に関するこ

と。 

委員等の旅行命令に関する

こと。 
― 

４ 職員の事務分掌に関す

ること。 
― 

事務局職員の事務分掌に関

すること。 

５ 総会等の開催事務に関

すること。 

総会及び常任委員会の開催

に関すること。 

専門委員会及び連絡会議等

の開催に関すること。 



６ 文書に関する事務に関

すること。 

規程等の制定及び改廃に関

すること。また、重要な通

知、申請、照会等に関する

こと。 

軽易な通知、申請、照会等

に関すること。 

７ 資金前渡職員に関する

こと。 
― 

任命に関すること。 

８ 予算の流用に関するこ

と。 

重要なもの。 軽微なもの。 

９ 工事又は製造の請負に

関すること。 

１件の予定価格が2,500万円

未満のもの。 

１件の予定価格が1,000万円

未満のもの。 

10 物品の購入、賃貸借、

修理及び業務委託に関す

ること。 

１件の予定価格が1,000万円

未満のもの。 

１件の予定価格が100万円未

満のもの。 

11 9、10以外の契約等に関

すること。 

重要なもの。 軽微なもの。 

12 刊行物の発行に関する

こと。 

特に重要な刊行物に関する

こと。 

刊行物の発行に関するこ

と。 

13 その他 前各号に掲げるもののほ

か、これらに類するものと

認められる事項に関するこ

と。 

前各号に掲げるもののほ

か、これらに類するものと

認められる事項に関するこ

と。 

 

別表第４（第１３条関係） 

公印の種類 ひな型 形状 寸法 書体 

燃ゆる感動かごしま国

体・かごしま大会鹿児

島市実行委員会会長印 

 

正方形 24㍉角 楷書 

燃ゆる感動かごしま国

体・かごしま大会鹿児

島市実行委員会事務局

長印 

 

正方形 21㍉角 楷書 



燃ゆる感動かごしま国

体・かごしま大会鹿児

島市実行委員会出納員

印 

 

正方形 18㍉角 楷書 


