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三重とこわか国体いなべ市実行委員会常任委員会委員の変更について 

 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則第８条第１項ただし書の規定に基

づく常任委員会委員の変更があったため、同条第３項の規定に基づき、次のとお

り報告する。 

 

                         （順不同、敬称略） 

 （令和３年４月５日現在） 

【常任委員】 

所属機関、団体 役職等 新任者 前任者 

いなべ市自治会連合会 会長 岩花 明 三輪 敏明 

一般社団法人いなべ市芸術文化協会 事務局長 川瀬 清秀 岸本 勝哉 

いなべ市校長会 会長 森 憲治 山下 秀人 

いなべ市総務部 部長 小林 治夫 水谷 喜広 

いなべ市福祉部 部長 日紫喜 隆一 伊藤 俊樹 

いなべ市健康こども部 部長 出口 美紀 舘 康平 

いなべ市農林商工部 部長 杉本 剛 岡本 浩一 

 

 

第１号報告 



 

 

 

   専門委員会への委任事項について 

 

 常任委員会から委任された事項について、三重とこわか国体いなべ市実行委

員会会則第 13 条第３項の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

１ 第３回総務企画専門委員会 書面表決（令和３年３月 17 日） 

 (1) 三重とこわか国体いなべ市売店設置要項の一部改正について (P 4) 

 (2) 三重とこわか国体いなベ市売店募集要領の一部改正について (P13) 

 (3) 三重とこわか国体いなべ市保険加入要項の一部改正について (P18) 

 

２ 第３回宿泊衛生専門委員会 書面表決（令和３年３月 17 日） 

 (1) 三重とこわか国体いなべ市弁当調達要項の一部改正について (P23) 

 

 

第２号報告 



 

 

 

三重とこわか国体いなべ市売店設置要項の一部改正について 

 

三重とこわか国体いなべ市売店設置要項（令和２年２月４日決定）の一部を

改正したので、別紙のとおり報告する。 

 

（改正内容） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から売店における販売品目から

飲食物を削り、原則として募集しないことその他所要の改正を行う。 

 

（施行日） 

  この要項は、令和３年３月 17 日から施行する。 

報告２－１－(1) 



 

三重とこわか国体いなべ市売店設置要項の一部改正 

 

改正前 改正後 

８ 販売品目 

  売店における販売品目は、次に掲げるものと

する。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 飲食物（アルコール飲料を除く。） 

ア 製造加工品 

食品衛生関係法令に規定する営業許可施

設等において製造・加工されたもので、容

器包装等により衛生的な措置がとられ、か

つ、法令等の規定に基づく表示がなされて

いるものとする。 

イ 現地調理品 

売店において調理する食品は、簡易な調

理、加工のみとし、あらかじめ営業許可施

設等において下処理されたものを搬入し

て、提供直前に加熱処理を行うものである

こと。 

 (5) 授産施設生産物 

 (6) 宅配便 

 (7) その他実行委員会が必要と認めたもの 

 

９ 出店条件  

  売店の出店者は、(1)の条件のいずれかに該

当し、かつ(2)の条件のすべてに該当するもの

とする。 

 (1) 次の条件のいずれかに該当するもの 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 国体関連グッズ、スポーツ用品、郷土物

産品又は飲食物に係る関係団体等 

エ （略） 

オ （略） 

 (2) 次の条件のすべてに該当するもの 

ア～エ （略） 

オ 出店申請書の提出日時点で、国税及び地

方税                  

          の滞納がないこと。 

カ （略） 

キ （略） 

８ 販売品目 

  売店における販売品目は、次に掲げるものと

する。 

(1)～(3) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 授産施設生産物 

 (5) 宅配便 

 (6) その他実行委員会が必要と認めたもの 

 

９ 出店条件  

  売店の出店者は、(1)の条件のいずれかに該

当し、かつ(2)の条件のすべてに該当するもの

とする。 

 (1) 次の条件のいずれかに該当するもの 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 国体関連グッズ、スポーツ用品又は郷土

物産品    に係る関係団体等 

エ （略） 

オ （略） 

 (2) 次の条件のすべてに該当するもの 

  ア～エ （略） 

  オ 出店申請書の提出日時点で、いなべ市

税、法人税（個人の場合は所得税）並びに

消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

カ （略） 

キ （略） 



 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が

引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がない場合には、当該改正部分を削る。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 



三重とこわか国体いなべ市売店設置要項 

令和２年２月４日 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体いなべ市歓迎接伴基本計画に基づき、三重と

こわか国体において、三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員

会」という。）が設置する売店（以下「売店」という。）の設置及び運営につい

て必要な事項を定める。 

 

２ 設置場所 

  売店は、各競技会場に設置する。ただし、実行委員会は必要に応じてこれを

変更できるものとする。 

 

３ 設置期間  

  売店の設置期間は、各競技会場における競技の開始日から終了日までとする。

ただし、実行委員会は必要に応じてこれを変更できるものとする。 

   

４ 開設時間  

  売店の開設時間は、競技開始 1 時間前から競技終了後 30 分までとする。た

だし、実行委員会は必要に応じてこれを変更できるものとする。 

 

５ 出店数、出店位置及び規模  

  出店数及び出店位置は、実行委員会が決定し、出店規模は１店舗あたり１ブ

ース約 20 ㎡（２間×３間のテント）とする。ただし、実行委員会は、出店状況

等を勘案し、必要に応じてこれを変更できるものとする。 

 

６ 運営設備等  

  売店出店に伴う設備等は、次のとおりとし、実行委員会が準備する。ただし、

出店状況等に応じて、実行委員会はこれを変更できるものとする。 

(1) テント（２間×３間）１張 

(2) 長机４台 

(3) いす４脚 

なお、実行委員会準備品以外で必要な備品等は、出店者で準備すること。 

 

７ 経費負担  

 (1) 売店の運営に要する経費は、出店者が負担する。 

 (2) 出店者は、売店設置会場の管理に要する経費の一部として、実行委員会が

別に定める出店料を負担する。 

 (3) 福祉施設、その他実行委員会が特に認めた場合は、出店料を免除すること

ができる。 

 (4) 出店を許可されたものは、出店料を実行委員会が指定する期日までに指

定する口座に振り込まなければならない。なお、振込手数料は、出店者が負
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担するものとする。 

(5) 既に納付された出店料は、還付しない。ただし、実行委員会が特に必要が

あると認めるときは、この限りでない。 

 

８ 販売品目 

  売店における販売品目は、次に掲げるものとする。 

 (1) 国体関連グッズ 

国民体育大会標章又は三重とこわか国体・三重とこわか大会のマスコット

キャラクター「とこまる」を使用した商品であり、それぞれ公益財団法人日

本スポーツ協会又は三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会の使用

承認を得ているもの 

 (2) スポーツ用品 

 (3) 郷土物産品 

 (4) 授産施設生産物 

 (5) 宅配便 

(6) その他実行委員会が必要と認めたもの 

 

９ 出店条件 

  売店の出店者は、(1)の条件のいずれかに該当し、かつ(2)の条件のすべてに

該当するものとする。 

(1) 次の条件のいずれかに該当するもの 

  ア 申請時に１年以上、いなべ市内に店舗を有して営業をしている者 

  イ 過去の国体において出店実績のある者 

  ウ 国体関連グッズ、スポーツ用品又は郷土物産品に係る関係団体等 

  エ 授産施設 

  オ その他実行委員会が認めたもの 

 (2) 次の条件のすべてに該当するもの 

  ア 各競技開催期間中、本要項で定める開設時間を遵守し、継続して出店で

きること。 

  イ 法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該許可又は

登録を受けていること。 

  ウ 当該出店業務に関する法令等に違反して、過去１年間に営業停止等、重

大な処分を受けていないこと。 

  エ 飲食物販売の出店者については、食品衛生関係法令等に規定する営業許

可施設の営業許可等を受け、あわせて過去１年間に食中毒発生等による行

政処分歴がないこと。 

  オ 出店申請書の提出日時点で、いなべ市税、法人税（個人の場合は所得税）

並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

  カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法

第 2条第 2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者



（以下「暴力団員等」という。）ではないこと。 

  キ 従業員として、暴力団員等を使用し、又は雇用していないこと。 

 

10 出店申請  

  出店希望者は、実行委員会が定める期日までに、販売出店申請書（様式第１

号）、出店概要書（様式第２号）、売店従事者及び搬入車両予定表（様式第３号）、

誓約書兼承諾書（様式第４号）の関係書類並びに売店責任者及び従業員の本人

確認書類（免許証、パスポート等、公的機関が発行したものの写し）を添付し、

実行委員会に提出するものとする。 

 

11 出店者の選定  

  実行委員会は、本要項に基づいて出店者の審査を行うとともに、売店の設置

目的、来場者のニーズ、郷土物産品のＰＲ、出店品目のバランス等を考慮し、

適当であると認めたものを出店者として選定する。ただし、当該申請をしたも

のが、次のいずれかに該当するときは、実行委員会は優先して選定することが

できる。 

(1) 売店における販売品目を取り扱う地元を代表する商工関係及び組合等の

団体並びに社会福祉法人などの社会福祉関係団体等 

(2) その他実行委員会が適当と認めたもの 

 

12 売店出店許可証の交付  

  実行委員会は、出店を許可した者に対して、実行委員会が売店出店許可証（様

式第５号）及び駐車許可証を交付する。 

 

13 保健所への手続き  

  食品を販売する許可を受けた出店者は、保健所に必要な届出を行うものとす

る。 

 

14 売店の円滑な運営  

  実行委員会は、現地を巡回して売店の管理運営及び出店者への助言や指示を

与えるものとする。 

 

15 売店責任者  

(1) 出店者は、当該従業員の中から売店責任者を定め、売店設置期間中常駐さ

せるものとする。 

(2) 出店者は、売店責任者に変更があったときは、直ちに実行委員会に報告し

なければならない。 

(3) 売店責任者は、実行委員会の指示に従い、当該売店の管理運営にあたらな

ければならない。 

(4) 食品を取り扱う売店責任者は、調理、保管及び販売等が衛生的に行われる

よう十分に配慮して、従業員の指導に努めなければならない。 



 

16 禁止事項  

  出店者及びその従業員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 出店者の権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は管理運営を委託する 

こと。 

(2) 商品を不当な価格で販売すること。 

(3) 指定された場所以外で立ち売り及び呼び込み販売をすること。 

(4) 許可された品目以外のものを販売すること。 

(5) アルコール飲料及び危険物を販売すること。ただし、実行委員会が郷土物

産品及び土産品と認めたものはこれを除く。 

(6) 拡声器及び音響器具類を使用すること。 

(7) 火気を使用すること。ただし、実行委員会が認めた場合はこれを除く 

(8) その他大会運営に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。 

 

17 遵守事項 

出店者及びその従業員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 実行委員会から交付される売店出店許可証を店頭の見やすい位置に掲示

すること。 

(2) 売店及びその周辺の清掃は、出店者の責任のもとに行い、発生したごみは、

毎日各自で搬出処理し、常に環境美化に努めること。 

 (3) 販売品には、関係法令等の定めるところにより、適切な表示を行い、販売

価格を明示すること。 

 (4) 売店の装飾は、販売品等を表示する看板等を主体とし、宣伝広告用のもの

は掲示しないこと。 

 (5) 飲食物を販売する売店にあっては、ブース前にごみ箱を設置し、容器、食

べ残し等を回収する販売方法をとること。 

 (6) 実行委員会の許可を受けて火気を使用する場合にあっては、区画内に消

火器を設置すること。 

 (7) 販売品等の搬入搬出に使用する車両には、実行委員会が交付する駐車許

可証を見やすい位置に掲示すること。なお、原則として搬入車両は、１売店

につき１台とする。 

 (8) 販売品等の搬入、陳列及び搬出は、大会運営に支障をきたさないよう実行

委員会が指示する時間内に完了させること。 

 (9) 服装は清潔を心がけ、実行委員会が別途交付するＩＤカードを着用する

こと。 

(10) 接客にあたっては、おもてなしの心で、親切、丁寧を心がけること。 

(11) 飲食物を販売する売店にあっては、食品衛生関係法令上の規定を遵守す

るとともに、保健所の指導に従うこと。 

(12) 天候の悪化等により、実行委員会がやむを得ず安全確保のため、売店の閉

鎖等の指示を出したときは、その指示に従うこと。 

(13) 従業員の変更、追加、削除等があった場合は、直ちに実行委員会に報告す



ること。なお、変更、追加の報告の際には、当該従業員の本人確認書類を添

付すること。 

(14) その他実行委員会の指示に従うこと。 

 

18 管理運営  

  売店における販売品及び売店備品の管理は、出店者の責任において行うもの

とし、火災、盗難、その他不可抗力による災害に対しても、実行委員会は一切

の責任を負わないものとする。 

 

19 事故等発生時の対応  

  売店において、事件若しくは事故等が発生したとき、又は不審者若しくは不

審物を発見したときは、売店責任者は、直ちに実施本部又は関係機関に連絡し、

その指示に従うものとする。 

 

20 許可の取り消し  

  実行委員会は、出店者が次のいずれかに該当したときは、売店出店許可を取

り消すことができるものとする。なお、この場合において、出店者は実行委員

会に対して損害賠償及び既に納めた出店料の返還を請求することはできない。 

 (1) 本要項及び関係法令に違反したとき。 

 (2) その他実行委員会が売店の運営管理において不適当と認めたとき。 

 

21 損害賠償  

  出店者は、会場内の施設又は第三者に対して損害を与えたときは、その損害

賠償の責任を負うものとする。なお、損害賠償に備え、損害保険等に加入して

おくこと。 

 

22 補填及び補償  

 (1) 出店者は、当初予想の収益が得られなかった場合でも、その損害の補填及

び補償を実行委員会に請求することはできない。 

 (2) 出店者は、天候不良等実行委員会が予測できない理由により、出店が中止

又は縮小になった場合でも、出店準備で生じた経費等の補償を実行委員会

に請求することはできない。 

 

23 原状回復  

  出店者は、設置期間終了後、速やかに出店に要した物品等を搬出し、原状に

復し、実行委員会の検査を受けなければならない。 

 

24 その他  

 (1) この要項に定めるもののほか、売店の設置運営に関して必要な事項は、

実行委員会が別に定める。 



 (2) いなべ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 

   附 則 

 この要項は、令和２年２月４日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 17 日） 

 この要項は、令和３年３月 17 日から施行する。 



 

 

 

三重とこわか国体いなべ市売店募集要領の一部改正について 

 

三重とこわか国体いなべ市売店募集要領（令和２年２月４日決定）の一部を

改正したので、別紙のとおり報告する。 

 

（改正内容） 

新型コロナウイルス感染症の感染状況に即した売店募集を実施するた

め、募集開始日を令和３年４月１日に変更することその他所要の改正を行

う。 

 

（施行日） 

   この要領は、令和３年３月 17 日から施行する。 

 

報告２－１－(2) 



 

三重とこわか国体いなべ市売店募集要領の一部改正 

 

改正前 改正後 

10 受付期間 

  令和２年10月14日（水）から令和３年４月

30日（金）までとし、郵送による申請の場合

は、受付期間の消印までを有効とする。 

なお、窓口申請受付時間は、平日午前８時30

分から午後５時15分までとする。 

 

11 提出及び問い合わせ先 

  〒５１１－０４９８ いなべ市北勢町阿下

喜３１番地 

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務

局 

  （いなべ市教育委員会事務局国体推進室内） 

  電  話 ０５９４－８６－７８４７ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０５９４－８６－７８７１ 

  Ｅメール sports @city.inabe.mie.jp 

10 受付期間 

  令和３年４月１日（木）から令和３年４月

30日（金）までとし、郵送による申請の場合

は、受付期間の消印までを有効とする。 

なお、窓口申請受付時間は、平日午前８時30

分から午後５時15分までとする。 

 

11 提出及び問い合わせ先 

  〒５１１－０４９８ いなべ市北勢町阿下

喜３１番地 

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務

局 

  （いなべ市教育委員会事務局国体推進室内） 

  電  話 ０５９４－８６－７８４７ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０５９４－８６－７８６０ 

  Ｅメール kokutai@city.inabe.mie.jp 

備考 

改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引

かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

 



三重とこわか国体いなべ市売店募集要領 

令和２年２月４日 

１ 目的 

  この要領は、本市で開催する三重とこわか国体の売店出店者の募集に関し、

三重とこわか国体いなべ市売店設置要項（以下「要項」という。）に定めるも

ののほか必要な事項を定める。 

 

２ 設置場所及び期間 

  売店の設置場所及び期間は、次の表に定めるとおりとし、設置期間中の途中

開設及び途中閉店は、原則として認めないものとする。 

競技名 競技会場 設置期間 

ハンドボール 

員弁運動公園体育館 
令和３年９月 25 日（土）から

９月 28 日（火）まで 

いなべ市立北勢中学

校体育館 
令和３年９月 25 日（土） 

自転車（ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ） いなべ市梅林公園 令和３年 10 月３日（日） 

 

３ 開設時間 

  開設時間は、競技開始１時間前から競技終了後 30 分までとする。ただし、

三重とこわか国体いなベ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、必

要に応じてこれを変更することができる。 

 

４ 出店位置及び規模 

  出店位置は実行委員会が決定し、出店規模は１ブース約 20 ㎡（テントの場

合は２間×３間）とする。ただし、実行委員会は、出店状況等を勘案し、必要

に応じてこれを変更することができる。 

 

５ 運営設備等 

  出店に伴う設備等について、次に掲げるものは、実行委員会準備品とする。

ただし、出店状況等に応じて、実行委員会はこれを変更することができる。 

 (1) テント（２間×３間）１張 

 (2) 長机４台 

 (3) いす４脚 

※上記実行委員会準備品以外で必要な備品は、出店者で準備するものとする。 

 

６ 出店料 

  要項７(2)に規定する出店料は次のとおりとする。ただし、実行委員会が特
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に認めた場合、免除することができるものとする。 

 (1) 市内業者  １ブース１日あたり ２，５００円 

 (2) 市外業者  １ブース１日あたり ５，０００円 

 

７ 販売品目 

  売店における販売品目は要項８に掲げるものとする。 

 

８ 出店者の選定 

  出店者の選定については要項 11 に規定するとおりとする。 

 

９ 提出方法  

  出店希望者は、所定の申請書（様式第１号から様式第４号まで）に必要事項

を記入し、押印の上、本人確認書類等の関係書類を添付して実行委員会事務局

へ持参又は郵送により提出すること。 

 

10 受付期間 

  令和３年４月１日（木）から令和３年４月 30 日（金）までとし、郵送によ

る申請の場合は、受付期間の消印までを有効とする。 

なお、窓口申請受付時間は、平日午前８時 30 分から午後５時 15 分までとす

る。 

 

11 提出及び問い合わせ先 

  〒５１１－０４９８ いなべ市北勢町阿下喜３１番地 

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局 

  （いなべ市教育委員会事務局国体推進室内） 

  電  話 ０５９４－８６－７８４７ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０５９４－８６－７８６０ 

  Ｅメール kokutai@city.inabe.mie.jp 

 

12 その他 

  売店の設置運営については、三重とこわか国体いなべ市売店設置要項に基

づき実施してください。出店に係る禁止事項、遵守事項、管理運営、損害賠償、

補填及び補償等についても記載していますので、ご確認ください。 

  営業時間及び時間外の販売品の取扱い、管理については、出店者が責任を持

って行ってください。実行委員会では一切の責任を負いません。 

  原則、１ブースにつき１台の駐車場を用意しますが、競技会場から距離があ

る場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

  各競技会場では、大会関係者への弁当の斡旋並びに無料ドリンクサービス

及び郷土料理等のふるまいが実施される場合があります。 



   附 則 

 この要領は、令和２年２月４日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 17 日） 

 この要領は、令和３年３月 17 日から施行する。 

 



 

 

 

三重とこわか国体いなべ市保険加入要項の一部改正について 

 

三重とこわか国体いなべ市保険加入要項（令和２年２月４日決定）の一部を

改正したので、別紙のとおり報告する。 

 

（改正内容） 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会が加入する傷害保険について、三

重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会が加入手続を進める条件と

同額に変更する。 

 

（施行日） 

   この要項は、令和３年３月 17 日から施行する。 

報告２－１－(3) 



 

三重とこわか国体いなべ市保険加入要項の一部改正 

 

改正前 改正後 

３ 保険内容 

  実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保

険及び損害保険に加入するものとし、保険の対

象になる事故は、次の各号に掲げるものとす

る。 

 (1) （略） 

 (2)  傷害保険 

大会役員、競技会役員、競技役員、競技補

助員、競技会係員（市職員は除く）、競技会

補助員、医師及び看護師の大会従事者が、国

体の開催期間中等の業務又は当該業務に従

事するために、自宅若しくは宿泊所を出てか

ら帰宅するまでの往復途上において発生し

た偶然の事故により、生命又は身体に生じた

事故をいう。 

区分 
補償内容 

死亡・後遺障害 入院（日額） 通院（日額） 

大会役員 

２，５００万円 ５，０００円 ３，０００円 

競技会役員 

競技役員 

競技補助員 

競技会係員 

(市職員は除く) 

競技会補助員 

医師 １億円 ３０，０００円 １０，０００円 

看護師 ３，０００万円 １０，０００円 ５，０００円 
 

３ 保険内容 

  実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保

険及び損害保険に加入するものとし、保険の対

象になる事故は、次の各号に掲げるものとす

る。 

 (1) （略） 

 (2)  傷害保険 

大会役員、競技会役員、競技役員、競技補

助員、競技会係員（市職員は除く）、競技会

補助員、医師及び看護師の大会従事者が、国

体の開催期間中等の業務又は当該業務に従

事するために、自宅若しくは宿泊所を出てか

ら帰宅するまでの往復途上において発生し

た偶然の事故により、生命又は身体に生じた

事故をいう。 

区分 
補償内容 

死亡・後遺障害 入院（日額） 通院（日額） 

大会役員 

２，５００万円 ５，０００円 ３，０００円 

競技会役員 

競技役員 

競技補助員 

競技会係員 

(市職員は除く) 

競技会補助員 

医師 １．５億円 ３０，０００円 ２０，０００円 

看護師 ４，０００万円 ５，０００円 ３，０００円 
 

備考 

改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引

かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

 



三重とこわか国体いなべ市保険加入要項 

令和２年２月４日 

１ 目的 

  この要項は、三重とこわか国体（以下「国体」という。）及び三重とこわか

国体競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」という。）において、本

市で開催される競技会の円滑な運営を図るため、開催準備業務及び開催期間

中（以下「開催期間中」という。）に大会関係者や第三者に発生した事故等に

対する補償について必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 契約 

  保険は、三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

が損害保険会社（以下「保険会社」という。）と保険契約を締結する。 

 

３ 保険内容 

  実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保険及び損害保険に加入するも

のとし、保険の対象になる事故は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 損害賠償責任保険 

    開催期間中等に第三者に対して損害を与え、かつ被害者から損害賠償を

求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故をいい、損害の種類により次

に掲げるものに分類する。 

  ア 施設賠償事故 

    競技会場、練習会場、駐車場、案内所等及び会場内外に設置する看板や

仮設物等、実行委員会が所有又は管理運営するものの不備又は運営上の

過失から生じた事故により、第三者の生命、身体、所有物に損害を与え、

損害賠償責任を負う事故をいう。 

区 分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 

対人 １億円 １億円 ３億円 

対物 ― １億円 ３億円 

 

  イ 医師等賠償事故 

    実行委員会が管理運営する救護所等での医師又は看護師等の医療行為、

及び看護業務等により第三者の生命、身体に損害を与え、損害賠償責任を

負う事故をいう。 

区 分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 

対人 １億円 １億円 ３億円 
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  ウ 生産物賠償事故 

    実行委員会が競技会場等で提供した飲食物により第三者に損害を与え、

損害賠償責任を負う事故をいう。 

区 分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 

対人 １億円 １億円 ３億円 

 

  エ 受託物賠償事故 

    開催期間中等に実行委員会が借り受け、又は預かった第三者の財物を

損壊させたことにより、損害賠償責任を負う事故をいう。 

区分 
補償内容 

１事故 保険期間中 

対物 時価 時価総額 

 

 (2) 傷害保険 

    大会役員、競技会役員、競技役員、競技補助員、競技会係員（市職員は 

除く）、競技会補助員、医師及び看護師の大会従事者が、国体の開催期間中

等の業務又は当該業務に従事するために、自宅若しくは宿泊所を出てから

帰宅するまでの往復途上において発生した偶然の事故により、生命又は身

体に生じた事故をいう。 

区分 
補償内容 

死亡・後遺障害 入院（日額） 通院（日額） 

大会役員 

２，５００万円 ５，０００円 ３，０００円 

競技会役員 

競技役員 

競技補助員 

競技会係員 

（市職員は除く） 

競技会補助員 

医師 １．５億円 ３０，０００円 ２０，０００円 

看護師 ４，０００万円 ５，０００円 ３，０００円 

 

４ 適用除外 

  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については保険の対象と

しない。 

 (1) 損害賠償責任事故 

  ア 故意による事故 

  イ 地震、台風等の天災による事故 



  ウ その他保険約款上に定めのあるもの 

 (2) 傷害事故 

  ア 保険対象者の故意による事故 

  イ 地震、台風等の天災による事故 

  ウ 保険対象者の疾病、心神喪失による事故 

  エ 保険対象者の自殺、犯罪行為による事故 

  オ その他保険約款上に定めのあるもの 

 

５ 事故報告 

 (1) 開催期間中等に事故が発生したときは、速やかに実行委員会に事故報告

書（様式第１号）を提出するものとする。 

 (2) 実行委員会は、前項の報告を受理した場合は、速やかにその旨を保険会

社に連絡し、所定の手続きを行う。 

 

６ その他 

 (1) この要項に定めのない事項は、本契約に係る賠償責任保険普通保険約款、 

   傷害保険普通保険約款、特別約款及び特別条項の定めるところによる。 

 (2) いなべ市で開催するリハーサル大会における保険加入についても、この

要項に準じて実施する。 

 (3) この要項に定めるもののほか、保険加入に関して必要な事項は、実行委

員会が別に定める。 

   附 則 

 この要項は、令和２年２月４日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 17 日） 

 この要項は、令和３年３月 17 日から施行する。 



 

 

 

三重とこわか国体いなべ市弁当調達要項の一部改正について 

 

三重とこわか国体いなべ市弁当調達要項（令和２年２月４日決定）の一部を

改正したので、別紙のとおり報告する。 

 

（改正内容） 

別紙「弁当調製施設選定基準」(要項３関係)に規定する食品衛生法に基

づく食品衛生監視票について、発行年度を変更する。 

 

（施行日） 

   この要項は、令和３年３月 17 日から施行する。 

報告２－２－(1) 



 

三重とこわか国体いなべ市弁当調達要項の一部改正 

 

改正前 改正後 

別紙 

弁当調製施設選定基準 

 

当該基準を満たす弁当調製施設の中から、三重

とこわか国体における弁当調製意思及び当該調

製施設の現況等を勘案の上、実行委員会事務局が

選定する。 

 

１ （略） 

 

２ （略） 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 食品衛生法に基づく食品衛生監視票（令

和元年度若しくは令和２年度に発行のも

の）における評価が、80点以上であること。 

(6) （略） 

 

３～４ （略） 

別紙 

弁当調製施設選定基準 

 

 当該基準を満たす弁当調製施設の中から、三重

とこわか国体における弁当調製意思及び当該調

製施設の現況等を勘案の上、実行委員会事務局が

選定する。 

 

１ （略） 

 

２ （略） 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 食品衛生法に基づく食品衛生監視票（令

和２年度又は令和３年度に発行のもの）に

おける評価が、80点以上であること。 

(6) （略） 

 

３～４ （略） 

備考 

改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引

かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

 



 

三重とこわか国体いなべ市弁当調達要項 

令和２年２月４日 

１ 目的 

  この要項は、三重とこわか国体いなべ市宿泊基本計画に基づき、三重とこ

わか国体（以下「国体」という。）に参加する選手・監督、役員、視察員、

報道員及びその他関係者等（以下「大会参加者」という。）に提供する弁当

の調達について必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法  

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、

関係機関及び団体等の協力を得て、大会参加者の弁当調達業務を実施する。 

 

３ 弁当調製施設の選定 

 (1) 実行委員会は、関係機関及び団体等の協力を得て、別紙「弁当調製施

設選定基準」を満たす弁当調製施設を選定する。 

 (2) 実行委員会は、上記(1)により弁当調製施設を選定したときは、弁当調

製施設指定書（様式第１号）を交付する。 

 

４ 選定した弁当調製施設の報告 

 (1) 実行委員会は、選定した弁当調製施設を三重とこわか国体・三重とこ

わか大会弁当調製施設名簿（第１号様式）により、三重とこわか国体・

三重とこわか大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）に報告

する。 

 (2) 実行委員会は、上記(1)の報告後においても必要と認められる場合は、

追加して弁当調製施設を選定することができる。その場合、実行委員会

は弁当調製施設名簿により速やかに県実行委員会に報告する。 

 

５ 選定の取り消し 

(1) 実行委員会は、上記３(1)により選定した弁当調製施設が次の各号のい

ずれかに該当するときは、弁当調製施設の選定を取り消すことができる。 

  ア 食品衛生法関係法令に基づく施設の改善命令又は指導に速やかに従わ

ないとき。 

  イ 食品衛生法関係法令に基づく施設の許可の取り消し、営業の全部又は

一部の禁止、若しくは期間を定めての営業の停止処分を受けたとき。 

  ウ 弁当の調製を第三者に委託したとき。 

  エ その他実行委員会が不適当と認めたとき。 

 (2) 実行委員会が弁当調製施設の選定を取り消したときは、速やかに県実

行委員会に報告する。 

令和３年３月 17 日 第３回 宿泊衛生専門委員会 改正 



 

６ 弁当を提供する大会参加者及び弁当料金 

 (1) 斡旋弁当（大会参加者から弁当料金を徴収して提供する弁当をいう。）

及び支給弁当（実行委員会が弁当料金を負担して提供する弁当をいう。）を

提供する大会参加者は、次のとおりとする。 

  ア 斡旋弁当の対象者は、選手・監督、視察員及び報道員等とする。 

  イ 支給弁当の対象者は、競技役員、競技補助員及び競技会補助員等とす

る。 

 (2)  斡旋弁当及び支給弁当の料金は、（公財）日本スポーツ協会国体委員会

において承認された金額（税抜1,000円以内）とする。 

 

７ 弁当の調達 

 (1) 実行委員会は、あらかじめ弁当の必要数を把握し、弁当調達計画を策定

する。 

 (2) 実行委員会は、弁当の調達にあたり、別紙の対応能力の事項を遵守させ

るものとする。 

 

８ 弁当の保管及び引換 

  実行委員会は、弁当引換所を競技会場に設置し、衛生上の安全確保に配慮し

た適正な運営を行う。 

 

９ その他 

 (1) この要項に定めるもののほか、弁当調達業務に関して必要な事項は、実

行委員会が別に定める。 

 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 

   附 則 

 この要項は、令和２年２月４日から施行する。 

   附則（令和３年３月 17 日） 

 この要項は、令和３年３月 17 日から施行する。 

 

  



 

別紙 

弁当調製施設選定基準 

 

 当該基準を満たす弁当調製施設の中から、三重とこわか国体における弁当調

製意思及び当該調製施設の現況等を勘案の上、実行委員会事務局が選定する。 

 

１ 施設の立地条件 

  いなべ市内に所在し、食品衛生法に基づく営業許可を受けている弁当調製

施設であること。ただし、いなベ市内の弁当調製施設だけで必要な食数が確保

できない場合は、この限りではない。 

 

２ 衛生管理体制 

 (1) 平成 30 年９月１日以降に、食中毒発生等により食品衛生法に基づく営

業停止等の処分を受けていないこと。 

 (2) 「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月 24 日付衛食第 85

号）等ＨＡＣＣＰの概念に基づく衛生管理に取り組むとともに、施設の管

理及び整備が食品衛生法及び施設所在地の食品衛生関係条例等に基づき

適正にになされている施設であること。 

 (3) 検食は、原材料及び調理済み食品毎に 50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニー

ル等）に密封して、‐20℃以下で２週間以上保存できること。 

 (4) 調理従事者（食品の盛り付け等、食品に接触する可能性のある者であっ

て、臨時職員を含む。）の全員に対し、令和３年６月以降に、検便検査（赤

痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌を含むもの）の実施が可能であ

ること。 

    なお、検便検査項目にはノロウイルス（抗原検査）も含めることが望ま

しい。 

 (5) 食品衛生法に基づく食品衛生監視票（令和２年度又は令和３年度に発行

のもの）における評価が、80 点以上であること。 

 (6) 死亡後遺障害補償額が、１事故１億円以上の食品賠償保険等に加入して

いること、若しくは国体開催期間中加入できること。 

 

３ 弁当調製能力 

 (1) 国体においては、調整能力が 1 回あたり最大 50 食以上であること。 

 (2) 第三者に委託することなく、弁当の調製が可能であること。 

 

４ 対応能力 

 (1) 提供可能であると申し出のあった施設の弁当調製能力が、調製施設の大

きさ、従事者数等に見合ったものであること。 



 

 (2) 実行委員会から指示があった場合、指示に沿った食材及び献立内容での

提供が可能であること。 

 (3) 実行委員会が指示する弁当料金による調製が可能であること。 

 (4) 実行委員会から指示があった場合、指示に沿った容器又包装紙等の使用

が可能であること。 

 (5) 弁当容器に以下の項目をラベルシール等で表示ができること。 

  ア 弁当の名称 

イ 原材料名（アレルゲン、原料米の産地等の表示を含む。） 

ウ 添加物（アレルゲンを含む。） 

エ 消費期限（時刻まで表示） 

オ 保存方法 

カ 製造所所在地・製造者名 

キ その他食品表示関係法令により規定される表示 

ク 提供後速やかに消費する旨の注意喚起表示 

ケ 持ち帰りを禁止する表示 

コ その他実行委員会が指示する表示 

 (6) 弁当の付属品として、お茶、割り箸、つま楊枝、お手拭き、持ち運び用

のビニール袋を提供すること。あわせて、それらについて、実行委員会から

指示があった場合、指示に沿った内容での提供が可能であること。 

 (7) 注文数の変更は、前日の午後６時まで可能であること。 

 (8) 各競技会等の運営にあわせた受注、搬入、回収ができること。 

ア 実行委員会が指定した時間及び場所に、適切な温度管理（10℃以下）の

できる冷蔵車等を利用して、衛生的な運搬ができること。 

イ 弁当は、通気性が良く、かつ搬送が容易で清潔な段ボール箱等に梱包し

ての納入ができること。 

  ウ 回収にあたっては、実行委員会から指示があった場合、指定する時間及

び方法による回収ができること。 

 (9) 荒天等によって、開催が中止となった場合、弁当の調製及び納入につい

ては、実行委員会の指示に基づく対応ができること。 

 



 

   専決処分の報告について 

   （令和２年度収支補正予算） 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則第 14条第 1項の規定により別紙の

とおり専決処分したので、これを報告する。 

 

１ 処分理由 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、多くの事業等が中止にな

ったこと、並びに鹿児島国体の視察調査費及び競技別リハーサル大会開催に係

る経費が当初予算を下回ることから、収支補正予算について専決処分を行った。 

（令和２年 10 月 15 日 専決処分） 

 

第３号報告 



専  決  処  分  書 

 

 令和２年度収支補正予算を三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則第14条第１

項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和２年10月15日 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会    

会長 日沖 靖    

 

令和２年度収支補正予算 

 

１ 収入の部                         （単位：円） 

科  目 補正前の額 補正額 補正後の額 

負担金 110,000,000 

280,000 

△100,000,000 

△236,000 

10,000,000 

44,000 

合 計 110,281,000 △100,236,000 10,045,000 

 

２ 支出の部                       （単（単位：円）） 

科  目 補正前の額 補正額 補正後の額 

開催推進費 10,439,000 △5,991,000 4,448,000 

 視察調査費 3,610,000 △3,219,000 391,000 

広報啓発費 3,942,000 △302,000 3,640,000 

市民運動推進費 2,887,000 △2,470,000 417,000 

大会運営費 99,458,000 △94,245,000 5,213,000 

 運営総務費 3,888,000 △3,888,000 0 

ハンドボール競技費 42,205,000 △37,534,000 4,671,000 

自転車ロード競技費 50,456,000 △49,914,000 542,000 

宿泊輸送費 2,909,000 △2,909,000 0 

合 計 110,281,000 △100,236,000 10,045,000 

 

別紙 



 

 

 

 

議  事 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   総会への提出議案について 

 

総会への提出議案については、次のとおりとする。 

 

１ 令和２年度事業報告について 別紙１ 

 

２ 令和２年度収支決算について 別紙２ 

 

３ 令和３年度事業計画（案）について 別紙３ 

 

４ 令和３年度収支予算（案）について 別紙４ 

 

第１号議案 



 
 

令和２年度事業報告 

 

１ 会議の開催 

 (1) 実行委員会第２回常任委員会（５月 15 日）書面表決 

 (2) 実行委員会第３回総会（５月 15 日）書面表決 

 (3) 実行委員会第３回競技式典専門委員会（３月３日）書面報告 

 (4) 実行委員会第３回輸送交通専門委員会（３月３日）書面報告 

 (5) 実行委員会第３回総務企画専門委員会（３月 17 日）書面表決 

 (6) 実行委員会第３回宿泊衛生専門委員会（３月 17 日）書面表決 

 

２ 競技別リハーサル大会の中止 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止しました。 

 (1) ハンドボール競技（第 25 回ジャパンオープンハンドボールトーナメント） 

 (2) 自転車（ロード・レース）競技（第 55 回全国都道府県対抗自転車競技大会） 

 

３ 競技運営準備業務の推進 

 (1) 競技別実施要項の作成 

 (2) 輸送計画の作成 

 (3) 競技会係員配置計画の作成 

 (4) 競技会場変更設計図の作成 

 

４ 関係機関及び競技団体との連絡調整 

 (1) 三重県国体担当部局との連絡調整 

 (2) いなべ市開催２競技団体との連絡調整 

 (3) 共催市（四日市市、鈴鹿市、伊賀市）との連絡調整 

 

５ 広報啓発活動 

 (1) イベント 

  ア とこわかダンスキャラバン（治田小学校７月 15 日、笠間小学校 ８月 24 日） 

  イ 運動会での「とこわかダンス」披露（治田小学校・笠間小学校 ９月 29 日） 

  ウ いなこねマルシェ（10 月 31 日） 

  エ ハンドボール競技出前授業（阿下喜小学校 ３月２日） 

 

 (2) 物品の製作、配布等 

  ア ポケットティシュ・ウエットティッシュ 

  イ 卓上のぼり旗 

  ウ マグネットステッカー 

  エ マスクケース 

  オ 横断旗 

別紙１ 



 
 

 

 (3) ＰＲ用工作物等 

  ア とこまる顔出しパネル、カウントダウンボートをいなべ市役所行政棟玄関 

    に設置 

  イ 手作り応援のぼり旗のミニチュアをいなべ市役所行政棟１階フロアに設置 

 

 (4) 情報誌・ツイッター・ＦＭ等 

  ア いなべ市情報誌「Ｌｉｎｋ」５～９月号、11 月号、３～４月号での掲載 

  イ Ｔｗｉｔｔｅｒいなべ市公式アカウント内での活動情報発信  

  ウ いなべＦＭでのいなべ市開催競技及び会期等のお知らせ 

 

６ 市民運動 

 (1) あいさつのおもてなし運動 

  ア 丹生川小学校（10 月 21 日） 

  イ 十社小学校・にぎわいの森（10 月 28 日） 

  ウ 員弁東小学校（11 月 17 日） 

  エ 阿下喜小学校（11 月 18 日） 

  オ 山郷小学校（11 月 20 日） 

  カ 三里駅（11 月 26 日） 

  キ 藤原小学校・楚原駅（11 月 30 日） 

  ク 治田小学校（12 月３日） 

  ケ 石榑小学校（12 月９日） 

  コ 阿下喜駅（12 月 10 日） 

  サ 大安中学校（１月８日） 

  シ 阿下喜小学校（３月 10 日） 

  ス 藤原中学校（３月 17 日） 

 

 (2) 国体給食 

    市内小中学校の給食で、各都道府県のご当地料理を取り入れた「国体応援メ

ニュー」を月に数回、国体開催まで提供 

   

７ その他 

 (1) 先催地視察 

  ア 鹿児島国体ハンドボール競技情報交換会（霧島市 11 月４日、５日） 

 



令和２年度収支決算 

 

１ 収入の部                         （単位：円） 

科 目 当初予算額 補正後予算額 収入済額 比較 内  容 

負担金 110,280,000 10,044,000 10,044,000 0  

 
市負担金 110,000,000 10,000,000 10,000,000 0 いなべ市負担金 

共催市負担金 280,000 44,000 44,000 0 共催市負担金 

雑収入 1,000 1,000 515 △485 利息 

合 計 110,281,000 10,045,000 10,044,515 △485  

 

 

２ 支出の部                       （単（単位：円）） 

科 目 当初予算額 補正後予算額 支出済額 比較 内  容 

総務費 384,000 384,000 124,271 259,729  

 

実行委員会

運営費 
84,000 84,000 57,438 26,562 会議費 

事務局費 300,000 300,000 66,833 233,167 
事務用品、封筒 

郵送料ほか 

開催推進費 10,439,000 4,448,000 1,795,933 2,652,067  

 

視察調査費 3,610,000 391,000 245,075 145,925 
鹿児島県霧島市

情報交換会 

広報啓発費 3,942,000 3,640,000 1,501,798 2,138,202 啓発用物品製作 

市民運動推

進費 
2,887,000 417,000 49,060 367,940 手作りのぼり旗 

大会運営費 99,458,000 5,213,000 2,945,609 2,267,391  

 

運営総務費 3,888,000 0 0 0  

ハンドボー

ル競技費 
42,205,000 4,671,000 2,762,565 1,908,435 

会場設計変更 

競技用備品購入 

自転車ロー

ド競技費 
50,456,000 542,000 183,044 358,956 会場設計変更 

宿泊輸送費 2,909,000 0 0 0  

合 計 110,281,000 10,045,000 4,865,813 5,179,187  

 

収入合計       支出合計      差引合計 

10,044,515 円  －  4,865,813 円  ＝ 5,178,702 円（いなべ市へ返金） 

別紙２ 



令和３年度事業計画（案） 

 

１ 会議の開催 

 (1) 総会 

 (2) 常任委員会 

 (3) 専門委員会 

 (4) 庁内推進本部会議 

 (5) 後催市町村に対する事業概要説明会 

 

２ 三重とこわか国体の開催 

 (1) ハンドボール競技（少年男子） 

  ア 員弁運動公園体育館       ９月 25 日(土)から 28 日(火)まで 

  イ いなべ市立北勢中学校体育館   ９月 25 日(土) 

 (2) 自転車（ロード・レース）競技 

    いなべ市特設ロードレースコース 10 月３日(日) 

 

３ 広報啓発活動・市民運動の推進 

 (1) 広報啓発活動 

  ア 既存イベントへの参加 

  イ 炬火イベントの実施（いなべ市ど真ん中まつり） 

  ウ 市情報誌「Link」、市ホームページ、Twitter、いなべＦＭ等による情報発信 

  エ ＰＲ用工作物設置、ＰＲ用物品等作製及び配布 

  オ 小学生を対象にハンドボール競技出前授業の実施 

 (2) 市民運動 

  ア あいさつのおもてなし運動の実施 

  イ 手作りのぼり旗作製 

  ウ 花いっぱい運動の実施 

  エ 市内小中学校での国体給食の提供 

  オ 大会運営ボランティアスタッフ研修会の開催 

 

４ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

(1) 三重県国体担当部局との連絡調整 

(2) 関係競技団体及び共催市との連絡調整 

(3) 各種関係団体等との連絡調整 
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令和３年度収支予算（案） 

 

１ 収入の部                         （単位：円） 

科  目 本年度予算額 内  容 

負担金 186,800,000  

 
市負担金 185,000,000 いなべ市負担金 

共催市負担金 1,800,000 大会に係る共催市からの負担金 

雑収入 60,000 預金利息、売店出店料ほか 

合 計 186,860,000  

 

２ 支出の部                       （単（単位：円）） 

科  目 本年度予算額 内  容 

総務費 600,000  

 実行委員会運営費 130,000 会議費、封筒、郵送料ほか 

 事務局費 470,000 事務用品 

開催推進費 11,430,000  

 

視察調査費 270,000 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘﾊｰｻﾙ大会（栃木県） 

広報啓発費 7,280,000 
啓発イベント（炬火イベントほか） 

啓発用物品購入 

市民運動推進費 3,880,000 
手作りのぼり旗作製 

花いっぱい運動ほか 

大会運営費 174,830,000  

 

運営総務費 15,250,000 識別用品、保険、謝金ほか 

ハンドボール競技費 89,860,000 競技会場設営撤去業務、競技運営 

自転車ロード競技費 56,120,000 競技会場設営撤去業務、競技運営 

宿泊輸送費 13,600,000 
バス借上げ料 

(競技補助員送迎、シャトルバス) 

合 計 186,860,000  
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三重とこわか国体いなべ市実行委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【実行委員会構成】 

会長（１人） 

副会長（６人） 

常任委員（29人） 

委員（44人） 

参与（29人） 

顧問（２人） 

監事（２人） 

合計 113 人 

【専門委員会】 

総務企画専門委員会 

（総合計画、広報及び市民運動、歓迎接伴 等） 

競技式典専門委員会 

（競技運営、競技施設及び関連施設の整備、開始式及び表彰式 等） 

宿泊衛生専門委員会 

（宿泊及び配宿計画、環境衛生及び食品衛生、医療救護 等） 

輸送交通専門委員会 

（輸送計画、交通及び駐車場、消防防災及び警備対策 等） 

（

 

国
体
推
進
室
） 

実
行
委
員
会
事
務
局 

総会 

【最高議決機関】 

競技会の開催運営に係る基本方針

等、会則の制定改廃、事業計画及

び事業報告、予算決算並びに重要

な事項等の審議及び議決 

常任委員会 

【決定機関】 

総会からの委任事項、緊急な事項、

専門委員会の設置及び専門委員会

への付託事項並びにその他必要事

項の審議及び決定 

専門委員会 

【調査機関】 

常任委員会からの付託事項及

び委任事項の調査審議並びに

常任事項の審議及び決定 

委任 報告 

報告 付託、委任 

※専門委員会については、 

必要に応じて随時設置 
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三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、三重とこわか国体において、いなべ市で開催される競技会（以

下｢競技会｣という。）の円滑な運営に必要な事業を行うことを目的とする。 

（所掌事務） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。 

(1) 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(2) 競技会の開催に係る準備に関すること。 

(3) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(4) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(5) 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(6) その他実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(1) いなべ市職員を代表する者 

(2) 市議会議員を代表する者 

(3) 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

(4) その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(1) 会長   １人 

(2) 副会長  ６人以内 

(3) 常任委員 40人以内 

(4) 監事   ２人 

（役員の選任） 

第６条 会長は、いなべ市長をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

３ 監事は、総会の同意を得て、会長が委嘱する。 

参考資料２ 



（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじ

め会長が指定した順序により、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12条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員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実行

委員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

ぞれの所属団体又は所属機関の役職を離れたときは、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に変更があった場合は、次の総会において報

告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員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、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 顧問及び参与の任期等については、前条の規定を準用する。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第10条 実行委員会に、次の各号に掲げる会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 常任委員会 

(3) 専門委員会 

（総会） 

第11条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

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、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 

(1) 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

(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催し、及び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、又は書面により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。）の過半数をもって決し、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12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、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

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当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 総会から委任された事項に関すること。 

(2) 総会を招集する時間的余裕がない緊急な事項に関すること。 

(3) 専門委員会への付託又は委任する事項に関すること。 

(4) その他委員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。 

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議し、及び決定した事項並びに次条第３項

の規定により専門委員会から報告があった事項について必要に応じ次の総会に報

告するものとする。 

10 第８条の規定は、常任委員会の役員の任期等について準用する。 

（専門委員会） 

第13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及び審議し、その結

果を常任委員会に報告しなければならない。 

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 前３項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会

に諮った上で、会長が別に定める。 

５ 第８条の規定は、専門委員会の役員の任期等について準用する。 

 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 



第14条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集する時間的余

裕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、その承認を得なければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第15条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

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16条 実行委員会の経費は、交付金その他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第17条 実行委員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。 

（会計年度等） 

第18条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日までとする。 

２ 準備委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

（解散） 

第19条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときに、総会の議決を経

て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

第８章 補則 

（委任） 

第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附則 

１ この会則は、平成30年１月29日から施行する。 

２ 準備委員会の設立時の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、施行の日から平

成30年３月31日までとする。 

 



   附則 

１ この会則は、平成30年10月２日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に第76回国民体育大会いなべ市準備委員会の委員、役員、

顧問、参与である者は、それぞれ実行委員会の委員、役員、顧問、参与に委嘱され

たものとみなす。 

 

 

 

 



 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会 常任委員会委員名簿 

                 （順不同、敬称略） 

（令和３年４月５日現在） 

【委員長 １人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 

いなべ市 市長 日沖 靖 

 

【副委員長 ６人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 

いなべ市議会 議長 水谷 治喜 

いなべ市 副市長 岡 正光 

いなべ市教育委員会 教育長 小川 専哉 

特定非営利活動法人いなべ市体育協会 会長 一木 正博 

いなべ市商工会 会長 三輪 秀孝 

一般社団法人いなべ市観光協会 会長 佐藤 忠生 

 

【常任委員 29 人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 

いなべ市議会 副議長 小川 幹則 

いなべ市自治会連合会 会長 岩花 明 

いなべ市スポーツ推進委員協議会 会長 川瀬 隆 

特定非営利活動法人いなべ市体育協会 理事長 髙木 修司 

特定非営利活動法人いなべＦＭ 理事長 弓矢 孝己 

一般社団法人いなべ市芸術文化協会 事務局長 川瀬 清秀 

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 副会長 杉野 紀弘 

三重県高等学校体育連盟 会長 野垣内 靖 

桑員中学校体育連盟 会長 近藤 友徳 

いなべ市校長会 会長 森 憲治 

一般社団法人いなべ医師会 会長 渡邊 治彦 

一般社団法人桑員歯科医師会 理事 二之宮 洋平 

一般社団法人桑名地区薬剤師会 常務理事 郷 幸代 

三重県ハンドボール協会 会長 向井 弘光 

三重県自転車競技連盟 理事長 杉本 信之 

いなべ消防署 署長 近藤 浩樹 

いなべ市企画部 部長 長﨑 十九八 

いなべ市総務部 部長 小林 治夫 

いなべ市市民部 部長 杉山 義文 
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所属機関、団体 役職等 氏 名 

いなべ市都市整備部 部長 梅山 浩幸 

いなべ市環境部 部長 二井 真作 

いなべ市福祉部 部長 日紫喜 隆一 

いなべ市健康こども部 部長 出口 美紀 

いなべ市農林商工部 部長 杉本 剛 

いなべ市建設部 部長 梶 正弘 

いなべ市水道部 部長 出口 日佐男 

いなべ市議会事務局 局長 鈴木 訓 

いなべ市監査委員事務局 局長 太田 一秋 

いなべ市教育委員会事務局 部長 小寺 道也 

 



 

 

三重とこわか国体いなべ市開催準備経過概要 

 

年度 年月日 経過概要 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 8.24 

 

9. 1 

 

9.14 

 

10.18 

 

11.15 

 

24. 1.11 

 

(財)三重県体育協会が三重県、三重県教育委員会に国民体育大会

開催要望書を提出 

(財)三重県体育協会が三重県議会議長に国民体育大会開催要望書

を提出 

三重県議会平成23年第３回定例会において、知事が第76回国民体

育大会について招致を表明 

三重県議会平成23年第３回定例会において、平成33年第76回国民

体育大会の招致を決議 

三重県、三重県教育委員会及び(財)三重県体育協会の連名により

文部科学省及び(公財)日本体育協会に開催要望書を提出 

(公財)日本体育協会理事会において平成33年第76回国民体育大会

の三重県開催を了解(内々定) 

24 

 

7.18 

 

8.31 

 

10.19 

 

第76回（平成33年）国民体育大会開催準備に関する市町説明会開

催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会設立総会、第１回総会及び

第１回常任委員会開催 

第76回国民体育大会の開催準備にかかる第１回市町連絡調整会議

開催（会場地希望調査開始） 

25 

 

25. 5.29 

 

7. 2 

7. 8 

 

10.29 

26. 2. 4 

 

 3.25 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第２回常任委員会開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第２回総会開催 

第２回市町連絡調整会議及び第２回競技団体連絡調整会議開催 

市町開催希望調査書を提出(ハンドボール競技) 

国体準備委員会事務局に会場候補地選定の内諾書(ハンドボール

競技)を提出 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第３回常任委員会開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第３回常任委員会におい

て、ハンドボール競技の会場地として選定される。 

26 

 

 

26. 5.16 

7.17 

 

8.12 

 

27. 1.20 

2.17 

第３回市町連絡調整会議及び第３回競技団体連絡調整会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第３回総会開催 

第４回市町連絡調整会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第４回常任委員会開催 

第５回市町連絡調整会議及び第４回競技団体連絡調整会議開催 

市町開催希望調査書を提出(自転車競技) 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第５回常任委員会開催 

参考資料４ 



 

 

年度 年月日 経過概要 

26 3.18 

 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第５回常任委員会におい

て、自転車競技(ロード・レース)の会場地として選定される。 

27 

 

 

27. 4.27 

7.27 

 

8.18～19 

28. 1.25 

2. 1 

第６回市町連絡調整会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第６回常任委員会及び第76

回国民体育大会三重県準備委員会第４回総会開催 

中央競技団体正規視察(ハンドボール競技) 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第７回常任委員会開催 

中央競技団体正規視察(自転車競技) 

28 

 

28. 5.10 

7.20 

 

8. 2 

 

8. 8 

 

29. 2. 1 

3.15 

3.16 

3.27 

第７回市町連絡調整会議及び第６回競技団体連絡調整会議開催 

日本体育協会理事会において、平成33年第76回国民体育大会の三

重県開催が内定 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第８回常任委員会及び第76

回国民体育大会三重県準備委員会第５回総会開催 

オリンピック開催に伴う追加競技開催希望調査書を提出(自転車

競技ロード・レース女子) 

第８回市町連絡調整会議及び第７回競技団体連絡調整会議開催 

国体競技別会期打ち合わせ(自転車競技)  

国体競技別会期打ち合わせ(ハンドボール競技) 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第９回常任委員会開催 

29 

 

 

29. 5.10 

7.26 

7.31 

 

10.31 

 

30. 1.29 

 

30. 1.31 

30. 3.19 

第９回市町連絡調整会議及び第８回競技団体連絡調整会議開催 

第１回会場地市町宿泊担当者会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第10回常任委員会及び第76

回国民体育大会三重県準備委員会第６回総会開催 

第76回国民体育大会三重とこわか国体いなべ市準備委員会設立発

起人会開催 

第76回国民体育大会三重とこわか国体いなべ市準備委員会 

設立総会及び第１回総会 

第11回市町連絡調整会議 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第11回常任委員会におい

て、自転車競技（ロード・レース）（種別女子）の会場地として追

加選定される。 

30 

 

 

30. 4. 1 

5. 9 

5.21～22 

7.18 

7.23 

いなべ市教育委員会事務局に国体推進室を設置 

第11回市町連絡調整会議及び第９回競技団体連絡調整会議開催 

日本スポーツ協会・スポーツ庁による総合視察 

第76回国民体育大会（三重とこわか国体）の開催が正式決定 

第76回国民体育大会三重県準備委員会及び三重とこわか国体・三 



 

 

年度 年月日 経過概要 

30 

 

8. 2 

10. 2 

 

10.29 

12.13 

31. 2. 5 

 

 

 

2. 6 

 

 

 

重とこわか大会実行委員会第１回総会開催 

第76回国民体育大会いなべ市準備委員会第１回常任委員会開催 

第76回国民体育大会いなべ市準備委員会第２回総会及び三重とこ

わか国体いなべ市実行委員会第１回総会開催 

第12回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体競技別会期が決定 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回総務企画専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回競技式典専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回宿泊衛生専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回輸送交通専門委員会

開催 

31 

 

令和 

元年 

 

 

 

 

 

31. 4.17 

1. 5.17 

5.28 

7.25 

9.19 

 

11. 1 

11.18 

R2. 2. 4 

 

 

 

2. 5 

 

 

 

3.12 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回常任委員会開催 

第13回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回総会 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会第２回総会開催 

三重とこわか国体いなベ市庁内推進本部設置 

三重とこわか国体いなベ市庁内推進本部第１回会議 

市役所玄関にカウントダウンボード設置 

第14回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回総務企画専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回競技式典専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回宿泊衛生専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回輸送交通専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなベ市実施本部設置 

２ R2. 5.15 

 

 

6. 1 

7.11～12 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回常任委員会（書面表

決） 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第３回総会（書面表決） 

第15回市町連絡調整会議 

競技別リハーサル大会（第25回ジャパンオープンハンドボールト

ーナネント）中止 



 

 

年度 年月日 経過概要 

２ 8. 4 

9.13 

 

12.21 

R3. 2.16 

3. 2 

3. 3 

 

 

 

3. 8 

3.17 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会第３回総会開催 

競技別リハーサル大会（第55回全国都道府県対抗自転車競技大会）

中止 

第16回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体いなベ市庁内推進本部第２回会議 

ハンドボール競技出前授業（阿下喜小学校） 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第３回競技式典専門委員会

（書面報告） 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第３回輸送交通専門委員会

（書面報告） 

第17回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第３回総務企画専門委員会

（書面表決） 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第３回宿泊衛生専門委員会

（書面表決） 

３ R3. 4 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第３回常任委員会（書面表

決） 

※（下線）が、いなべ市関係 



ＭＥＭＯ


