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支援計画の趣旨 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020大会」という。）では、本

市に所在する陸上自衛隊朝霞訓練場で射撃競技が開催されることとなり、国内外から競技

関係者をはじめ多くの来場者が本市に訪れます。 

本市にとっては、昭和 39（1964）年の東京大会以来、56年ぶり 2度目のオリンピック競技

大会となること、また、埼玉県内唯一のパラリンピック競技大会の会場となり世界の注目を

集める好機となることから、朝霞市の認知度を高め、経済・国際交流・教育など様々な分野

での質的向上やまちの活性化、持続的な発展につなげていくことが期待されます。 

そこで、本市では、平成 29（2017）年 3月の市制施行 50周年の記念すべき節目と東京

2020大会に向けた準備体制として、庁内にオリンピック・パラリンピック準備室を設置し、朝

霞市シティ・プロモーション庁内推進会議において、朝霞市シティ・プロモーション取組基本方

針を定めました。  

また、官民一体となった体制を構築するため、同年10月に、朝霞市市制施行50周年記念

事業・オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業実行委員会を設立し、各方面からいた

だいた様々な意見やアイデアを反映し事業を市全体で展開しています。 

平成 29（2017）年度は、市制施行 50周年記念事業を通じて再認識された郷土に対する誇

りと愛着を東京 2020大会につなげるため、同年 11月に市と市内を中心とした 40の関係団

体で構成する朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行委員会を設立し、東京

2020大会に向けた準備を加速させています。 

本計画は、支援実行委員会での検討を経て、市全体で東京 2020大会の成功と良質なレ

ガシーの創出、東京 2020大会を契機としたシティ・プロモーションについて実施していくべき

取組の方向性を示したものです。実際に取組む内容については、本計画に基づき、今後検

討・実施していきます。 

なお、本計画は平成 30（2018）年○月時点で想定される計画であり、今後、東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会組織委員会や東京都などとの調整により、変更等が生じた場合

は、随時、修正・更新していくものとします。 
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計画の位置づけ 

本計画は、国の関連計画や埼玉県推進基本計画を受け、本市の現状を踏まえ計画した

ものです。実際に取り組む具体的な事業については、今後検討・実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県全体としての基本理念・ビジョン 

埼玉県では、東京2020大会、ラグビーワールドカップ2019の両大会の成功に向けて取り

組む中、会場地としての準備を進めるため、「2020オリンピック・パラリンピック／ラグビーワ

ールドカップ2019埼玉県推進委員会」（以下「推進委員会」という。）を設立しました。 

推進委員会は、「オール埼玉による取組」、「スポーツを通じたレガシーの創出」を基本理

念に、“スポーツ王国の底力を発揮し、埼玉を新たなステージへ”導く一連の取組を、

SAITAMAPRIDEの旗印の下に推進することをビジョンとして決定しました。また、その実現に

向けて、官民を問わず一体となって取り組むべき基本的な事項と方向性をまとめた「埼玉県

推進基本計画」を策定しました。 

埼玉県推進基本計画では、オール埼玉体制の確立に向けて、県民に対する気運醸成に

取り組み、ラグビーワールドカップ2019及び東京2020大会への関心を高めるとともに、より多

くの県民がボランティア活動やおもてなし活動への参画を果たせるよう、様々な媒体や機会

を通じてPRしていくこととしています。 

国 

埼玉県 

推進基本計画 

機運醸成実施計画 

文化アクションプラン 

ボランティア実施計画  

多言語対応実施計画  

教育アクション推進方針  

環境・美化実施計画 

東京都 

組織委員会 
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東京 2020大会の開催概要 

■オリンピック競技大会 

開催期間：2020 年 7 月 24 日～8 月 9 日 

埼玉県内開催競技 会場 競技日程 

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 7 月 25 日～8 月 2 日 

バスケット さいたまスーパーアリーナ 7 月 25 日～8 月 9 日 

サッカー 埼玉スタジアム２○○２ 7 月 30 日～8 月 8 日 

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 7 月 25 日～8 月 2 日 

■パラリンピック競技大会 

開催期間：2020 年 8 月 25 日～9 月 6 日 

埼玉県内開催競技 会場 競技日程 

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 8 月 26 日～9 月 2 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（朝霞市ほか） 
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朝霞市の目指す方向性 

本市は、朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針を定め、東京 2020大会の支援を通じ

たシティ・プロモーションについて、４つの取組方針を立て、官民一体となって取り組むべき方

向性を打ち出しました。大会の受入れと支援を通じ、ハード・ソフトの双方に価値あるレガシ

ーが創出されるよう取組んでいきます。 

■４つの取組方針■ 

１ 朝霞市の魅力の発信 

２ 誰もが相互に支え合う共生社会の実現 

３ 環境整備とにぎわいの創出 

４ 次代を担う人材の育成 

支援体制 

市と市内を中心とした４０の関係団体で組織する朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会

支援実行委員会と下部組織として支援部会を設けるほか、庁内組織と連携を図り支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝霞市シティ・プロモーション庁内推進会議
市長、副市長、教育長以下部長級の職員で構成

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行委員会（五十音順）
朝霞市、朝霞キャロットロータリークラブ、、朝霞市子ども会連合会、朝霞市障害者団体協議会、朝霞市体育協会、朝霞市文化協会、朝霞ライオンズクラブ、朝霞ロータリークラブ、

（一社）朝霞青年会議所、（株）クローバーメディア、 （株）ジェイコムさいたま東上局、関八州よさこいフェスタ連絡協議会、 （公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社、
南西部地域振興センター、朝霞高等学校、朝霞西高等学校、（社）朝霞地区福祉会、、朝霞・志木地区タクシー協議会、朝霞市商工会、国際興業（株）、

西武バス（株）、東武鉄道（株）、東武バスウエスト（株）、東日本旅客鉄道（株）、朝霞地区インターナショナルソサエティ、朝霞地区保護司会朝霞支部、十文字学園女子大学、
東洋大学、（福）朝霞市社会福祉協議会、（特非）メイあさかセンター、朝霞市コミュニティ協議会、朝霞市自治会連合会、（一社）朝霞地区医師会、（一社）朝霞地区歯科医師会、

（一社）朝霞地区薬剤師会、 （公社）朝霞地区シルバー人材センター、朝霞保健所、南西部消防本部、朝霞警察署、陸上自衛隊東部方面、陸上自衛隊朝霞駐屯地

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援幹事会 各部会に所属する関係課の課長で構成

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会

機運醸成・文化教育部会

団体等
・朝霞キャロットロータリークラブ
・朝霞市子ども会連合会

・朝霞市体育協会
・朝霞市文化協会
・朝霞ライオンズクラブ
・朝霞ロータリークラブ
・（一社）朝霞青年会議所
・（株）クローバーメディア
・（株）ジェイコムさいたま東上局
・関八州よさこいフェスタ連絡協議会
・（公財）朝霞市文化・スポーツ

振興公社
・南西部地域振興センター
・朝霞高等学校

・朝霞西高等学校
・ （社）朝霞地区福祉会

庁内関係課
◎生涯学習・スポーツ課
・シティ・プロモーション課 ・保育課
・地域づくり支援課 ・教育指導課
・障害福祉課 ・文化財課
・こども未来課

輸送・多言語対応部会

団体等
・朝霞・志木地区タクシー協議会
・朝霞市障害者団体協議会
・朝霞市商工会
・国際興業（株）
・西武バス（株）
・東武鉄道（株）
・東武バスウエスト（株）
・東日本旅客鉄道（株）・

庁内関係課
◎まちづくり推進課
・財産管理課
・産業振興課
・障害福祉課
・道路整備課

ボランティア部会

団体等
・朝霞地区
インターナショナルソサエティ

・朝霞地区保護司会朝霞支部
・十文字学園女子大学
・東洋大学
（福）朝霞市社会福祉協議会
・（特非）メイあさかセンター

庁内関係課
◎地域づくり支援課
・政策企画課
・福祉相談課

環境・美化部会

団体等
・朝霞市コミュニティ協議会
・朝霞市自治会連合会
・（一社）朝霞地区医師会
・（一社）朝霞地区歯科医師会
・（一社）朝霞地区薬剤師会
・（公社）朝霞地区シルバー

人材センター
・朝霞保健所

庁内関係課
◎環境推進課
・地域づくり支援課
・資源リサイクル課
・長寿はつらつ課
・健康づくり課
・みどり公園課
・道路整備課

朝霞・新座警察署
テロ対策「彩の国」
ネットワーク

団体等
・南西部消防本部
・朝霞警察署
・陸上自衛隊

東部方面
・陸上自衛隊

朝霞駐屯地

庁内関係課
◎危機管理室

統合・調整 オリンピック・パラリンピック室
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計画の期間 

東京 2020大会関連事業は、大会が開催される 2020年度までを実施期間として各種事業

を展開します。なお、まちのユニバーサルデザイン化事業やシティ・プロモーション事業等に

ついては、2021年度以降も継続して実施します。 

2018年 2019年 2020年 大会後 

    

 

分野別の取組 

 

本市は、東京 2020大会受入れに必要となる業務について、５つの分野（部会）に分け、大

会を支援することとしました。 

 

■機運醸成・文化教育部会 

東京 2020大会に関するスポーツイベントのほか文化・教育活動を通じて関心を持っても

らい、積極的に大会に参画してもらうための機運を醸成する。 

■輸送・多言語対応部会 

競技会場までの円滑な移動の実現と本市への来訪者の利便性を向上させる。 

■ボランティア部会 

観客や選手を明るく楽しい雰囲気で迎え、サポートする。 

■環境・美化部会 

快適な環境づくりにより来訪者へまた訪れてみたいと印象づける。 

■朝霞・新座警察署テロ対策「彩の国」ネットワーク 

  市民や観光客等の安全・安心を実現するために欠かすことのできないテロや災害対策

等を行う。 

 

この５つの分野（部会）は、埼玉県推進基本計画及び各実施計画と整合を図っており、連

携しながら事業を実施します。 

さらに、各分野（部会）の方針は、「朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針」に沿って

取り組んでいきます。 

準備・推進期 大会期 レガシー期 
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■機運醸成・文化教育部会 

埼玉県推進基本計画 

（気運醸成実施計画） 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会並びにラグビーワールドカップ２０１９に向

けた気運醸成として、推進委員会が取り組む具体的な内容等を実施計画として定め、平成２

８年度策定の埼玉県推進基本計画に掲げた「県民に向けた気運醸成と様々な活動への参

画の促進」を実現する。 

（文化アクションプラン） 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会並びにラグビーワールドカップ２０１９にお

ける文化の取組（アクション）について、推進委員会が取り組む具体的な内容等を実施計画

として定め、平成２８年度策定の埼玉県推進基本計画に掲げた「本県で育まれてきた文化芸

術の魅力の世界への発信」を実現する。 

（教育アクション推進方針） 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会並びにラグビーワールドカップ２０１９にお

ける教育の取組（アクション）について、推進委員会が取り組む具体的な内容等を実施計画

として定め、平成２８年度策定の埼玉県推進基本計画に掲げた「両大会を契機とした教育の

推進」を実現する。 

本市の現状と課題 

オリンピック・パラリンピックの射撃競技が、本市で行われることについて、未だ十分な認

知度とはいいがたいことから、大会期間中を問わず様々な主体による活動を行い、オール

朝霞で東京 2020大会への機運を盛り上げ、朝霞市を内外に広めていく必要がある。 

取組方針 

朝霞市の魅力の発信 

本市で活動するすべての団体の英知を結集し、それぞれの団体の持つ資源を最大

限に活用した事業を開催し、東京 2020大会の機運醸成を図り、朝霞の魅力を発信して

いく。 

誰もが相互に支え合う共生社会の実現 

本県で唯一行われるパラリンピック競技大会に焦点を当て、人種、性別、年齢、障害

への理解不足や、偏見等の社会的障壁を取り除き、人権意識の高い共生社会の実現

を目指す。 

また、東京 2020大会は「復興五輪」として位置づけられていることから、本市として震

災復興支援に取り組む。 
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環境整備とにぎわいの創出 

東京 2020大会を契機に整備される様々なインフラを活用した機運醸成活動を行い、

大会後も朝霞のまちづくりに引き継がれる環境を醸成する。 

次代を担う人材の育成 

オリンピック・パラリンピック関連事業等に幼児・児童・生徒・学生の参加を促し、大会

終了後においても次世代に繋ぐ人材を育成しつつ、文化、スポーツ、地域コミュニティ等

それぞれの分野で活躍する人材を育てていく。 

目指すレガシー 

東京 2020大会を契機に、日本の伝統と武蔵野の自然文化が残されている朝霞の特性を

生かし、朝霞に住む人々が生涯にわたりスポーツ・文化芸術活動に親しみ、暮らし続けたい

と願う、明るく元気なまちの実現を目指す。 

取組内容 

市民の東京 2020大会への認知と参画を促すため、積極的に東京 2020参画プログラムの

認証を行い、埼玉県内で一番の認証を得ると共に、本市では年間を通して様々なイベントを

開催していることから、東京 2020大会に向けて、それらイベントを参画プログラム等に関連

づけ、市一丸となり機運醸成を図る。 
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■輸送・多言語対応部会 

埼玉県推進基本計画 

（多言語対応実施計画） 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会並びにラグビーワールドカップ２０１９に来

県する訪日外国人等へのおもてなしとして、多言語案内表示や公衆無線ＬＡＮ等の整備を実

施計画として定め、平成２８年度策定の埼玉県推進基本計画に掲げた「誰もが快適に過ご

せるまちづくり」を実現する。 

本市の現状と課題 

多言語案内サインについては、多くの案内標識において整備が進んでいない。また、障害

のある人や高齢者など、配慮が必要な人に関する表示も多種多様に存在していることから、

可能な範囲で統一性を図り整備を進める必要がある。輸送については、競技会場までのア

クセスルートが確定されていないことが課題となっている。 

取組方針 

朝霞市の魅力の発信 

世界中から多くのお客様に訪れていただけるように、言葉のバリアフリーと設備のバ

リアフリー双方の環境を整備するとともに、心のバリアフリーを推進し、本市を訪れる多

くのお客様をもてなし、本市での滞在の快適性と利便性を向上させ、大会後も魅力ある

まちとして発信する。 

誰もが相互に支え合う共生社会の実現 

県内で唯一のパラリンピック競技会場であることから、世界レベルの障害者競技を身

近に感じることができる貴重な機会と捉え、競技の内容や参加選手の障害に関する理

解を促進するとともに、利用者の視点に立ったわかりやすく利用しやすい設備のバリア

フリー化によってあらゆる人の利便性を高め、共生社会の実現を推進していく。 

環境整備とにぎわいの創出 

快適かつ円滑な輸送・アクセスのため環境整備にとどまらず、市内の商店等の事業

者と連携し、本市の魅力を体感できるようなルート整備を行い、大会を契機として更なる

まちのにぎわいを創出する。 

次代を担う人材の育成 

案内標識等のサインの多言語化や設備のバリアフリー化を通じて、本市が全ての人

にとって暮らしやすいまち」「思いやりにあふれたまち」であることを肌で実感できる環境

を整備するとともに、個性や多様性を尊重する次世代の人材の育成を目指す。 



10 

 

目指すレガシー 

東京 2020大会を契機に、本市を訪れる外国人や障害のある方など全ての人が、快適に

安全で安心に過ごすことができるよう、表示・標識等の多言語対応の強化・推進を図るととも

に、公共施設等のバリアフリー化など、ユニバーサルデザインによるまちづくりを目指す。 

取組内容 

朝霞駅から競技会場までの円滑な輸送、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備、周辺の案内等を多言語化

やピクトグラム表示にする。 

また、駅や会場周辺のバリアフリー化を推進し、大会後も全ての人が暮らしやすいまちづ

くりを目指す。 
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■ボランティア部会 

埼玉県推進基本計画 

（ボランティア実施計画） 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、会場の所在自治体が運営す

る都市ボランティアに関する取扱を実施計画として定め、平成２８年度策定の埼玉県推進基

本計画に掲げた「世界からのお客様をもてなす人づくり」を実現する。 

本市の現状と課題 

朝霞市民まつり「彩夏祭」をはじめとした市内の行事においては、既存の団体からの参加

者がボランティア活動の中心となっており、市民からのボランティアの募集や育成、活動との

マッチングを図るための仕組みなどボランティア文化を根付かせ、発展させていくことが課題

である。 

取組方針 

朝霞市の魅力の発信 

本市を訪れる多くの方に対し、ボランティアによる心のこもったおもてなしを提供する

ことにより、来訪者に貴重な体験をしていただくとともに、参加したボランティア自身にと

っても、充実感や郷土愛を醸成することにより、朝霞の魅力の発信に結び付ける。 

誰もが相互に支え合う共生社会の実現 

ボランティア同士の世代間交流が活発に図れるような仕組みを構築することにより、

人と人がお互いに支えあう共生社会の実現を推進していく。 

環境整備とにぎわいの創出 

現在あるコミュニティやネットワークを活かしながら、年齢、性別、国籍を問わず多くの

人がボランティアに参加できるような環境を整備し、市内の行事において多くのボランテ

ィアが活躍し、にぎわいのあるまちづくりを目指す。 

次代を担う人材の育成 

小学生からボランティアに参加できる仕組みを構築し、大会後も多くの世代がボラン

ティア活動に対する参加意識の高まりが継続するよう、啓発や情報発信、参加機会の

提供を推進する。 
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目指すレガシー 

東京 2020大会を契機として、本市におけるボランティア人材の組織化、ネットワーク化を

図るとともに、誰でも支え合い・助け合いが図れるような仕組みの構築を目指す。 

 

取組内容 

東京 2020大会のボランティアを埼玉県と連携し募集及び育成を行う。 

また、東京2020大会に限らず他のイベントなどの情報を収集し、参加できるボランティアと

のマッチングを図ることのできる仕組みを構築する。 

大会後の継続したボランティア人材の組織化、ネットワーク化を図り、スキルの継続や向

上を図る。 
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■環境・美化部会 

埼玉県推進基本計画（埼玉県推進基本計画・実施計画より要約） 

競技会場周辺や観光地における花の植栽や会場への移動ルートの景観改善等に加え、

大会までに実施される様々なイベントを通じて、ごみの減量化やリサイクルの徹底などに取

り組む。また、暑さ対策として、クールスポットの整備のほか、植栽による日陰づくりや打ち水、

団扇など日本の夏を快適に過ごす伝統的な手法なども取り入れていく。 

本市の現状と課題 

きれいなまちづくり運動や、朝霞市民まつり「彩夏祭」時のボランティア清掃や黒目川堤防

清掃などにより、環境美化の取組は根付いているが、大会期間だけではなく大会前の環境

整備や猛暑対策のため、更なる地域一体となった取組が必要となる。 

取組方針 

朝霞市の魅力の発信 

環境美化に関する意識づけを行うための活動を通じて、市のキャッチフレーズ等活用

しながら朝霞の魅力の発信を推進していく。 

誰もが相互に支え合う共生社会の実現 

暑さ対策グッズの配布やボランティア活動を通じて、環境美化・健康づくりの意識を高

めるとともに、相互に支え合う意識を醸成し、共生社会の実現を推進していく。 

環境整備とにぎわいの創出 

飾花や装飾、清掃、暑さ対策などの環境整備やイベント等を通じて、また来たい・住

み続けたいと思えるような、まちのにぎわいの創出を推進していく。 

次代を担う人材の育成 

様々な世代が参加できるイベントの開催やボランティア活動を通じて、子どもたちが

実際に参加したり身近に感じたりすることにより、次代を担う人材育成を推進していく。 

目指すレガシー 

東京 2020大会を契機に訪れる方など、誰もが快適に過ごせるよう環境美化や暑さ対策な

どに取り組み、大会後も、持続可能な社会の実現を目指す。 

取組内容 

朝霞駅から競技会場までの経路をはじめ、市内の飾花や装飾、清掃活動や暑さ対策の

環境整備、イベントの開催などに取り組んでいく。
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■朝霞・新座警察署テロ対策「彩の国」ネットワーク 

市民や観光客等の安全・安心を実現するために欠かすことのできないテロや災害対策等

は、官民一体となった横断的な組織である朝霞・新座警察署テロ対策「彩の国」ネットワーク

と朝霞市危機管理室が埼玉県や関係団体等と連携・協力し対策を検討・実施する。



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

 

■朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針 

 

■朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行委員会設置要綱 

 

■朝霞市シティ・プロモーション庁内推進会議要綱 
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朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針 

 

１ 目 的 

本市は、平成２９年３月１５日に市制施行５０周年という大きな節目を迎えます。

また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会では、陸上自衛隊朝霞

訓練場で射撃競技が行われることで、国内外から競技関係者をはじめ、多くの観光

客などが訪れることから、スポーツのみならず、経済や観光、国際交流、文化、教

育など様々な分野で新たな発展をもたらすことが期待されるとともに、それらの質

的向上が求められています。 

このことから本市では、市制施行５０周年を市民の皆さんとともに祝い、この５

０周年をひとつの契機として、将来にわたって市の魅力を持続的にアピールしてい

くとともに、その後に行われるオリンピック・パラリンピック競技大会に関連した

分野での事業を展開することで、市の活性化や持続的成長につなげ、次世代への良

質な資産創造と朝霞市の認知度が向上されるよう、以下の方針を定め、これを推進

します。 

 

２ 取組方針 

（１）朝霞市の魅力の発信 

本市が積み重ねてきた歴史を見つめ直すとともに、市民まつり「彩夏祭」に見ら

れる一体感のある地域性など、市の魅力を市制施行５０周年をきっかけとし、市内

外へ積極的に情報発信することで、対外的には朝霞市への認知度の向上を図り、市

民に対しては朝霞に住んでいることへの誇りや愛着の醸成を促します。 

 

（２）誰もが相互に支え合う共生社会の実現 

オリンピック・パラリンピック競技大会では、県内で唯一のパラリンピック競技

大会の会場となることから、障害や国籍を超えた心のバリアフリーによる共生社会

の実現を目指し、子どもから、高齢者、障害のある人、外国人などが相互に支え合

うまちづくりにつなげます。 
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（３）環境整備とにぎわいの創出 

駅周辺を基点とした商店街やまちの名所は、オリンピック・パラリンピック競技

大会開催時に多くの来場者や観光客が訪れることが見込まれます。会場までのアク

セスの向上のための道路整備や、まちのユニバーサルデザイン化、多言語サインな

どの環境整備に市が取り組み、商店街などの事業者と協力し、にぎわいを創出しま

す。 

 

（４）次代を担う人材の育成 

オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大の平和の祭典であり、その

開催は、国際的な相互理解や友好関係を増進させます。また、トップアスリートと

の交流は子どもたちの夢や希望を育むきっかけとなり、次世代のオリンピアン輩出

や国際感覚を育むチャンスとなります。市制施行５０周年と開催に向けての準備期

間が重なることを好機と捉え、朝霞市への愛着とふるさと意識を持った、世界へは

ばたく次の世代を育て、将来に向けて種を蒔いていきます。  

 

３ 実施期間 

  市制施行５０周年記念事業は、記念日である平成２９年３月１５日が含まれる平

成２８年度から平成２９年度までを実施期間とし、オリンピック・パラリンピック

競技大会関連事業は、平成２８年度から東京大会が開催される平成３２年度までを

実施期間として各種事業を展開します。なお、シティ・プロモーション事業につい

ては、平成３３年度以降も継続して実施します。 

 

市制施行５０周年記念事業実施期間 

平成２８年６月１日～平成３０年３月３１日 

 

 

オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業実施期間 

平成２８年６月１日～平成３３年３月３１日 
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朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行委員会設置要綱 

              平成 29 年 11 月 22 日要綱 

改正    

平成 30 年 4 月 1 日 

 

（設置） 

第１条 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「オリンピック・

パラリンピック」という。）に係る準備等を市と市内事業者等が一体となり効果的

かつ着実に実行するため、朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行

委員会（以下「実行委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 実行委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） オリンピック・パラリンピックに関連する支援事業を検討すること。 

（２） オリンピック・パラリンピックに関連する支援事業を実施すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、関連する支援事業を総合的かつ計画的に推進する 

ために必要な措置を講ずること。 

（実行委員会） 

第３条 実行委員会は、市長及び別表第１に掲げる団体を代表する者である委員をも

って組織する。 

２ 前項の委員は、市長が委嘱する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 実行委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は、市長をもって充てる 

３ 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のと

きは、その職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から平成３３年３月３１日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 実行委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長

となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（支援部会） 
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第７条 実行委員会は、所掌事務の円滑な遂行に必要な作業を行うため、別表第２に

掲げる朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会（以下「支援部会」

という。）を置く。 

２ 支援部会は、朝霞市の職員のうち市長が指名した者である委員及び別表第３に掲

げる団体に属する者のうち当該団体の長から推薦され、市長が委嘱したものである

委員をもって組織する。 

 （部会長及び副部会長） 

第８条 支援部会に部会長及び副部会長１人を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 部会長は、会務を総理し、支援部会を代表する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が不在のと

きは、その職務を代理する。 

５ 第５条及び第６条の規定は、支援部会において準用する。この場合において、第

５条第１項中｢委嘱の日｣とあるのは｢指名又は委嘱の日｣と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第９条 実行委員会の庶務は、市長公室政策企画課オリンピック・パラリンピック室

において処理する。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項にあっ

ては委員長が実行委員会に諮って定めるものとし、支援部会の運営に関し必要な事

項にあっては部会長が支援部会に諮って定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年 11 月 22 日から施行する。 

附 則（平成 30 年 4 月 1 日） 

この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

団体名 

朝霞キャロットロータリークラブ 

朝霞市子ども会連合会 

朝霞市障害者団体協議会  

朝霞市体育協会 

朝霞市文化協会 

朝霞ライオンズクラブ 

朝霞ロータリークラブ 

一般社団法人朝霞青年会議所  

株式会社クローバーメディア放送局 

株式会社ジェイコムさいたま東上局 
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関八州よさこいフェスタ連絡協議会 

公益財団法人朝霞市文化・スポーツ振興公社 

埼玉県南西部地域振興センター  

埼玉県立朝霞高等学校 

埼玉県立朝霞西高等学校 

社会福祉法人朝霞地区福祉会 

朝霞・志木地区タクシー協議会  

朝霞市商工会  

国際興業株式会社西浦和営業所  

西武バス株式会社新座営業所 

東武鉄道株式会社朝霞台駅  

東武バスウエスト株式会社新座営業事務所 

東日本旅客鉄道株式会社北朝霞駅 

朝霞地区インターナショナルソサエティ（Ａ.Ｉ.Ｓ.）  

朝霞地区保護司会朝霞支部 

学校法人十文字学園十文字学園女子大学  

学校法人東洋大学 

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 

認定・埼玉県指定特定非営利活動法人メイあさかセンター 

朝霞市コミュニティ協議会 

朝霞市自治会連合会 

一般社団法人朝霞地区医師会 

一般社団法人朝霞地区歯科医師会 

一般社団法人朝霞地区薬剤師会 

公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター 

埼玉県朝霞保健所 

朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部  

埼玉県警察朝霞警察署 

陸上自衛隊東部方面総監部 

陸上自衛隊朝霞駐屯地 

 

別表第２（第７条関係） 

支援部会名 

機運醸成・文化教育部会 

輸送・多言語対応部会 

ボランティア部会 

環境・美化部会 

朝霞・新座警察署テロ対策「彩の国」ネットワーク 
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別表第３（第７条関係） 

支援部会名 団体名 

機運醸成・文化

教育部会 

 

 

 

 

朝霞キャロットロータリークラブ 

朝霞市子ども会連合会 

朝霞市体育協会 

朝霞市文化協会 

朝霞ライオンズクラブ 

朝霞ロータリークラブ 

一般社団法人朝霞青年会議所  

株式会社クローバーメディア 

株式会社ジェイコムさいたま東上局 

関八州よさこいフェスタ連絡協議会 

公益財団法人朝霞市文化・スポーツ振興公社 

埼玉県南西部地域振興センター  

埼玉県立朝霞高等学校 

埼玉県立朝霞西高等学校 

社会福祉法人朝霞地区福祉会 

輸送・多言語対

応部会 

 

朝霞・志木地区タクシー協議会  

朝霞市障害者団体協議会  

朝霞市商工会  

国際興業株式会社西浦和営業所  

西武バス株式会社新座営業所 

東武鉄道株式会社朝霞台駅  

東武バスウエスト株式会社新座営業事務所 

東日本旅客鉄道株式会社北朝霞駅 

ボランティア部

会 

 

朝霞地区インターナショナルソサエティ（Ａ.Ｉ.Ｓ.） 

朝霞地区保護司会朝霞支部 

学校法人十文字学園十文字学園女子大学  

学校法人東洋大学  

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 

認定・埼玉県指定特定非営利活動法人メイあさかセンター 

環境・美化部会 朝霞市コミュニティ協議会 

朝霞市自治会連合会 

一般社団法人朝霞地区医師会 

一般社団法人朝霞地区歯科医師会 

一般社団法人朝霞地区薬剤師会 

公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター 

埼玉県朝霞保健所 
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朝霞・新座警察

署テロ対策「彩

の国」ネットワ

ーク 

朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部  

埼玉県警察朝霞警察署 

陸上自衛隊東部方面総監部 

陸上自衛隊朝霞駐屯地 
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朝霞市シティ・プロモーション庁内推進会議要綱 

                          平成 28 年５月 31 日要綱 

改正    

平成 30 年 4 月 1 日 

 

（設置） 

第１条 本市の魅力を広く発信し、本市の発展を目指したシティ・プロモーションを

推進するに当たり、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「オリ

ンピック・パラリンピック」という。）に係る準備等を効果的かつ着実に実行する

ため、朝霞市シティ・プロモーション庁内推進会議（以下「庁内推進会議」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) シティ・プロモーションを推進するための総合調整及び関係機関の協力体制に

関すること。 

(２) オリンピック・パラリンピックの開催に伴う庁内及び関係機関の協力体制に関

すること。 

(３) 庁内推進会議で協議された事項等を、必要に応じて朝霞市オリンピック・パラ

リンピック競技大会支援実行委員会設置要綱第１条に規定する朝霞市オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会支援実行委員会に提案すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、関連事業を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 庁内推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、市長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

４ 委員は、部長級職員をもって充てる。 

５ 市長は、必要があると認めるときは、第１項に掲げる者のほか、朝霞市の職員（以

下「市職員」という。）のうちから委員を指名することができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、庁内推進会議を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のと

きは、その職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、関連事業が終了する日までとする。 

（会議） 

第６条 庁内推進会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 庁内推進会議は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
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３ 庁内推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

４ 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことがで

きる。 

 

（朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援幹事会） 

第７条 庁内推進会議に、第２条各号に掲げる事務に係る課題等の整理及び調整を行

うため、朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援幹事会（以下「幹事会」

という。）を置く。 

２ 幹事会は、別表第１の市職員で組織する。 

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長１人を置く。 

４ 幹事長は市長公室長の職にある者を充て、副幹事長は幹事のうちから幹事長が指

名する。 

５ 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 

６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が不在のと

きは、その職務を代理する。 

７ 幹事長は、幹事会における検討等の結果を庁内推進会議に報告するものとする。 

８ 第５条及び前条の規定は、幹事会において準用する。 

（朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会） 

第８条 幹事会に、幹事会の所掌事務の円滑な遂行に必要な作業を行うため、別表第

２に掲げる朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会（以下「支援部

会」という。）を置く。 

２ 支援部会員のうち市職員は、別表第３のとおりとし、各部の部長が推薦し、市長

が任命する。 

３ 支援部会員のうち、市職員以外の者は、別に定める。 

４ 次条第２項で規定する各支援部会の庶務は、支援部会における検討等の結果を幹

事会に報告するものとする。 

（庶務） 

第９条 庁内推進会議及び幹事会の庶務は、市長公室政策企画課オリンピック・パラ

リンピック室において処理する。 

２ 支援部会のうち、機運醸成・文化教育部会の庶務は、生涯学習部生涯学習・スポ

ーツ課、輸送・多言語対応部会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課、ボランテ

ィア部会の庶務は、市民環境部地域づくり支援課、環境・美化部会の庶務は、市民

環境部環境推進課、朝霞・新座警察署テロ対策「彩の国」ネットワークの庶務は、

危機管理室において処理する。 

（雑則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、庁内推進会議の運営に関し必要な事項は、委

員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年５月 31 日から施行する。 
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附 則（平成 30 年 4 月 1 日） 

この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

 

別表第１（第７条関係） 

市長公室長 

政策企画課長 

シティ・プロモーション課長 

危機管理室長 

財産管理課長 

地域づくり支援課長 

産業振興課長 

環境推進課長 

資源リサイクル課長 

福祉相談課長 

障害福祉課長 

長寿はつらつ課長 

こども未来課長 

保育課長 

健康づくり課長 

まちづくり推進課長 

みどり公園課長 

道路整備課長 

教育指導課長 

生涯学習・スポーツ課長 

文化財課長 

 

別表第２（第８条関係） 

支援部会名 

機運醸成・文化教育部会 

輸送・多言語対応部会 

ボランティア部会 

環境・美化部会 

朝霞・新座警察署テロ対策「彩の国」ネットワーク 
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別表第３（第８条関係） 

支援部会名  

機運醸成・文化教育部会 生涯学習・スポーツ課 

シティ・プロモーション課 

地域づくり支援課 

障害福祉課 

こども未来課 

保育課 

教育指導課 

文化財課 

輸送・多言語対応部会 まちづくり推進課 

財産管理課 

産業振興課 

障害福祉課 

道路整備課 

ボランティア部会 地域づくり支援課 

政策企画課 

福祉相談課 

環境・美化部会 環境推進課 

地域づくり支援課 

資源リサイクル課 

長寿はつらつ課 

健康づくり課 

みどり公園課 

道路整備課 

朝霞・新座警察署テロ対策「彩の

国」ネットワーク 
危機管理室 

 

 


