
 

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会長会議 

次 第 

 

 

平成３１年４月１２日（金） 

午後３時３０分から午後５時 

朝霞市役所別館５階 ５０２会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事 

（１）大会概要・経緯・課題・スケジュール 

（２）平成３０年度オリンピック・パラリンピック関連事業の実績について 

（３）平成３１年度オリンピック・パラリンピック関連事業について 

（４）その他 

 

４ 閉 会 
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１ 大会概要 

正式名称 第３２回オリンピック競技大会 東京 2020パラリンピック競技大会 

大会期間 

競技数 

２０２０年７月２４日（金）～８月９日（日） 

３３競技 ３３９種目 

２０２０年８月２５日（木）～９月６日（日） 

２２競技 ５４０種目 

射撃競技期間 

ライフル：７月２５日（土）～８月３日（月） 

クレー  ：７月２６日（日）～８月１日（土） 

テストイベント：２０２０年４月予定 

ライフル：８月３１日（月）～９月６日（日） 

射撃競技座席数 
ライフル：３，８００席 

クレー：３，０００席 
３，８００席 うち、車椅子席６９席 

 

２ 経緯 

平成２８年４月 オリンピック・パラリンピック準備室設置。 

      ５月 朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針策定。 

     １０月 第１回朝霞市制施行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

会開催。 

平成２９年３月 朝霞市市制施行５０周年事業開始。 

 １１月 第１回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開催。 

平成３０年４月 オリンピック・パラリンピック室に室名を変更する。 

射撃競技の観客利用想定駅（案）として「朝霞駅、和光市駅、光が丘駅」の３駅が提示された。 

      ７月 オリンピック聖火リレーの概要が発表された。２０２０年３月２６日に福島を出発。埼玉県は東京

の前の７月７～９日の３日間を通過する。 

オリンピック２年前イベント開催。カウントダウンカレンダーを朝霞駅南口に設置。 

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援計画・実施計画策定。 

      ８月 埼玉県の都市ボランティア募集開始５，４００人に対し９，６５０人の応募。 

パラリンピック２年前イベント開催。 

     １１月 観客の輸送ルートが公表される。 

障害者団体と共同で朝霞駅から射撃会場ルートのバリアフリー点検を実施。 

平成３１年１月 大会組織委員会による射撃競技会場の建設工事が開始された。 

３月 パラリンピック聖火リレーの概要が発表された。オリンピックの閉会後、２０２０年８月１３日～８月

２５日の間で、埼玉県は競技開催県として１日間、聖火リレー等を実施する。 

オリンピック・パラリンピックフラッグを朝霞駅周辺３商店会の街路灯に設置。また、朝霞駅南口

の交番前において射撃会場市 PR ラッピングを設置。 

大会開催５００日前イベントを黒目川花まつりと同時開催。 

資料１-１ 
大会概要・経緯・課題・スケジュール 
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   ３ 課題 

  ① 都市ボランティアの研修、事前ボランティア体験 

   （ボランティア部会） 

    ② 地元ボランティアの活動内容の検討、応募、養成 

 （事務局：ボランティア部会、事業：機運醸成・文化教育部会、環境・美化部会） 

    ③ 聖火リレーの受入準備 

（全部会） 

    ④ 大会当日来訪者に対するおもてなし 

      （全部会） 

 

４ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



朝霞駅から射撃競技会場までのシャトルバスルート・朝霞市想定徒歩ルート 

 3  

 

  

   徒歩ルート    シャトルバスルート 

 

 

朝霞駅 

射撃会場 

観音通線 

（市道 7号線） 

旧川越街道 

（県道和光・新座線） 

県道東京・朝霞線 

公園通り 

基地跡地シンボルロード 

（市道 8号線） 

国道２５４号線 

市道 1000号線 
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事業名 

事  業  内  容 開催日 

協力関係団体・所管 

東京オリンピック・パラリ

ンピック開催記念「特別給

食」の実施 

 

東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、月一回程度、世界の料

理等を献立に取り入れ、他国の食文化を理解するとともに、機運を高め

る活動を行っています。 毎月 

学校給食課 

東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会

をみんなで盛り上げよ

う！朝霞市作戦会議！

2018 

 

4 月 21 日は産業文化センターで、4 月

25 日は朝霞市役所の大会議室で開催

し、大勢の参加者による活発なグルー

プワークが行われ、数多くのアイデア

が出されたことから、市民のオリンピ

ック・パラリンピックに対する関心の

高さを知ることができました。いただ

いたご意見については、実行委員会及び部会の議論に活用させていただ

きました。 

 

 

4 月 21、25 日 

 

協力：東洋大学 

所管：オリンピック・パラリンピ 

ック室 

黒目川健康ウォークラリ

ー 

 

オリンピック・パラリンピックに向けてス

ポーツや健康づくりの関心が高まる中で、

市民のスポーツ･運動のきっかけとして歩

くことの楽しさを感じていただくととも

に、黒目川遊歩道の魅力を伝えるため、健

康ウォーキングイベントを実施しました。 

 

5 月 12 日 

健康づくり課 

中学校を対象としたオリ

ンピック教室の実施 

 

公益財団法人日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）がオリンピックムーブ

メントの普及、啓発を目的に中学校２年生を対象に実施している「オリ

ンピック教室」を実施しています。 

５月 29～31 日に朝霞第一中学校で開催したＪＯＣ教室では、近代五種

でロンドン大会出場の黒須成美氏・ボブスレーでトリノ大会出場の桧野

真奈美氏・バスケットボールでアトラ

ンタ大会出場の岡里明美氏・ラグビー

フットボールでリオデジャネイロ大

会出場の鈴木彩香氏の４名が来校さ

れました。 

１月 15、16 日に朝霞第五中学校で開

催したＪＯＣ教室では、陸上競技でアト

ランタ大会出場の千葉真子氏、水泳競技

で北京大会出場の内田翔氏の２名が来校

されました。 

教室では、オリンピアンが教師となって、

自身の様々な経験を通じた「オリンピズ

ム」や「オリンピックの価値」を伝えて

いただきました。 

5 月 29～31 日、 

1 月 15、16 日 

教育指導課 

 

平成３０年度  

オリンピック・パラリンピック関連事業報告 

資料２－１ 
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第 35 回朝霞市芸術文化展 

 

様々な人権問題に焦点をあて、性の多様

性や外国人の問題など、オリンピック・

パラリンピック教育の理念に沿った内

容の研修会を中央公民館・コミュニティ

センターにて実施しました。参加者に

は、人権問題が他人事ではなく、身近な

問題であると認識していただいたとと

もに、人権問題の解決にそれぞれがどう

働きかけていけば良いかを考える機会となりました。 

 

6 月 2 日～10 日 

協力：朝霞市文化協会 

所管：生涯学習・スポーツ課 

朝霞市市民人権教育研修

会 

「みんながしあわせに暮

らせるために」 

 

様々な人権問題に焦点をあて、性の多

様性や外国人の問題など、オリンピッ

ク・パラリンピック教育の理念に沿っ

た内容の研修会を中央公民館・コミュ

ニティセンターにて実施しました。参

加者には、人権問題が他人事ではな

く、身近な問題であると認識していた

だいたとともに、人権問題の解決にそ

れぞれがどう働きかけていけば良いかを考える機会となりました。 

 

6 月 8 日～22 日 

生涯学習・スポーツ課 

第４回スポーツ・レクリエ

ーションの集い 

 

障害のある人にスポーツ・レクリエーションの楽しさを体感してもらう

と同時に社会参加を促進し、２０２０年開催のパラリンピックを見据

え、障害者理解を深めることを目的とする、障害者スポーツ・レクリエ

－ションを行いました。  

当日は、総合福祉センターを会場に、障

がいのある人だけに限らず、こどもや障

がいのない人にもご参加いただきまし

た。 

「楽しく体を動かすことができるため

楽しかった」「特別な道具もいらず多く

の人で楽しめてよかった」などの感想を

いただき、大変好評でした。 

 

7 月 7 日 

協力：朝霞市社会福祉協議会  
他 3 団体 

所管：障害福祉課 

第 42 回市民芸能まつり 

 

市民会館にて、民謡や舞踊、吟剣詩

舞といった伝統芸能から、キッズダ

ンスやヒップホップダンスなど幅

広いジャンルの舞台発表が展開さ

れました。多くの子どもたちが参加

し、普段見る機会の少ない芸能に触

れたことで、若い世代の文化への関

心を高める催しとなりました。 

 

7 月 8 日 

協力：朝霞市文化協会 

所管：生涯学習・スポーツ課 
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川越藩火縄銃鉄砲隊保存

会演武×東京 2020 オリン

ピックに向けた2年前カウ

ントダウンイベント 

 

オリンピック開催まで残り２年となるため、オリンピアンによる講演会

や競技体験など、記念のイベントを

朝霞駅南口駅前広場と中央公民館・

コミュニティセンターにて開催しま

した。 

当日は多くの来場者があり、朝霞市

が射撃の会場市であることの認知を

向上させ、東京 2020 大会に対す

る期待を高めることができました。 

なかでも、東京 2020 大会で射撃の

会場となる本市において「銃」という共通項を持ち、武具など日本古来

の様式を知る機会の創出という観点から行った川越藩火縄銃保存会に

よる火縄銃発砲演武は、大変迫力のあ

るものでした。 

また、元スピードスケート選手で銅メ

ダリストの岡崎朋美さんによる講演会

では、５回のオリンピック出場のご経

験や東京２０２０大会に向けた期待な

どのお話をいただき、好評でした。 

 

7 月 22 日 

協力：朝霞ロータリクラブ 

    県南西部地域センター 

所管：オリンピック・パラリンピ 

ック室 

小学生スポーツ教室 

～ミニテニス教室～  

～なぎなた教室～ 

 

ミニテニス教室は 7 月 24 日～7 月 26 日、総合体育館にて開催し、61

名の小学生が参加しました。 

最初はボールを当てるので精一杯でしたが、次第にサーブを打てるよう

になったり、ラリーを続けられるようになりました。最終日には試合が

できるほどになり、ゲームを楽しみました。 

また、多くの小学校から参加者が集まったため、違う学校同士の友達で

友好を深めました。 

なぎなた教室は 8 月 22 日～24 日、総合体育館にて開催し、23 名参加

しました。 

子どもたちのほとんどが初めてなぎなたに挑戦しましたが、とても楽し

んでいた様子でした。歴史ある伝統武道のなぎなたを通して礼儀作法を

学ぶこともでき、夏休みの良い思い出となりました。 

 

7 月 24 日～8 月 24 日 

生涯学習・スポーツ課 

夏休み！親子で体験☆ビ

ームライフル体験会＆自

衛隊体育学校アスリート

との交流会 

 

陸上自衛隊広報センターを会場に、射撃の会場である朝霞市・和光市・

新座市及び埼玉県が共同で実施し、この地域が射撃の会場であることの

認知向上、東京 2020 大会に対する機

運醸成、スポーツの普及発展を目的と

し行いました。 

ビームライフル体験では、親子で楽し

みながら射撃の競技体験をすること

ができました。 

また、自衛隊体育学校アスリートとの

交流会では、自衛隊体育学校に所属す

る 3 人の選手にご来場いただき、トー

クショーと競技のデモンストレーシ

ョンを行い、自身の経験と今後についての抱負など貴重な話を聞くこと

ができました。 

 

 

 

7 月 28 日 

協力：自衛隊体育学校 
   県南西部地域センター 

所管：生涯学習・スポーツ課 
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夏休み親子陶芸教室 市内にある丸沼芸術の森の協力を得て、親子陶芸教室、美術鑑賞等を実

施し、本物の芸術に触れる機会を設けることで、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック会場市として、芸術文化の発展に貢献することを目

的として開催しました。 

7 月 23 日～8 月 20 日 

生涯学習・スポーツ課 

公用封筒デザイン変更  

毎年作成してる公用封筒のデザインに、オ

リンピック・パラリンピックに関するマー

クを入れました。 

8 月 

人権庶務課 

彩夏祭展示コーナー「東京

2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会を盛

り上げよう！」 

 

彩夏祭のイベントとして、中央公民館・コミュニティセンターで、東京

2020 大会への機運醸成と射撃競技の認知向上を図ることを目的に、

1964 年東京大会の貴重な資料や自衛隊体育学校所蔵オリンピック関連

資料の展示、射的体験などを行いました。 

当日は多くの方に足を運んでいただき、本市が射撃の会場市であること

の認知向上とともに東京 2020 大会

に対する期待を高めることができま

した。 

なかでも、今年４月に実施した市民

懇談会のアイデアである射的コーナ

ーを設置したところ、小・中学生や、

小さなお子様も、保護者の方に手伝

ってもらいながら楽しそうに射的の

体験をするなど大盛況でした。 

 

8 月 4 日、5 日 

協力：自衛隊体育学校 

所管：オリンピック・パラリンピ 

ック室 

東京 2020 パラリンピック

に向けた2年前カウントダ

ウンイベント 

 

パラリンピック開催まで残り２年となるため、競技体験やミニコンサー

トなど、記念のイベントを産業文化センターにて開催しました。 

当日は最高気温が 40℃近くまで上がるという酷暑でしたが、小さいお子

さんを連れたご家族や障がいをお持ちの方もご来場いただき、本市が射

撃の会場市で、かつ埼玉県内唯一のパラリンピックの競技会場であるこ

とのＰＲができました。 

ボッチャ体験はパラリンピック競技

を気軽に楽しみながらパラリンピッ

クに対する関心を高めることにつな

がり、ミニコンサートのなかでは、子

どもたちに「２Years to Go!」の写真

撮影に参加していただきました。 

 

8 月 25 日 

協力：クローバーメディア 

所管：オリンピック・パラリンピ 

ック室 

市民スポーツ教室 四半

的弓道教室市民スポーツ

教室『四半的教室』 

四半的弓道とは、宮崎県日南・飫肥城（おびじょう）に 450 年の昔から

伝わるミニ弓道です。 

的まで 4 間半（8m20cm）の距離で、

4 尺 5 寸（約 1m36cm）の弓と矢を使

い、4 寸 5 分（約 13．6cm）の的を射

って当りを競います。すべての長さが

4 半なので四半的と呼ばれています。 

教室では、礼儀作法を学び、実際に弓

を構え的を射ることができました。 

参加者からは、「徐々に当たるように

なり楽しく体験できた」「初めて弓道を体験したが、非常に楽しめた」

などの感想をいただき、大変好評の教室となりました。 

 

 

 

8 月 28 日・29 日 

 

2 月 19 日・20 日 

生涯学習・スポーツ課 
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第 26 回朝霞市ふれあいス

ポーツ大会 

総合体育館を会場に、玉入れやパン食い競争

など、全 7 種目の競技が行われ、総勢 261 人

もの多くの皆さんにご参加いただきました。

また、「参加しやすい競技がたくさん用意され

ていて楽しかった」「普段はあまり体を動かさ

ないので、良い気分転換になった」などの感

想をいただき、大変好評でした。 

9 月 16 日 

協力：朝霞地区福祉会 

   他 15 団体 

所管：障害福祉課 

朝霞市日本手話言語条例

に伴う講演会 
日本手話を広く市民に周知し、理解を深めていただくことを目的に、産

業文化センターにて、砂田アトム氏を講師としてお迎えして講演会を開

催しました。 
10 月 6 日 

障害福祉課 

第 63 回朝霞市民総合体育

大会市民体育祭 

朝霞中央公園陸上競技場を会場に、16 地区の自治会・町内会の参加を得

て、盛大に開催することができました。 

地区対抗種目・自由種目と開催し、世代を超えた熱戦が展開されました。 

エキシビジョンでは、来る東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会の機運を高めるため、今年度から新たに市内実業団による男子

1500m 走が行われ、朝霞市役所の職員

も出場しました。 

 また、競技場外石畳では、東洋大生に

よる体力測定や健康づくり課による健

康相談コーナー、オリンピック・パラリ

ンピック室によるオリパラ関連ブース

を設け、二年後に向けた大会開催の機運

醸成を図りました。 

10 月 7 日 

協力：朝霞市体育協会 
   文化・スポーツ振興公社 

所管：生涯学習・スポーツ課 

ブラインドサッカー体験

会 

東洋大学ライフデザイン学部の学生と共催で、市内で活動しているサッ

カー少年団に参加していただき、パラリンピックの正式種目であるブラ

インドサッカー体験会を東洋大学朝霞キャンパスにて行いました。 

アイシェード(目隠し)をつけて転がると

音のなるボールを使って、パス練習やア

ドリブ練習 PK 対決などを行い、最初は

何も見えない状態で、ボールを探すこと

に苦戦していた様子でしたが、次第に周

りの子の声掛けやボールの音を頼りに上

手にボールを扱って楽しそうにブライン

ドサッカーを体験していました。 

10 月 27 日 

協力：東洋大学 

所管：オリンピック・パラリンピ 

ック室 

誰でも OK 記録を破れ！ 
東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催に向け、機運醸成とスポ

ーツの普及発展を目的とし、市内小

中学生及び一般市民を対象に朝霞中

央公園陸上競技場の個人開放枠を活

用し、50ｍまたは 100ｍの自己ベス

ト更新を狙うイベントを行いまし

た。 

東京２０２０オリンピックの出場を

目指している土井杏南選手も参加し

ました。 

11 月 10 日 

生涯学習・スポーツ課 
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第 57 回朝霞市ロードレー

ス大会 

朝霞中央公園陸上競技場周辺の周回路などを会場とし、小学 1 年～3 年

生とその保護者を対象とした 1 キロ

のふれあいコースや、40 歳以上の方

を対象とした壮年 5 キロのコース、

一般の方を対象とした 5・10 キロの

コースなど幅広く種目で実施しまし

た。 

当日は、学生や親子、壮年など性別

年齢問わず 929 人のランナーが参加

し、小学 4 年生女子 1.7 キロの部で

は大会新記録が出るなど活気の溢れる大会となりました。 

また、招待選手として、市内実業団の選手で、本大会の一般男子 10 キ

ロの部の記録保持者である土田純選手をお招きし、一般男子 5 キロの部

にてプロの走りを披露していただきました。 

11 月 23 日 

協力：朝霞市体育協会 
   文化・スポーツ振興公社 

所管：生涯学習・スポーツ課 

第 57 回朝霞市文化祭 

 

市民に芸術・文化の発表と鑑賞の機会を提供することにより、市民文化

の向上と振興を図ることを目的として開催しました。 

当日は朝霞市文化協会の協力のもと、生け花や茶道など、子どもを対象

に芸術文化体験事業を実施し、地域

の子どもたちへ文化に触れる機会

を提供しました。また、地元の高校

生が参加し、オープニングのパフォ

ーマンス書道や、朝霞市文化協会写

真連盟との共同展示を実施するな

ど、地域の若者と高齢者のつながり

を深める催しとなりました。 

11 月 3 日～12 月 9 日 

協力：朝霞市文化協会 

所管：生涯学習・スポーツ課 

人権教育講座「目指せ！東

京 2020 パラリンピック～

ウィルチェアーラグビー

（車いすラグビー）の魅力

～」 

 

パラリンピックの機運醸成の一環として、

東朝霞公民館で毎年度実施している人権教

育講座について、リオパラリンピック・ウ

ェルチェアラグビー銅メダリストの岸光太

郎選手を講師にお招きして講座を行いまし

た。 
1 月 19 日 

東朝霞公民館 

オリンピアンに学ぼう！

小学生スポーツ教室 

 

自衛隊体育学校協力のもと、オリンピック出場経験者などの一流アスリ

ートと触れ合う機会を提供して、夢や希望、感動を与え東京オリンピッ

ク・パラリンピックへの機運向上とより一層のスポーツ推進を図ること

を目的とし、開催しました。 

 

当日は、レスリングで 2012 年ロンドン大会で金メダルの小原日登美さ

ん、近代五種で 2012 年ロンドン大

会出場の富井慎一さん、アーチェリ

ーで2006年アジア大会で銀メダル

の脇野智和さんのご指導をいただ

きました。 

子どもたちは自衛隊体育学校のコ

ーチや選手にレスリングなど初め

て行うスポーツを直接教えてもら

い、熱心に取り組みました。 

1 月 20 日 

文化・スポーツ振興公社 
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ビームライフル体験会 
 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会で本市が射撃の競技会場市になることか

ら、室内で体験できるビームライフルを用い

て広く市民に射撃競技の周知とPRを図るため

に開催しました。 

参加した市民が射撃の競技を知るきっかけと

なり、本市が射撃会場市であることを周知す

るとともに大会への期待を高めることに繋がりました。 

2 月 2 日 

協力：朝霞市体育協会 
   文化・スポーツ振興公社 

所管：生涯学習・スポーツ課 

パラリンピアンによる講

演とパラ競技体験 

 

人権教育講座の一環として、パラリンピアンを講師とする講座や競技体

験を開催することにより、オリンピック・パラリンピックの機運の醸成

を図るとともに、人権に対

する正しい理解と認識を

深めることを目的として

実施しました。 

「乗って見て体験！車い

すバスケ バスケット用

車いすに触れてみよう！」

と題し、講師にパラリンピ

アンであり、パラ・パワーリフティングで東京２０２０大会を目指して

いる、本市在住の石原正治さんをお迎えしました。 

3 月 17 日 

中央公民館 

東京２０２０大会開催500

日前イベント 

 

朝霞市が射撃会場であることを PR する

ため、クレー射撃シミュレーター、ビー

ムライフル体験、ボッチャ体験を行った

ほか、大会パートナー企業による出展が

ありました。 

当日は子どもから大人まで 6,000人程の

来場があり、オリンピック・パラリンピ

ックの競技体験をしていただきました。 

 

3 月 30 日・31 日 

協力：朝霞市商工会 
   文化・スポーツ振興公社 

所管：オリンピック・パラリンピ 

ック室 
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平成３１年度　朝霞市オリンピック・パラリンピック関連事業一覧（ソフト事業） 資料３－１

Ｎｏ． 支援部会 担当課 事業内容 実施時期

1 彩夏祭等オリパラ展示コーナー
オリンピック・パ
ラリンピック室

朝霞市最大のイベントである彩夏祭の1ブースとして、1964年東京大会の貴重な資料（書籍や写真、
ポスターなど）の展示のほか、射撃競技に関する体験コーナーを設け、機運醸成と射撃競技の認知
向上を図る。平成28年度から継続実施。その他、市民体育祭、黒目川花まつりなどで展示コーナー
を設置し、機運醸成を図る。

随時

2 オリンピック１年前イベント
オリンピック・パ
ラリンピック室

東京２０２０大会まで残り１年となる中、７月１３日～１５日の３日間で、全日本ビームライフル射撃競
技選手権大会（日本ライフル射撃協会主催）が、朝霞市総合体育館のメインアリーナで開催予定で
ある。
この全国大会と合わせ朝霞市オリンピック１年前イベントを開催する。このことにより、市民が射撃競
技を観戦する機会となり、２０２０年に向けて射撃の関心を高めることに繋がる。

7月
13・14・15日

3 パラリンピック１年前イベント
オリンピック・パ
ラリンピック室

埼玉県（人権推進課）の事業である「人権啓発フェスティバル　ヒューマンフェスタ」が、８月２４日、朝
霞市民会館を会場として開催されることから、連携し、本イベントを開催する。内容は、パラリンピック
競技体験のほか、オリンピック・パラリンピック関連ブース出展を実施予定。

8月24日

4 射撃競技マンガ広報掲載事業
オリンピック・パ
ラリンピック室

射撃競技の認知度のため、射撃競技を題材としたマンガ『ライフルイズビューティフル』の作家サルミ
アッキ氏にオリジナル作品を作成していただき、広報に掲載することとする。なお、本事業は射撃会
場の朝霞市・和光市・新座市の共同事業で、平成３０年１１月広報から奇数月に掲載している。

通年

5 射撃競技PRグッズの作成
オリンピック・パ
ラリンピック室

本市が射撃の競技会場であることの認知向上のため、懸垂幕等を作成し、PRする。 通年

6 公用封筒デザイン変更 人権庶務課 年度内に作成する公用封筒にオリンピック・パラリンピックのマークを入れる。 ８月

7

障害者スポーツ・レクリエーショ
ン事業
①スポーツ・レクリエーションの
集い

障害福祉課
障害のある人の体力増強、交流、余暇等に資すること及びスポーツを普及することを目的として、障
害のない人も含め、多くの方が参加でき、交流を図る。

7月

8
障害者スポーツ・レクリエーショ
ン事業
②ふれあいスポーツ大会

障害福祉課 総合体育館のメインアリーナで障害者スポーツ大会を開催する。 9月

機運醸
成・文
化教育

事業名

1



平成３１年度　朝霞市オリンピック・パラリンピック関連事業一覧（ソフト事業） 資料３－１

Ｎｏ． 支援部会 担当課 事業内容 実施時期事業名

9
朝霞市日本手話言語条例施行
講演会開催事業

障害福祉課
朝霞市日本手話言語条例施行に伴い、日本手話に対する理解を深め、普及するとともに、日本手話
を使用しやすい環境を整備していくことが必要であるとの認識に基づき、手話の普及等を推進する。

10月

10
黒目川健康ウォークラリー×
ウォークロゲイニング
inむさしのフロントあさか 2019

健康づくり課
シティ・プロモー
ション課

スポーツ×観光イベント“ロゲイニング”を実施し市の魅力を参加者へPRするとともに、オリンピック・
パラリンピックの機運醸成を図る。

5月18日

11
中学校を対象としたオリンピッ
ク教室の実施

教育指導課

日本オリンピック委員会が実施しているオリンピック教室を市内中学校で実施する。中学校２年生を
対象とし、オリンピアンの指導による競技体験や自身の経験などをお話しいただき、生徒は文化とし
てのスポーツやオリンピックムーブメントの意義を学習する。
（平成２９年度１校※四中、平成３０年度２校※一中、五中、平成３１年度２校※二中、三中）

第二中学校
6月6・7日

第三中学校
7月4・5日

12 新規 JFAこころのプロジェクト 教育指導課
様々な競技の現役／OB／OGのスポーツ選手などを「夢先生」として学校へ派遣し、「夢を持つこと
やその夢に向かって努力することの大切さ」「仲間と協力することの大切さ」などをゲームと夢先生の
体験談を通じて子どもたちに伝える授業を実施する。

調整中

13 新規 吹奏楽・器楽フェスティバル 教育指導課
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の射撃が本市で開催されることを記念してオリジナル
の楽曲を作り、毎年開催している吹奏楽・器楽フェスティバルのフィナーレを飾る出演者全員による
合同演奏においてこの曲を演奏する。

1月26日

14
東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催記念「特別給食」の実施

学校給食課
月一回程度、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会参加国の料理を学校給食で提供する。
その内容を毎月の献立表や給食だよりで報告する。

随時

15 ビームライフル体験教室
生涯学習・ス
ポーツ課

本市は射撃の競技会場となることから、機運を高め、スポーツの普及発展を目的として、ビームライ
フル体験教室を実施する。
本年は7月のビームライフル全国大会と合わせて、一般向けのビームライフル体験会を開催し射撃
を観るだけでなく実際に体験し楽しんでいただくことで、射撃の認知向上に繋げる。

7月
13・14・15日

16

文化祭、芸術文化展、市民芸
能まつり等、各種事業に冠をつ
けて事業実施（東京2020参画
プログラムの推進）

生涯学習・ス
ポーツ課

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、機運を高め、オリンピック憲章の「スポーツを
文化と教育と融合させること」に基き、文化の普及発展を目的とする。朝霞市文化協会等の協力をい
ただいて、朝霞市文化祭、朝霞市芸能まつり、朝霞芸術文化展等で冠を付し、また、各事業内で文
化・芸術体験や特別イベントを開催する。

通年

機運醸
成・文
化教育

2



平成３１年度　朝霞市オリンピック・パラリンピック関連事業一覧（ソフト事業） 資料３－１

Ｎｏ． 支援部会 担当課 事業内容 実施時期事業名

17
市民体育祭でオリンピック・パラ
リンピック関連事業

生涯学習・ス
ポーツ課

オリンピアン・パラリンピアンを招くなどして、オリンピック・パラリンピックに関するアトラクションを実
施する。関係機関・関係団体と連携を図り、市民がスポーツ・健康だけでなく地域での交流や参加者
同士の親睦を深め、さらに東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運情勢を図る。

10月

18 誰でもＯＫ　記録を破れ！
生涯学習・ス
ポーツ課

市内小中学生及び一般市民を対象に陸上競技場の個人開放枠を活用し、５０ｍ又は１００ｍの自己
ベスト更新を狙う。平成29・30年度は本市出身の土井杏奈選手も参加。

11月

19 新規 茶道によるおもてなし
生涯学習・ス
ポーツ課

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会により、競技選手ほか多様な国の方々が市に来訪す
ることを見込み、市内の茶道家や陶芸家などの協力を得て、来訪者をお茶席によりもてなし、また、
茶道に用いる茶器をお土産として用意し、外国の方に日本の伝統文化に触れ親しんでもらう機会の
一助となるよう事業を実施する。

随時

20 子ども大学あさか
生涯学習・ス
ポーツ課

次代を担う子どもたちの共生社会の実現を目指し、暮らしの中における人と人との再構築を図るた
めに、学校や地域で活動する団体等の協力を得て、子ども大学を実施している。平成３１年度では、
アスリートを講師としてお迎えし、オリンピック・パラリンピックに関する講座を実施する。

5月・１１月

21 新規 夏休み親子陶芸教室
生涯学習・ス
ポーツ課

夏休みに親子が共に作陶することで、子どもの自由な発想を促進するとともに親子の絆を深める。ま
た、優れた美術作品を鑑賞し、本物の芸術に触れる機会を設けるため実施する。

7月・8月

22
人権問題講演会、市民人権教
育研修会等、社会人権教育事
業

生涯学習・ス
ポーツ課

人権問題に関する正しい理解を深め、能動的にあらゆる差別に対処する指導者の育成を期待する
とともに、様々な人権問題を題材に、一人ひとりの人権の大切さを学び、人権意識の一層の向上を
図るため実施する。

6月～8月

23 放課後子ども教室
生涯学習・ス
ポーツ課

安心安全な子どもの活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共にスポーツ・文化
活動・地域の方々との交流活動等の取組を推進することを目的とし実施する。

9月～3月

24 ウォークラリー大会
生涯学習・ス
ポーツ課

道路の一部のみが書かれた地図（コマ図）を見ながら設定されたコースを歩き、時間とクイズ得点で
順位を決めるウォーキングゲームを行う。

4月

25
四半的弓道教室（市民スポーツ
教室）

生涯学習・ス
ポーツ課

スポーツ振興と市民の健康増進を図るため、年齢を問わず、誰にでも簡単にできるニュースポーツ
の四半的弓道教室を行う。

8月・2月

26
ミニテニス教室（小学生スポー
ツ教室）

生涯学習・ス
ポーツ課

小学生がスポーツに親しめるように、ミニテニス教室を行う。 7月

27
なぎなた教室（小学生スポーツ
教室）

生涯学習・ス
ポーツ課

小学生がスポーツに親しめるように、なぎなた教室を行う。 8月

機運醸
成・文
化教育

3



平成３１年度　朝霞市オリンピック・パラリンピック関連事業一覧（ソフト事業） 資料３－１

Ｎｏ． 支援部会 担当課 事業内容 実施時期事業名

28
コーディネーショントレーニング
教室
（小学生スポーツ教室）

生涯学習・ス
ポーツ課

小学生がスポーツに親しめるようにコーディネーショントレーニング教室を行う。 6月・11月

29 ロードレース大会
生涯学習・ス
ポーツ課

持久走の普及と体力の向上を図るため、小学生、中学生、親子、一般、壮年の各男女によるタイム
レースとして大会を行う。

11月

30
パラリンピアンによる講演とパ
ラ競技体験

中央公民館
パラリンピアンを講師とする講座を開催することにより、オリンピック・パラリンピックの機運の醸成を
図るとともに、人権に対する正しい理解と認識を深めることを目的とする。人権教育講座の一環とし
て、パラリンピアンによる講演と競技体験を実施する。

調整中

31
オリンピック選手スポーツ体験
教室

文化・スポーツ
振興公社事業

自衛隊体育学校を会場に、オリンピアンをはじめとするコーチや監督が講師となって、小学生を対象
にオリンピック競技の体験教室を実施する。

調整中

32
商店会連携フラッグおもてなし
事業

商工会事業
市内全商店会を対象に取り付け可能な街路灯に射撃会場市であることをPRするフラッグを設置し、
市内全体でオリンピックパラリンピックを盛り上げる。

未定

33 新規 都市ボランティア事業
オリンピック・パ
ラリンピック室

射撃会場に係る都市ボランティアの支部事務局として下記に取り組む。
・事前ボランティア体験　①彩夏祭、②オリ１年前、③パラ１年前、④その他
・ボランティア研修など

7月～8月

34 新規 地元ボランティア事業
オリンピック・パ
ラリンピック室

会場市として来場者におもてなしをするため、地元ボランティア事業に取り組む。 通年

35 新規
宿泊施設、ごみ集積所、商店の
ごみ捨て場の多言語表示

資源リサイクル
課

オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、ごみ捨て禁止、ごみの持ち帰り、ごみの分別などの
チラシや看板を設置し、来訪された外国人への周知を図る。

2月

36 新規 打ち水イベントの開催 環境推進課
開催地のおもてなしとして、市民等の協力を得ながら暑さ対策のため打ち水イベントを実施し、駅前
の商業振興と、地域の一体感の醸成を図ることを目的とする。

8月

ボラン
ティア

環境美
化

機運醸
成・文
化教育

4



平成３１年度　朝霞市オリンピック・パラリンピック関連事業一覧（ソフト事業） 資料３－１

Ｎｏ． 支援部会 担当課 事業内容 実施時期事業名

37 新規
シティ・プロモーション事業（観
光情報マップ）

シティ・プロモー
ション課

射撃の競技会場に足を運んでいただいた方がその足で市内を観光できるよう、開催時期に合わせて
市の魅力が感じられるような観光情報マップを発行する。
配布場所：朝霞駅周辺、ライブサイト、競技会場周辺など

3月

38 新規
オリンピック・パラリンピックバリ
アフリー工事補助金交付事業

産業振興課

飲食業や小売業をはじめとする中小店舗が、店舗のバリアフリー化に向けたリフォームを行う際に、
補助金を交付する事業を実施する。障害福祉課と連携し、福祉と産業振興、それぞれの観点を踏ま
えて実施していく。
補助金額／対象工事費のうち３分の２（限度額５０万円）
対象事業／手すり、スロープの設置、トイレの様式化、自動ドアの設置等

5月

39 新規
オリンピック・パラリンピックバリ
アフリー物品購入等補助金交
付事業

障害福祉課

飲食業や小売業をはじめとする中小店舗が、障害者差別解消法に基づく合理的配慮を目的としたコ
ミュニケーションツールの作成や障害のある人に配慮した物品の購入を行う際に補助金を交付する
事業を実施する。産業振興課と連携し、福祉と産業振興、それぞれの観点を踏まえて実施していく。
補助金額／
対象物品購入費・印刷製本費のうち①の事業は５万円以内（限度額）、②の事業は１０万円以内（限
度額）
対象事業／①コミュニケーションツールの作成
　　　　　　　（点字メニュー、メニュー等の音声訳、コミュニケーションボードの作成等）
　　　　　　　②物品の購入（折りたたみ式スロープの購入、筆談ボードの購入等）

5月

輸送・
多言語
対応
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平成３１年度　朝霞市オリンピック・パラリンピック関連事業一覧（ハード事業） 資料３－２

Ｎｏ． 支援部会 事業名 担当課 事業内容 実施時期

1
朝霞駅南口案内板の多言語対応化
改修

シティ・プロモー
ション課

射撃競技を観戦に来られた方に対して、競技会場までの道のりや市内の移動をスムーズ
にご案内するため、朝霞駅南口に設置されている既存の案内板についてポータルサイトを
利用した多言語対応化を実施する。

10月

2
道路案内標識及び地点名標識の多
言語化

まちづくり推進
課

日本語が分からない外国人の方が円滑に移動し、安心して快適に滞在できる都市環境を
目指すため、朝霞駅から競技会場までの市で想定するまち歩きルートについて、道路案内
標識及び地点名標識を多言語対応化する。

10月～

3 アクセスルートのバリアフリー化 道路整備課

朝霞駅から競技会場までの市で想定するまち歩きルートについて、高齢者や障害者、子
育て世代まで幅広い来訪者に対応するため、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ
て、歩道等のバリアフリー化を行う。
・工事個所…市道８号線、市道１０００号線

10月～

4
朝霞中央公園トイレ等バリアフリー
改修

みどり公園課
朝霞駅から競技会場までの市で想定するまち歩きルートについて、高齢者や障害者、子
育て世代まで幅広い来訪者に対応するため、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ
て、誰もが快適に利用できるトイレの改修を行う。

10月～

5 正面駐車場トイレバリアフリー改修 財産管理課
朝霞駅から競技会場までの市で想定するまち歩きルートについて、高齢者や障害者、子
育て世代まで幅広い来訪者に対応するため、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ
て、誰もが快適に利用できるトイレの改修を行う。

10月～

輸送・
多言語
対応

1



平成３１年度　朝霞市オリンピック・パラリンピック関連事業一覧（ハード事業） 資料３－２

Ｎｏ． 支援部会 事業名 担当課 事業内容 実施時期

6 庁舎本館１階トイレバリアフリー改修 財産管理課
朝霞駅から競技会場までの市で想定するまち歩きルートについて、高齢者や障害者、子
育て世代まで幅広い来訪者に対応するため、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ
て、誰もが快適に利用できるトイレの改修を行う。

10月～

7
中央公民館トイレ等バリアフリー改
修

中央公民館
朝霞駅から競技会場までの市で想定するまち歩きルートについて、高齢者や障害者、子
育て世代まで幅広い来訪者に対応するため、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ
て、誰もが快適に利用できるトイレの改修を行う。

10月～

8
北朝霞駅公衆トイレバリアフリー改
修

道路整備課
本市に多くの来訪者が見込まれているため、高齢者や障害者、子育て世代まで幅広い来
訪者に対応するためユニバーサルデザインの考え方を取り入れて、誰もが快適に利用で
きるトイレの改修を行う。

10月～

輸送・
多言語
対応
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