
 

第１３回朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会 

ボランティア部会 

 

次 第 

 

 

令和３年４月２２日（木） 

午前１０時００分～午前１１時３０分 

朝霞市中央公民館・コミュニティセンター 

１階 展示ギャラリー 

 

 

１ 開 会 

 

２ 副部会長の選任 

 

３ 議 事 

（１）大会関連情報について（報告事項） 

（２）おもてなしボランティア活動マニュアル等について（審議事項） 

（３）おもてなしボランティア説明会及び振り返り交流会の概要（審議事項） 

（４）都市ボランティアの運営について（報告事項） 

（５）その他 

 

４ 閉 会 
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１ 東京２０２０大会の開催概要 

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 2021 年 7 月 23 日（金）～8 月 8 日（日） 2021 年 8 月 24 日（火）～9 月 5 日（日） 

競技数 33 競技 339 種目 22 競技 540 種目 

参加選手数 約 11,000 人 約 4,400 人 

 

２ 射撃の開催概要 

会場 陸上自衛隊朝霞訓練場 （所在地 埼玉県新座市新塚） 

 オリンピック 射撃 パラリンピック 射撃 

実施種目 

15 種目（男子 6 種目、女子 6 種目、 

混合 3 種目） 

① ライフル・ピストル（10 種目） 

・50ｍライフル 3 姿勢個人（男子／女子） 

・25ｍラピッドファイアピストル個人（男子） 

・25ｍピストル個人（女子） 

・10ｍエアライフル（男子／女子／混合） 

・10ｍエアピストル（男子／女子／混合） 

② クレー（5 種目） 

・トラップ（男子／女子／混合） 

・スキート（男子／女子） 

 

13 種目（男子 3 種目、女子 3 種目、 

混合 7 種目） 

・10ｍエアライフル立射 SH1（男子／女子） 

・10ｍエアライフル立射 SH2（混合） 

・50ｍライフル 3 姿勢 SH1（男子／女子） 

・50ｍライフル伏射 SH1（混合） 

・50ｍライフル伏射 SH2（混合） 

・10ｍエアライフル伏射 SH1（混合） 

・10ｍエアライフル伏射 SH2（混合） 

・10ｍエアピストル SH1（男子／女子） 

・25ｍピストル SH1（混合） 

・25ｍピストル SH2（混合） 

※クレー種目なし 

選手数 約 350 人 約 150 人 

競技期間 

ライフル：2021 年 7 月 24 日（土） 

          ～8 月 2 日（月） 

クレー ：2021 年 7 月 25 日（日） 

          ～７月 31 日（土） 

ライフル：2021 年 8 月 30 日（月） 

          ～9 月 5 日（日） 

 

 

座席数 

（収容人数） 

ライフル：3,200 席 

クレー ：3,000 席 
ライフルのみ：3,200 席 

補足：射撃は県内で唯一のパラリンピック競技の開催となる。 

射撃のテストイベントは 2021 年５月 17 日（月）～21 日（金）で開催予定。 

朝霞市で開催する大会公式イベント 資料１－１ 
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３ 聖火リレーの開催概要 

オリンピック聖火リレー 

 実施日程  ：2021 年 3 月 25 日（木）～7 月 23 日（金） ※121 日間 

ルート   ：福島県のナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジでグランドスタートを実 

施し、復興の歩みを進める被災地をはじめとする全国 47 都道府県を通過する。 

聖火ランナー：約 1 万人 

 

パラリンピック聖火リレー  

実施日程  ：2021 年 8 月 12 日（木）～8 月 24 日（火） ※13 日間 

ルート   ：聖火は 2021 年８月 12 日から全都道府県で採火され、聖火リレーはパラリンピッ 

ク競技の開催会場自治体である静岡県・千葉県・埼玉県・東京都を通過する。 

聖火ランナー：約 1,000 人 

 

朝霞市での聖火リレー開催概要 

オリンピック聖火リレー   朝霞市通過予定日 2021 年 7 月 6 日（火） 

  ルートは和光市・朝霞市・新座市を結ぶ区間 4．5ｋｍ 

  朝霞市区域は２．８ｋｍ 

 

パラリンピック聖火リレー  朝霞市通過予定日 2021 年 8 月 19 日（木） 

及び出立式    ルートは朝霞駅から朝霞中央公園陸上競技場を結ぶ区間１．８ｋｍ 

      出立式の会場は朝霞中央公園陸上競技場 

 

補足：オリンピックとパラリンピックの両方の聖火リレーが通過するのは本市が県内で唯一となる。 

      出立式とは埼玉県内を巡った聖火を東京都に送り出すセレモニーのこと。 

出立式の開催は県内で唯一となる。 

 

４ 東京２０２０ライブサイトの開催概要 

内容 大型スクリーンによる競技観戦（パブリックビューイング）など（無料、出入り自由） 

日程 2021 年 8 月 28 日（土）～９月５日（日）  会場 朝霞市立総合体育館 

 

補足：パラリンピック期間中に東京２０２０ライブサイトを開催するのは本市が県内で唯一となる。 

 

５ パラリンピック事前キャンプの練習場所提供の概要 

内容 マレーシア国パラリンピック選手団※による陸上競技の練習場所の提供 

   選手・コーチ等 8～10 名程度の予定 

   ※埼玉県三芳町は、マレーシアのパラリンピック委員会と同国パラリンピック選手団の大会直

前キャンプの受け入れなどに関する協定を締結している。 

日程 2021 年 8 月 9 日（月）～8 月 16 日（日）（予定）  会場 朝霞市中央公園陸上競技場 



機運醸成・文化教育部会の取組について 

 

(１)朝霞市おもてなしイベントの実施 

 

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

で射撃の会場となる朝霞市では、朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会

支援実行委員会と協力し、大会の来訪者及び市民に向けて「日本らしさ」や「朝

霞らしさ」が感じられるおもてなしを行い、大会の機運醸成を図るとともに朝霞

市の魅力を発信することを目的とします。 

 

開催期間 ２０２１年７月３１日(土)・８月１日（日）午前１０時～午後６時 

 

場  所 朝霞駅南口駅前広場・シンボルロード・朝霞市立総合体育館 

 

実施内容 ①朝霞駅南口駅前広場 

・大型装飾（フォトスポット等）・パフォーマンス・BGM・飾花 

・実行委員会団体及び一般募集団体による展示 

 

②イベント装飾エリア（シンボルロード：市役所前広場） 

・大会関連の装飾  

 

③出展エリア(シンボルロード：北口広場～中央広場) 

・飲食店等の出店※朝霞市商工会の主催  

 

④ステージエリア(シンボルロード) 

・実行委員会団体及び一般募集団体によるパフォーマンス  

 

⑤出展エリア(総合体育館駐車場) 

・実行委員会団体及び一般募集団体による出展 

・復興支援ブース・都市間交流ブース  

 

⑥競技体験エリア(総合体育館) 

・競技体験 

 

⑦その他 

・装飾(子どもおもてなし事業)(シンボルロード等) 

・世界の児童画展・過去大会展示(中央公民館・コミュニティセンター) 

 

 

 

 

資料１－２ 
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(２)子どもおもてなし事業の実施 

 

目  的 作品を制作する過程で東京 2020大会について考えることや、作品が大会期間中

に掲出されることにより、大会に関わった思い出を残すことを目的とする。 

 

内  容 大会期間中に本市を来訪される観客や市民におもてなしを行うため、オリンピ

ック・パラリンピックをテーマとした作品を制作していただき、集まった作品を

東京 2020大会期間中にシンボルロード等に飾る。 

 

実施内容 ①絵画募集 

内容：小学生に絵画の募集を行う。(希望制) 

対象：市内小学校１０校(全児童) 

計画：４月下旬 全校児童へ作品募集のちらしを配布 

５月末 作品提出締め切り・回収 

    

②ペットボトル風鈴制作 

内容：児童館利用者にペットボトルで風鈴を制作していただく。 

対象：市内児童館６館(利用者) 

作品数：２４０個程度(各館４０個) 

計画：４月 企画の検討 

６月 企画実施・作品回収 

 

③公式ライセンスグッズ塗り絵の実施 

内容：幼稚園児に公式ライセンスグッズである塗り絵に色を塗ってもらう。 

対象：市内幼稚園８園(年長クラス) 

作品数：４０冊程度(１園５冊) 

計画：４月 グッズの配布 

６月 作品回収 

 

④フラワーレーンプロジェクト 

内容：保育園児にあさがおを育成していただく。 

対象：市内保育園：１１園 公設９園 公設民営２園 

作品数：３３０鉢(１園３０鉢) 

計画：４月 鉢植えセットの配布(配送業者から保育園へ直接配送) 

６月 作品回収 
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ピック競技大会関連事業を紹介します

更新日：2021年3月31日更新

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、令和２年度、本市において実施し

た取組を紹介します。

オリンピック・パラリンピック関連事業の一部は、埼玉県ふるさと創造資金の補助を受けています。

令和２年度オリンピック・パラリンピック関連事業

事業名 事業内容

1

カウントダウンカ

レンダー再点灯

４月１日（水曜

日）

東京２０２０大会の新日程が決定したことにともない、カウントダウ

ンボードの数字の切り替えを行いました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

2 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

通年

月一回程度、東京オリンピック・パラリンピック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しました。(平成２９年度

９月より実施)

溝沼・浜崎・栄町学校給食センターによる実施年間10回

・朝霞第四小学校自校式給食による実施 年間21回

・朝霞第五小学校自校式給食による実施 年間8回

問／学校給食課 Tel048-451-0370

1/11ページ令和２年度に実施した朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業を紹介...
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事業名 事業内容

3

公用封筒デザイン

印刷

通年

東京2020大会のエンブレム等を入れた公用封筒を作成し、本市が射撃

の会場市であることを周知しました。

問／人権庶務課 Tel048-463-1738

4

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

通年

飲食業や小売業をはじめとする中小店舗が、店舗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しました。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

しています。

実施期間／令和元年度から令和３年度までの３年間

対象工事／店舗等のバリアフリー工事(床の段差解消、和式便器から洋

式便器への交換工事、手すり設置工事、通路拡張工事、開き戸から引

き戸への交換工事など)

補助金額／対象工事費のうち３分の２（限度額50万円）

問／産業振興課 Tel048-463-1903

5

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

通年

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

しました。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ます。

実施期間／令和元年度から令和３年度までの３年間

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）

補助金額／対象物品購入費・印刷製本費のうち８０／１００

(1)の事業の限度額は5万円、(2)の事業の限度額は10万円

問／障害福祉課 Tel048-463-1599

6 「東京2020大会

PR展示コーナー」

を設置

通年

大会の周知や機運醸成を図るため、朝霞市役所正面玄関入口のスペー

スに「東京2020大会PR展示コーナー」を設置し、東京2020大会に関す

る情報や、市のイベント等の情報を発信する場として活用していま

す。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

2/11ページ令和２年度に実施した朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業を紹介...

2021/04/08https://www.city.asaka.lg.jp/site/olympic/2020-jgyou.html

DPWS957
四角形

DPWS957
四角形



事業名 事業内容

7

射撃競技マンガ広

報掲載事業

通年

射撃の認知度向上のため、射撃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、広報あさかの令和２年５月号と令和３年３月号に掲載

しました。なお、本事業は射撃会場市の朝霞市・和光市・新座市の共

同事業です。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

8

コカ·コーラ ボト

ラーズジャパン株

式会社から飲料等

の寄贈

５月２８日（木曜

日）

コカ·コーラ ボトラーズジャパン株式会社から、新型コロナウィルスの

感染拡大の中で奮闘している医師や看護師ら医療関係者などを支援し

ようと、東京２０２０大会の射撃会場関連市である朝霞市、和光市、

新座市に、「コカ·コーラ」スリムボトル 埼玉デザインなどの飲料６，

０００本が寄贈されました。朝霞地区医師会を通じて同会に加盟する

医療機関へ配布しました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

9

朝霞市役所の電話

保留音を朝霞市オ

リジナル曲切り替

え

７月２２日（水曜

日）

令和元年に東京2020オリンピック・パラリンピックの射撃の会場とな

ることを記念して制作した朝霞市オリジナル曲「夏の夢の始まりに」

を、朝霞市役所本庁舎の電話保留音に切り替えました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

10 都市ボランティア

運営リハーサル
大会期間中に観戦にいらっしゃる多くのお客様をお迎えするため、埼

玉県の「都市ボランティア」の活動を想定して運営計画に基づく都市
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事業名 事業内容

７月２９日（水曜

日）

ボランティア運営リハーサルを実施しました。

運営リハーサルでは、受付の想定としてフェイスシールドやマスクを

着用し、ボランティアの検温を行ったほか、活動場所で誘導の流れな

どを確認しました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

11

市営仲町住宅入居

者募集のしおりへ

の掲載

7月～8月

射撃会場市として、競技のPRと東京2020オリンピック・パラリンピッ

クの周知をし、機運を高めることを目的として、市営仲町住宅入居者

募集のしおりの裏表紙に広告を掲載しました。

問／開発建築課 Tel048-423-3854

12 【応援企画！夏の

夢の始まりに】第

１弾 ～夢の舞台

へ再び！土井杏南

選手～

９月

本市にゆかりがあり東京2020大会出場と活躍を目指す土井杏南選手

（陸上短距離）を応援し、市民と一体となって東京２０２０大会を盛

り上げるため、市⾧対談を実施し、動画を制作しました。

≪土井杏南選手（陸上短距離）プロフィール≫

朝霞市立第一中学校出身

日本航空株式会社・アスリート社員

(主な実績)2012年ロンドンオリンピック競技大会(4x100ｍリレー出場)

2019年第67回全日本実業団対抗(100ｍ優勝)

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801
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事業名 事業内容

13

【応援企画！夏の

夢の始まりに】第

２弾 ～世界に挑

む日本の司令塔！

本橋菜子選手～

９月

本市にゆかりがあり東京2020大会出場と活躍を目指す本橋菜子選手

（女子バスケットボール）を応援し、市民と一体となって東京

２０２０大会を盛り上げるため、市⾧対談を実施し、動画を制作しま

した。

≪本橋菜子選手（女子バスケットボール）プロフィール≫

朝霞市立第六小学校出身(朝霞台ユニオンズ出身)

東京羽田ヴィッキーズ所属

(主な実績)2018年日本代表初選出、FIBA女子ワールドカップ9位

2019年FIBA女子アジアカップ優勝・大会ＭＶＰ獲得

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

14

放課後子ども教室

９月～令和３年３

月

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ながら、

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て実施しました。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年よりも募

集定員を縮減して行いました（定員１５名）。

参加人数：１小（劇あそび） １４人、３小（国語・算数） ９人、

４小（バランスボール） １４人

５小（工作教室） １４人、７小（書道） １４人、１０小（科学あ

そび） １４人 計 ７９人

問／生涯学習・スポーツ課 Tel048-463-2920
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事業名 事業内容

15 JFAこころのプロ

ジェクト

１０月～１２月

現役／OB／OGのスポーツ選手が、「夢先生」として、オンラインを通

して自らの体験を伝えることで、「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」について、

子供達に考えさせる授業を実施しました。

実施校：第六小学校、第七小学校 対象：小学５年生クラス

問／教育指導課 Tel048-463-2884

16

【応援企画！夏の

夢の始まりに】

第３弾・第４弾 

～自衛隊体育学校

選手インタ

ビュー！～

１０月～１１月

本市にゆかりがある選手を応援し、市民と一体となって東京2020大会

を盛り上げるため、自衛隊体育学校の東京2020オリンピック出場内定

選手にインタビューを実施しました。

第３弾インタビュー選手（４名）

松本崇志選手（射撃）・並木月海選手（ボクシング）

成松大介選手（ボクシング）・乙黒圭祐選手（レスリング）

第４弾インタビュー選手（４名）

浜田尚里選手（柔道） ・岩元勝平選手（近代五種）

松下桃太郎選手（カヌー） ・藤嶋大規選手（カヌー）

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

17 ASAKA STREET 

TERRCEでの出展

１０月２４日（土

曜日）

市役所通りからシンボルロードまで朝霞市内及び近隣地域の飲食店や

活動家が出展するイベント「ASAKA STREET TERRACE」に、オリパ

ラ室もオリンピック・パラリンピックPRブースの出展と東京２０２０

大会に纏わるアンケートを実施しました。

≪アンケート結果≫

Ｑ１ 東京２０２０大会で射撃が陸上自衛隊朝霞訓練場で行われるこ

とを知っている ９０％

Ｑ２ 埼玉県内でのパラリンピック競技は、射撃のみであることを

知っている ４１％

Ｑ３ オリンピックとパラリンピックの聖火リレーが朝霞市を通過予

定であることを知っている ５３％

Ｑ４ パラリンピック期間中に東京２０２０ライブサイトが朝霞市で

行われることを知っている。 ７％

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801
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事業名 事業内容

18

朝霞市オリンピッ

ク・パラリンピッ

ク競技大会支援計

画・実施計画の改

正

11月

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、平

成30年７月に朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援計

画・実施計画としてまとめました。

東京2020大会の１年延期に伴い、令和２年11月に本計画を改正しまし

た。

感染症対策など大会組織委員会の動向を注視するとともに、改めて大

会に向けた準備を進めていきます。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

19

「第５回ノル

ディックウォーク

健康増進フェス

タ」オリパラPR

ブースの出展

１１月８日（日曜

日）

ＮＰＯ法人ノルディックあさかが主催するイベント「第５回ノル

ディックウォーク健康増進フェスタ」（イベント参加者２５０名）

に、オリパラ室はオリンピック・パラリンピックPRブースの出展と東

京２０２０大会に纏わるアンケートを実施しました。

≪アンケート結果≫

Ｑ１ 東京２０２０大会で射撃が陸上自衛隊朝霞訓練場で行われるこ

とを知っている ８０％

Ｑ２ 埼玉県内でのパラリンピック競技は、射撃のみであることを

知っている ７０％

Ｑ３ オリンピックとパラリンピックの聖火リレーが朝霞市を通過予

定であることを知っている ７５％

Ｑ４ パラリンピック期間中に東京２０２０ライブサイトが朝霞市で

行われることを知っている。 ３５％

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801
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事業名 事業内容

20 オリンピック聖火

リレートーチ巡回

展示

１１月１８日(水曜

日)

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、東京2020

オリンピック聖火リレートーチの巡回展示が県内各地で開催されまし

た。

朝霞市では令和２年11月18日水曜日に総合体育館１階ホールで展示を

行い、７００名ほどの方にお越しいただきました。

また、朝霞市の聖火ランナーである奥野湖々奈さんと戸田悠音さんに

もお越しいただきました。

当日は東京２０２０オリンピック聖火リレートーチの展示のほか、

１９６４年東京オリンピックの当時の写真や、その時に実際に使われ

たトーチの展示なども行いました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

21

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

１１月２５日（水

曜日）

公民館人権教育講座として、今年度は「思いやり」をテーマに、相手

への思いやりの大切さについて講座を実施しました。

参加者：５０人

講師：森田美佐子さん （「癌で妊婦で４５歳です」の著者）

問／生涯学習・スポーツ課 Tel048-463-2920

22 秋のきれいなまち

づくり運動

１１月２９日（日

曜日）

「きれいなまちづくり運動」に参加していただいた市内自治会・町内

会等にオリンピック・パラリンピックのポリ袋を配布し、市内の清掃

活動を行いました。

参加者：８８団体、２０，８５７人

問／環境推進課 Tel048-463-1504
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事業名 事業内容

23

朝霞市おもてなし

ボランティア研修

動画の配信

１２月２３日（水

曜日）

市独自の「朝霞市おもてなしボランティア」事業の中で、令和２年度

のボランティアへの説明会の開催が困難な状況であることから、活動

内容や感染症対策などを説明するため、研修動画を配信しました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

24

【応援企画！夏の

夢の始まりに】第

６弾 ～朝霞で

ぎゅっと！パラリ

ンピック～

１月

県内唯一の東京2020パラリンピック競技大会の射撃の会場市である朝

霞市では、パラリンピアン田口亜希さんとアイドル猪狩ともかさんを

お招きして、東京2020パラリンピックや共生社会をテーマとする市⾧

との対談とバリアフリー散策をしていただきました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

25 新座市国際交流員

による訪問授業
東京２０２０大会において、ブラジルのホストタウンに登録され、同

国オリンピック選手団の事前キャンプ地に指定されている新座市で国
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事業名 事業内容

令和３年１月１３

日（水曜日）

際交流員を務めているブラジル人グスタヴォ・ラモスさんが朝霞市立

朝霞第一小学校で訪問授業を行いました。

授業では、「ブラジルを知ろう！」をテーマに、ブラジルの歴史や地

理、国名の由来、動植物の特徴、電車内での日本人とブラジル人の行

動など両国の文化の違いなどをお話ししていただきました。

授業を受けた子どもたちからは「ブラジルの景色がきれいで行ってみ

たいと思った」「日本とブラジルの民族の話や日本の文化との違いが

分かった」「ブラジルのことをもっと知りたいと思った」など、様々

な感想がありました。

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801

26

【応援企画！夏の

夢の始まりに】第

５弾 ～パラ・パ

ワーリフティング

を知ろう！～

２月

本市在住で東京2020大会出場と活躍を目指す石原正治選手（パラ・パ

ワーリフティング）を応援し、市民と一体となって東京２０２０大会

を盛り上げるため、競技のことなどを伺い、動画を作成しました。

≪石原正治選手（パラ・パワーリフティング）プロフィール≫

オリンパス テルモバイオマテリアル株式会社所属

2020年 第3回パラ・パワーリフティングチャレンジカップ京都 97kg

級 149kg 準優勝

20１９年 2019ヌルスルタン世界選手権 出場

問／オリンピック・パラリンピック室 Tel048-462-0801
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資料２－１ 議事２おもてなしボランティア活動マニュアル等について 
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はじめに 

 

１年延期となった東京２０２０オリンピッパラリンピック競技大会（以下、「東京２０２０

大会」という。）も、いよいよ開会まで近づいてまいりました。 

朝霞市おもてなしボランティアの皆さんは、大会期間中のボランティア活動を楽しみにして

いることと思います。 

朝霞市おもてなしボランティアは、本市にお越しになるお客様をお迎えするにあたり、市民

や学生の皆さんに、ボランティアとしてオリンピック・パラリンピックに参加していただき、

市全体で東京２０２０大会を盛り上げたいと考え、取り組むものです。 

是非とも東京２０２０大会をきっかけとして、皆さんがボランティアに興味を持ち、引き続

き、身近な地域でのボランティア活動に繋げていただけることを期待しております。 
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第１章 活動内容 

 

朝霞市おもてなしボランティアの皆さんに活動いただく活動内容は、次の（１）～（３）に

なります。 

６月に行う活動希望調査により、活動日や活動場所を決定します。活動可能な日程、時間帯

などをお聞きする予定であり、できるだけ色々な活動内容をしていただけるように配慮したい

と考えています。詳細は事務局からの通知（６月上旬予定）をご確認ください。 

なお、活動内容は、東京２０２０大会の開催状況や感染症の流行状況などにより、今後記載

内容から変更になる場合があります。その場合は、活動当日の受付などでお伝えします。 

 

 

朝霞市おもてなしボランティア 活動内容 

（１） 射撃観戦客へのおもてなし 

① シャトルバスへの歓迎 

② 朝霞台駅周辺のおもてなし【学生ボランティア】 

③ 熱中症対策グッズの配布 

（２） 朝霞市おもてなしイベント運営補助 

① イベント本部補助 

② 朝霞駅南口駅前広場ステージ 

③ 競技体験コーナー 

④ シンボルロードステージ 

⑤ 清掃イベント 

⑥ 打ち水イベント 

（３） オリンピック・パラリンピック聖火リレー 

① オリンピック聖火リレー 

② パラリンピック聖火リレー 
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（１）射撃観戦客へのおもてなし 

 

①  シャトルバスの歓迎 

活動内容 大会期間中、朝霞駅から射撃会場にシャトルバスに乗って向

かうお客様に対して、歓迎の意を持って、横断幕や小旗など

によるおもてなしを行います。 

活動期間 オリンピック射撃期間のうち土日 

 2021年７月 24日（土）、25日（日）、31日（土）、

８月１日（日） 

パラリンピック射撃期間のうち土日 

 2021年９月４日（土）、５日（日） 

活動時間 午前７時頃～９時頃の１時間３０分程度 

※具体的な活動時間はシャトルバスの運行時間帯に合わせ

て決定します。目安の時間帯とお考えください。 

集合場所 朝霞市中央公民館・コミュニティセンター 

活動場所 集合場所から 300メートルほどの広沢の池周辺（歩道） 

募集人数 活動期間内で 96名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 
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②  朝霞台駅周辺のおもてなし【学生ボランティア】 

※②は、十文字学園女子大学、東洋大学を通じて応募くださった「学生ボランティア」

に行っていただく活動です。 

活動内容 大会期間中、東武東上線朝霞台駅を利用するお客様に対し

て、乗り換え案内や、お手伝いが必要な方のサポートのおも

てなしを行います。 

活動期間 オリンピック射撃期間 

 2021年７月 24日（土）～８月２日（月） 

パラリンピック射撃期間 

 2021年８月 30日（月）～９月５日（日） 

活動時間 午前６時３０分頃～１０時３０分頃の２時間～４時間程度 

※具体的な活動時間はシャトルバスの運行時間帯に合わせ

て決定します。目安の時間帯とお考えください。 

集合場所 朝霞台出張所 

活動場所 朝霞台駅周辺 

募集人数 活動期間内で 68名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 
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③ 熱中症対策グッズの配布 

活動内容 射撃観戦や大会関連イベントにお越しになったお客様に対

して、熱中症対策グッズを配布するおもてなしを行います。 

活動期間 オリンピック聖火リレー 

 2021年７月６日（火） 

オリンピック射撃期間のうち土日 

 2021年７月 24日（土）、25日（日）、31日（土）、

８月１日（日） 

パラリンピック聖火リレー 

 2021年８月 19日（木） 

パラリンピック射撃期間のうち土日 

 2021年９月４日（土）、５日（日） 

活動時間 午前７時頃～９時頃の１時間３０分程度 

※具体的な活動時間はシャトルバスの運行時間帯に合わせ

て決定します。目安の時間帯とお考えください。 

集合場所 朝霞駅南口駅前広場 

活動場所 朝霞駅南口駅前広場 

募集人数 活動期間内で 48名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 

資料２－１ 

（当日修正） 
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（２）朝霞市おもてなしイベント運営補助 

 

① イベント本部補助 

活動内容 朝霞市おもてなしイベント本部において、運営補助を行いま

す。 

活動期間 朝霞市おもてなしイベント開催日 

 2021年７月 31日（土）、８月１日（日） 

活動時間 第１ローテ 午前８時～正午の４時間 

第２ローテ 正午～午後４時の４時間 

第３ローテ 午後４時～午後８時の４時間 

集合場所 朝霞市立総合体育館 

活動場所 本部及びイベント会場内 

募集人数 活動期間内で 48名 

集合場所、活動場所 

 

活動場所 

イベント会場 

・ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞ 

・総合体育館 

・朝霞駅南口

駅前広場 
集合場所 

活動場所 
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② 朝霞駅南口駅前広場ステージ 

活動内容 朝霞市おもてなしイベント内で開催する朝霞駅南口駅前広

場ステージにおいて、運営補助を行います。 

活動期間 朝霞市おもてなしイベント開催日 

 2021年７月 31日（土）、８月１日（日） 

活動時間 午前７時～午前 10時の３時間 

集合場所 朝霞駅南口駅前広場 

活動場所 朝霞駅南口駅前広場ステージ周辺 

募集人数 活動期間内で 12名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 
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③  競技体験コーナー 

活動内容 朝霞市おもてなしイベント内で開催する競技体験コーナー

において、運営補助を行います。 

活動期間 朝霞市おもてなしイベント開催日 

 2021年７月 31日（土）、８月１日（日） 

活動時間 第１ローテ 午前１０時～午後２時の４時間 

第２ローテ 午後２時～午後６時の４時間 

集合場所 朝霞市立総合体育館 

活動場所 朝霞市立総合体育館メインアリーナ 

募集人数 活動期間内で 112名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 
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④  シンボルロードステージ 

活動内容 朝霞市おもてなしイベント内で開催するシンボルロードス

テージにおいて、運営補助を行います。 

活動期間 朝霞市おもてなしイベント開催日 

 2021年７月 31日（土）、８月１日（日） 

活動時間 第１ローテ 午前１０時～午後２時の４時間 

第２ローテ 午後２時～午後６時の４時間 

集合場所 シンボルロード 

活動場所 シンボルロードステージ周辺 

募集人数 活動期間内で 24名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 

ステージ 
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⑤  清掃イベント 

活動内容 朝霞市おもてなしイベント内で開催する清掃イベントにお

いて、運営補助を行います。 

活動期間 朝霞市おもてなしイベント開催日 

 2021年７月 31日（土）、８月１日（日） 

活動時間 第１ローテ 正午～午後３時の３時間 

第２ローテ 午後３時～午後６時の３時間 

集合場所 シンボルロード 

活動場所 シンボルロードステージ周辺 

募集人数 活動期間内で 32名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 

ステージ 
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⑥ 打ち水イベント 

活動内容 朝霞市おもてなしイベント内で開催する打ち水イベントに

おいて、運営補助を行います。 

活動期間 朝霞市おもてなしイベント開催日のうち、 

 2021年７月 31日（土） 

活動時間 午後３時～午後６時 30分の３時間 30分 

集合場所 シンボルロード 

活動場所 シンボルロードステージ周辺 

募集人数 活動期間内で８名 

集合場所、活動場所 

 

集合場所 

活動場所 

ステージ 
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（３）オリンピック・パラリンピック聖火リレー 

 

①  オリンピック聖火リレー 

活動内容 朝霞市を通過するオリンピック聖火リレーにおいて、沿道の

整理などを行います。 

活動期間 オリンピック聖火リレー朝霞市通過日 

 2021年７月６日（火） 

活動時間 午前 10時～午後２時の４時間 

※今後変更になる場合があります。また、活動場所により解

散時間が異なります。 

集合場所 朝霞市立総合体育館、栄町市民センター、フタバスポーツ 

活動場所 聖火リレーのルート沿道 

募集人数 活動期間内で 242名 

集合場所、活動場所 
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②  パラリンピック聖火リレー 

活動内容 朝霞市を通過するパラリンピック聖火リレーにおいて、沿道

での誘導に関する活動を行います。 

活動期間 パラリンピック聖火リレー朝霞市通過日 

 2021年８月 19日（木） 

活動時間 午後４時～午後９時の５時間 

※今後変更になる場合があります。また、活動場所により解

散時間が異なります。 

集合場所 中央公民館・コミュニティセンター 

活動場所 聖火リレーのルート沿道 

募集人数 活動期間内で 90名 

集合場所、活動場所 
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＜参考 活動内容・活動期間・活動人数＞ 

活動内容 活動期間 活動人数 

（１）射撃観戦客へのおもてなし 

① シャトルバスの歓迎 
射撃期間中の土日 

６日間 
96人 

② 朝霞台駅周辺のおもてなし 
射撃期間全日 

17日間 
68人 

③ 熱中症対策グッズの配布 
射撃期間・聖火リレー期

間 ８日間 
48人 

（２）朝霞市おもてなしイベント運営補助 

① イベント本部補助 

７月 31日(土)、 

８月１日(日) 

２日間 

48人 

② 朝霞駅南口駅前広場ステージ 12人 

③ 競技体験コーナー 112人 

④ シンボルロードステージ 24人 

⑤ 清掃イベント 32人 

⑥ 打ち水イベント ７月 31日(土) ８人 

（３）オリンピック・パラリンピック聖火リレー 

① オリンピック聖火リレー ７月６日(火) 242人 

② パラリンピック聖火リレー ８月 19日(木) 90人 

計 780人 
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第２章 活動にあたって 

 

朝霞市おもてなしボランティアでは、次のような活動の心構えや活動ルールなどを定めてい

ます。 

 ボランティアの皆さんがお互い気持ちよく活動するため、また、安全・安心に活動するため

に定めたものになりますので、ご確認をお願いします。 

（１）活動の３つの心構え 

 

①  自分自身が楽しむこと 

ボランティアの皆さんご自身が活動を楽しむことが、来場者の高揚感、楽しい気持ちに繋が

り、「おもてなし」になります。 

 

②  マスクでも『笑顔』でいること 

マスクをしていても笑顔でいることは来場者など周りの人に伝わります。「おもてなし」の

表情やジェスチャーを意識して活動してください。 

 

③  ボランティア同士の絆を大切にすること 

ボランティア活動はチームワークが大事です。話しやすい雰囲気作りと居心地の良い空間作

りをお互い意識しましょう。 
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（２）活動ルール 

 

①  活動日数 

・各ボランティアの活動日数は、原則２日になります。 

・活動日は６月に行う希望日調査により決定し、原則、変更は受け付けることはできません。

活動日の決定後、ご本人のやむを得ない事情で参加できない場合は欠席とし、代わりの活

動日の調整は行いませんのでご了承ください。 

 

② 活動単位 

・活動単位は１チーム当たり６人～８人程度とし、活動内容などに応じて設定します。 

 

③ 活動時間 

・活動時間は集合から解散まで２時間～４時間程度とし、活動内容などに応じて設定します。 

・活動する時間帯は、多くの来場者が見込まれる射撃競技会場への行きの時間帯や、関連イベ

ント（聖火リレーを含む）の開催日時を中心に活動いただきます。 

 

④ 活動に当たって 

・各チームに運営スタッフを配置します。ボランティアの皆さんは集合から活動、解散まで運

営スタッフの指示に従ってください。 

・現地集合、現地解散を基本とします。活動できる服装でお越しください。 

・徒歩や公共交通機関で現地にお越しください。自転車で来る場合、中央公民館・コミュニテ

ィセンターの駐輪場に駐輪することができます。なお、駐車場の用意はありません。 
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⑤ 活動時の服装 

・活動時の服装は、必ず活動ユニフォーム及びスタッフ証を着用してください。その他は動き

やすい服装と履きなれた運動靴でお願いします。 

・スタッフ証には、コミュニケーションを取りやすくするために、ご自身のお名前（ニックネ

ーム可）を事前に書いてください。 

・活動時に帽子を着用することは可能です。ただし、帽子は大会パートナーへの配慮からアシ

ックス社製以外のメーカー名が目立つものは避けていただくようお願いします。 

・活動時の水分補給は積極的に行ってください。水筒などをご持参ください。 

・雨天の場合も、基本的には活動します。その場合、傘あるいは雨合羽での活動になりますの

で、各自でご用意ください。荒天の場合は活動中止の連絡をします。 

・当日の持ち物、活動時の服装については、ハンドブック（小さい冊子、カラー）にイラスト

入りで説明をしています。参考にしてください。 

 

（３）感染防止、健康管理 

 

・ボランティアの皆さんは活動 14日前から活動前日まで「体調チェックシート」を記入し、

ご自身の体調確認を行ってください。後日、事務局等から提出をお願いする場合がありま

すので、活動終了後しばらくの間は保管しておいてください。 

・活動日当日は、自宅で検温を行い、「健康観察申告書」を記入のうえ受付でご提出ください。

受付時にも検温を行います。 

・活動日当日、37.5度以上の発熱など風邪の症状がある場合、活動をお控えください。「健

康観察申告書」の項目のうち、１つでも項目に該当した場合は、活動することができませ

ん。参集はせずに事務局にご連絡をお願いします。 
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・原則として、活動時にはマスクを着用してください。感覚過敏やアトピー性皮膚炎などマス

ク着用が困難な場合は、事前にお申し出の上、マスクの代わりにフェイスシールドで代替

することが可能です。 

・活動時には、ボランティア同士あるいはボランティアと来場者とのソーシャルディスタンス

の確保にご協力をお願いします。 

・活動中いつでも手指消毒ができるよう、ボランティアの皆さんに携帯用アルコール消毒液を

配付します。必要な時にご使用ください。 

 

（４）感染が判明した場合等の対応 

 

・ご本人が新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合や感染の疑いがある場合（濃厚接

触を含む）は、感染の時期等について事務局にご連絡をお願いします。 

・ご本人が感染者となった場合、保健所の指導の下、社会復帰が可能と判断されるまで、ボラ

ンティア活動を停止させていただきます。 

・活動後 14日以内に、感染が判明した場合や感染の疑いがある場合についても、事務局にご

連絡をお願いします。 

・同居のご家族等で感染者が発生した場合や発熱など風邪の症状がある場合、ご本人のボラン

ティア参加を停止させていただく可能性があるため、事務局にご連絡をお願いします。 
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（５）欠席等の連絡や緊急時の連絡 

 

・次のような場合、ボランティアの皆さんは事務局にご連絡をお願いします。 

① ご本人が新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合や感染の疑いがある場合（濃厚

接触を含む） 

② 同居のご家族等で感染者が発生した場合や発熱など風邪の症状がある場合 

③ 欠席、遅刻、連絡先の変更があった場合 

④ ハラスメントなどのトラブルがあった場合 

⑤ その他、緊急時等の場合 

 

連絡先 おもてなしボランティア事務局 

     事前 地域づくり支援課   ０４８－４６３－２６４５ 

     当日 本部（中央公民館内） 未定 

 

 

・活動当日までにボランティア保険に加入してください。社会福祉協議会で加入手続きをする

ことができます。万が一、活動中にご自身がケガをしてしまった場合などは、加入手続き

をした社会福祉協議会に連絡してください。詳細はボランティア保険の案内等をご確認く

ださい。 

  

参考 朝霞市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

              ０４８－４８６－２４８５ 

   開所時間 ８：３０～１７：１５（月～土）※日、祝祭日休み 

   ※朝霞市以外の社会福祉協議会で加入いただいても構いません。 
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（６）注意事項 

 

・広報や記録などに使用するため、活動や説明会などの様子を撮影させていただきます。 

・ボランティアの皆さんが活動の様子やユニフォーム等の写真、動画などをＳＮＳに掲載する

場合は、次のルールを守り、不適切な内容とならないよう十分なご配慮をお願いします。 

 

   朝霞市おもてなしボランティア ＳＮＳルール 

１．活動中の投稿禁止 

２．個人情報への配慮 

３．大会パートナー企業以外の商品などが写らない配慮 

 

・活動時などに取材の依頼があった場合は、近くの運営スタッフにお知らせください。 

・活動中などに体調不良になった場合や困ったことがある場合は、近くの運営スタッフにお知

らせください。 

・荒天や地震など緊急時には、自身の安全を最優先し、運営スタッフの指示に従ってください。 

・活動に当たっては、集合時間など時間厳守でお願いします。 

・ごみは各自で持ち帰っていただくようお願いします。 

・貴重品や荷物は、ご自身で管理してください。 

・活動ユニフォームの転売、譲渡は禁止させていただきます。 

・活動に関連して知り得た個人情報、機密情報その他一切の情報を開示、遺漏しないようにし

てください。 
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第３章 今後のスケジュール 

 

朝霞市おもてなしボランティアに関する今後のスケジュールは次のとおりです。 

大会終了後、振り返り交流会の開催を予定しています。 

また、彩夏祭でのボランティア活動のご案内を予定していますので、ご興味ある方は是非

ともご参加ください。 

 

 

朝霞市おもてなしボランティア スケジュール 

６月上旬     【全員】活動希望日調査 

  下旬     【全員】活動日決定通知 

７月 ６日（火） 【各自活動】オリンピック聖火リレー 

７月２４日（土） 【各自活動】オリンピック射撃 

～８月２日（月） 

７月３１日（土）、８月１日（日） 【各自活動】朝霞市おもてなしイベント 

８月１９日（木） 【各自活動】パラリンピック聖火リレー 

８月３０日（月） 【各自活動】パラリンピック射撃 

 ～９月 ５日（日） 

１０月 ２日（土）、３日（日） 【任意活動】彩夏祭 

１１月６日（土） 【全員】振り返り交流会 

 

活動可能な日程、時間帯などをお聞

きする予定です。詳細は後日届く事務

局からの通知をご確認ください。 

詳細は事務局からの通知を

ご確認ください。 
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参考データ 

 

■朝霞市で開催される東京２０２０大会公式イベント 

 

１ 射撃の開催概要 

会場 陸上自衛隊朝霞訓練場 （所在地 埼玉県新座市新塚） 

 オリンピック 射撃 パラリンピック 射撃 

実施種目 

15種目（男子 6種目、女子 6種目、 

混合 3種目） 

① ライフル・ピストル（10種目） 

・50ｍライフル 3 姿勢個人（男子

／女子） 

・25ｍラピッドファイアピストル個

人（男子） 

・25ｍピストル個人（女子） 

・10ｍエアライフル（男子／女子／

混合） 

・10ｍエアピストル（男子／女子／

混合） 

② クレー（5種目） 

・トラップ（男子／女子／混合） 

・スキート（男子／女子） 

 

13種目（男子 3種目、女子 3種目、 

混合 7種目） 

・10ｍエアライフル立射 SH1（男子

／女子） 

・10ｍエアライフル立射 SH2（混合） 

・50ｍライフル 3姿勢 SH1（男子／

女子） 

・50ｍライフル伏射 SH1（混合） 

・50ｍライフル伏射 SH2（混合） 

・10ｍエアライフル伏射 SH1（混合） 

・10ｍエアライフル伏射 SH2（混合） 

・10ｍエアピストル SH1（男子／女

子） 

・25ｍピストル SH1（混合） 

・25ｍピストル SH2（混合） 

※クレー種目なし 

選手数 約 350人 約 150人 

競技期間 

ライフル：2021年 7月 24日（土） 

        ～8月 2日（月） 

クレー ：2021年 7月 25日（日） 

        ～７月 31日（土） 

ライフル：2021年 8月 30日（月） 

         ～9月 5日（日） 

 

 

座席数 

（収容人数） 

ライフル：3,200席 

クレー ：3,000席 
ライフルのみ：3,200席 

※射撃は県内で唯一のパラリンピック競技の開催となる。 
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２ 朝霞市での聖火リレー開催概要 

 

オリンピック聖火リレー        朝霞市通過予定日 2021年 7月 6日（火） 

   ルートは和光市・朝霞市・新座市を結ぶ区間 

 4．5ｋｍ 

 

パラリンピック聖火リレー及び出立式  朝霞市通過予定日 2021年 8月 19日（木） 

 ルートは朝霞駅から朝霞中央公園陸上競技

場を結ぶ区間１．８ｋｍ 

        出立式の会場は朝霞中央公園陸上競技場 

 

※オリンピックとパラリンピックの両方の聖火リレーが通過するのは本市が県内で唯一と

なる。 

 出立式とは埼玉県内を巡った聖火を東京都に送り出すセレモニーのこと。 

出立式の開催は県内で唯一となる。 

 

３ 東京２０２０ライブサイトの開催概要 

 

内容 大型スクリーンによる競技観戦（パブリックビューイング）など 

（無料、出入り自由） 

日程 2021年 8月 28日（土）～９月５日（日） 会場 朝霞市立総合体育館 

 

※パラリンピック期間中に東京２０２０ライブサイトを開催するのは本市が県内で唯一と

なる。 

 

４ パラリンピック事前キャンプの練習場所提供の概要 

 

内容 マレーシア国パラリンピック選手団※による陸上競技の練習場所の提供 

   選手・コーチ等 8～10名程度の予定 

   ※埼玉県三芳町は、マレーシアのパラリンピック委員会と同国パラリンピック選

手団の大会直前キャンプの受け入れなどに関する協定を締結している。 

日程 2021年 8月 9日（月）～8月 16日（日）（予定） 

会場 朝霞市中央公園陸上競技場 
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■朝霞市おもてなしイベント 概要 

 

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

で射撃の会場となる朝霞市では、朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会

支援実行委員会と協力し、大会の来訪者及び市民に向けて「日本らしさ」や「朝

霞らしさ」が感じられるおもてなしを行い、大会の機運醸成を図るとともに朝霞

市の魅力を発信することを目的とします。 

 

主催 朝霞市・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 

 

開催期間 2021年 7月 31日(土)・8月 1日（日）午前１０時～午後 6時 

 

場所 朝霞駅南口駅前広場・シンボルロード・朝霞市立総合体育館 

 

内容 (１)朝霞駅南口駅前広場 

      ・大型装飾（フォトスポット等）・パフォーマンス・BGM・飾花 

・実行委員会団体及び一般募集団体による展示 

 

(２)イベント装飾エリア（シンボルロード：市役所前広場） 

  ・大会関連の装飾  

 

(３)出展エリア(シンボルロード：北口広場～中央広場) 

  ・飲食店等の出店 ※朝霞市商工会の主催 

 

(４)ステージエリア(シンボルロード) 

  ・実行委員会団体及び一般募集団体によるパフォーマンス 

 

(５)出展エリア(総合体育館駐車場) 

  ・実行委員会団体及び一般募集団体による出展 

 ・復興支援ブース・都市間交流ブース 

 

(６)競技体験エリア(総合体育館) 

  ・競技体験 

 

(７)その他 

  ・装飾(子どもおもてなし事業)(シンボルロード等) 

  ・世界の児童画展・過去大会展示(中央公民館・コミュニティセンター) 
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議事２おもてなしボランティア活動マニュアル等について 

朝霞市おもてなしボランティアの運営体制（案） 

 

（１）各役割の所掌事務 

① 本部・支部（ボランティア部会） 

・開催判断に係る事務 

・各活動場所の全体の統括 

・欠席などの連絡対応 

・事故などの対応 

・備品管理 

・学生ボランティア活動における支部対応（朝霞台出張所） 

 

② ボランティア部会の運営スタッフ 

・ボランティア１チームにつき、原則、運営スタッフ（市応援職員）１人を配置する。 

・運営スタッフの役割は、ボランティアの集合～活動～解散、備品の配布、本部との

連絡、事故等の初期対応などとする。 

 

③ ボランティア部会以外の運営スタッフ 

・それぞれの部会（機運醸成・文化教育部会、環境・美化部会）が対応する。 

 

参考 各役割のイメージ 
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（２）役割分担 

 

役割 分担 
本部・支部 

必要人数 

本部（一般ボランティア・学

生ボランティア） 

場所：中央公民館 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ室、地域

づくり支援課、福祉相談課、

政策企画課、 

朝霞市社会福祉協議会、 

朝霞地区保護司会朝霞支部、 

Ａ.Ｉ.Ｓ.、 

メイあさかセンター 

１日あたり３人 

※シフトを組み、

左記の団体から

交代で対応 

支部（学生ボランティア） 

場所：朝霞台出張所 

朝霞市社会福祉協議会、 

十文字学園女子大学、 

東洋大学 

１日あたり１人 

※シフトを組み、

左記の団体から

交代で対応 

運 営 ス

タッフ 

ボラ部会運営活

動 

市応援職員 ― 

ボラ部会以外 機運醸成・文化教育部会、 

環境・美化部会 

― 

 

※本部・支部の運営は、ボランティア部会の各団体、交代で対応することとします。 

詳細は次のページ参照。 

 

参考 

オリンピック・パラリンピック室 １９日間 

地域づくり支援課         ８日間 

政策企画課            ６日間 

福祉相談課            ５日間 

朝霞市社会福祉協議会      １１日間 

朝霞地区保護司会         ５日間 

Ａ.Ｉ.Ｓ.             ５日間 

メイあさかセンター        ５日間 

十文字学園女子大学        ６日間 

東洋大学             ６日間 



おもてなしボランティア応援担当表（ボランティア部会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年４月９日現在

日程 開始 終了 担当 集合場所 団体、部署

1 ７月６日（火） 9:30 ～ 14:30 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

2 ７月６日（火） 9:30 ～ 14:30 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

3 ７月６日（火） 9:30 ～ 14:30 本部 コミュニティセンター 朝霞市社会福祉協議会

4 ７月６日（火） 9:30 ～ 14:30 本部 コミュニティセンター 朝霞地区保護司会

5 ７月２４日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

6 ７月２４日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

7 ７月２４日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞市社会福祉協議会

8 ７月２４日（土） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 東洋大学

9 ７月２５日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

10 ７月２５日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 政策企画課

11 ７月２５日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞地区保護司会

12 ７月２５日（日） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 十文字学園女子大学

13 ７月２６日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

14 ７月２６日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 福祉相談課

15 ７月２６日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター ＡＩＳ

16 ７月２６日（月） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 朝霞市社会福祉協議会

17 ７月２７日（火） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

18 ７月２７日（火） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

19 ７月２７日（火） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター メイあさかセンター

20 ７月２７日（火） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 東洋大学

21 ７月２８日（水） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

22 ７月２８日（水） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 政策企画課

23 ７月２８日（水） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞市社会福祉協議会

24 ７月２８日（水） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 十文字学園女子大学

25 ７月２９日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

26 ７月２９日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 福祉相談課

27 ７月２９日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞地区保護司会

28 ７月２９日（木） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 朝霞市社会福祉協議会

29 ７月３０日（金） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

30 ７月３０日（金） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

31 ７月３０日（金） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター ＡＩＳ

32 ７月３０日（金） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 東洋大学

33 ７月３１日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

34 ７月３１日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 政策企画課

35 ７月３１日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター メイあさかセンター

36 ７月３１日（土） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 十文字学園女子大学

37 ８月１日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

38 ８月１日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 福祉相談課

39 ８月１日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞市社会福祉協議会

40 ８月１日（日） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 朝霞市社会福祉協議会



おもてなしボランティア応援担当表（ボランティア部会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年４月９日現在

日程 開始 終了 担当 集合場所 団体、部署

41 ８月２日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

42 ８月２日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

43 ８月２日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞地区保護司会

44 ８月２日（月） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 東洋大学

45 ８月１９日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

46 ８月１９日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

47 ８月１９日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター ＡＩＳ

48 ８月１９日（木） 6:30 ～ 10:30 支部 コミュニティセンター メイあさかセンター

49 ８月３０日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

50 ８月３０日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 政策企画課

51 ８月３０日（月） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター ＡＩＳ

52 ８月３０日（月） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 十文字学園女子大学

53 ８月３１日（火） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

54 ８月３１日（火） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 福祉相談課

55 ８月３１日（火） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター メイあさかセンター

56 ８月３１日（火） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 朝霞市社会福祉協議会

57 ９月１日（水） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

58 ９月１日（水） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

59 ９月１日（水） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞市社会福祉協議会

60 ９月１日（水） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 東洋大学

61 ９月２日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

62 ９月２日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 政策企画課

63 ９月２日（木） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞地区保護司会

64 ９月２日（木） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 十文字学園女子大学

65 ９月３日（金） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

66 ９月３日（金） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 福祉相談課

67 ９月３日（金） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター ＡＩＳ

68 ９月３日（金） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 朝霞市社会福祉協議会

69 ９月４日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

70 ９月４日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 地域づくり支援課

71 ９月４日（土） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター メイあさかセンター

72 ９月４日（土） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 東洋大学

73 ９月５日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター オリンピック・パラリンピック室

74 ９月５日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 政策企画課

75 ９月５日（日） 6:00 ～ 11:00 本部 コミュニティセンター 朝霞市社会福祉協議会

76 ９月５日（日） 6:30 ～ 10:30 支部 朝霞台出張所 十文字学園女子大学



 

議事２おもてなしボランティア活動マニュアル等について 

朝霞市おもてなしボランティア意向確認の回答状況 

令和３年４月１４日現在 

 

                   （単位：人） 

 一般 

ボランティア 

学生ボランティア 
計 

十文字学園 東洋大学 

継続 ３５３ ９ ２３ ３８５ 

辞退 １７０ ３２ ２８ ２３０ 

未回答 ２ １ ７ １０ 

計 ５２５ ４２ ５８ ６２５ 

※ 辞退は、今回の意向確認での辞退者以外にこれまでの辞退者を含む。 

※ 辞退した理由・新型コロナウイルス感染症に対する不安があるため 

      ・開催延期による就職、進学、進級のため など 

 

【参考】 

令和３年３月 ８日   意向確認メールの送信 

３月１８日   意向確認の締め切り 

    ３月１９日以降 意向確認の未返事の方への連絡（メール、電話） 

  ４月 ５日   意向確認の未返事の方へ郵送による確認実施 
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議事３朝霞市おもてなしボランティア説明会及び振り返り交流会の概要 

朝霞市おもてなしボランティア等のスケジュール 

 

令和３年（２０２１年） 

４月２２日（木） ボランティア部会 

５月２１日（金） おもてなしボランティア説明会① 

５月２２日（土） おもてなしボランティア説明会② 

６月 ４日（金） 都市ボランティア実地研修・リーダー研修① 

６月 ５日（土） 都市ボランティア実地研修・リーダー研修②、③ 

６月 ６日（日） 都市ボランティア実地研修・リーダー研修④ 

６月上旬   活動日希望調査 

６月下旬     活動シフト完成 

７月～９月 本市で開催される東京２０２０大会公式イベント 

オリンピック聖火リレー ７月 ６日（火） 

オリンピック射撃  ７月２４日（土）～８月２日（日） 

パラリンピック聖火リレー ８月１９日（木） 

パラリンピック射撃  ８月３０日（月）～９月５日（日） 

１０月中旬    ボランティア部会 

１１月６日（土） 振り返り交流会 

 

※東洋大学、十文字学園女子大学の学生ボランティア説明会等は別途調整 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、日程や開催方法が変更に

なる場合あり 
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朝霞市おもてなしボランティア説明会 概要 

開催概要  

 日 時：第１回 令和３年５月２１日（金）午後３時 ～  ７時 

     第２回 令和３年５月２２日（土）午前９時 ～ １１時 

 会 場：朝霞市民会館 ホール及びホワイエ 

 内 容：（１）活動マニュアルや今後のスケジュールなどの説明（動画） 

     （２）ボランティア保険の加入手続き 

     （３）活動ユニフォーム等の配付 

     （４）機運醸成コーナー 

     （５）質問コーナー 

     ※感染症対策から長時間・大人数での密集を避けるため、開催日を２日

間とし、開催時間内でいつでも来ることが可能とする。 

※（１）の動画は開催時間中、ホールで繰り返し放映し、出入り自由と

する。また、動画はユーチューブの限定公開にし、自宅等で観ること

を可能にする。 

配付資料：活動マニュアル、ハンドブック、名札、携帯消毒液、活動ユニフォーム 

レイアウト 
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体制 

項目 必要人数 内容 

（１）説明（ホール） １人 パソコン操作、舞台管理など 

（２）ボランティア保険加入手続き 社協 保険に係る記入～手続き対応 

（３）活動ユニフォーム等の配付 ３人 受付（保険加入確認）、配付 

（４）機運醸成コーナー １人 写真撮影（振り返り交流会用） 

（５）質問コーナー ２人 会場案内、誘導含む 

計 ７人＋社協  

 

※ 開催２日間、７人＋社協が必要になることから、次のような協力をお願いします。 

また、（２）は社協に協力をお願いします。 

市役所職員（オリパラ室２人、部会２人）４人 

Ａ.Ｉ.Ｓ.               １人 

朝霞地区保護司会           １人 

メイあさかセンター          １人 

計                  ７人 

 

学生ボランティア 

〇十文字学園女子大学 

 大学構内で説明会の開催２回を予定。５月下旬～６月上旬で日程調整。 

 参加できない場合、朝霞市民会館の説明会に参加いただくか、各自でボランティア

保険に加入のうえ市役所地域づくり支援課の窓口にお越しいただく。 

〇東洋大学 

 複数のキャンパスに在籍しており、大学構内での説明会の開催は困難であることか

ら、朝霞市民会館の説明会に参加いただくか、各自でボランティア保険に加入のう

え市役所地域づくり支援課の窓口にお越しいただく。 
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朝霞市おもてなしボランティア振り返り交流会 概要 

 

開催概要  

 日 時：第１回 令和３年１１月６日（土）午前９時 ～ １０時 

     第２回 同日         午前１０時３０分 ～ １１時３０分 

     第３回 同日         午後１時 ～ ２時 

 会 場：朝霞市中央公民館・コミュニティセンター ３階ホール 

 内 容：（１）大会期間中の活動の振り返り 

     ：活動の様子の写真など 

     （２）地域のボランティア紹介 

        ：ボランティア部会の団体や、市の市民活動支援ステーションの紹

介のほか、市のイベントなどで活動する登録制度の案内 

 

     ※感染症対策から長時間・大人数での密集を避けるため、３回に分け、

分散して開催する。 
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議事４ 都市ボランティアの運営について 

朝霞市都市ボランティア運営計画（抜粋） 

令和３年４月現在 

１ 活動日・活動時間 

・ボランティアの活動日はオリンピック・パラリンピック射撃開催日であるほか、射撃開催がなく東

京２０２０ライブサイトのみ開催の期間も実施する。 

・活動時間は、シャトルバスの運行時間等を考慮している。 

 

オリンピック 

射撃開催日 競技時間 ボランティア活動時間 ローテーション数 

7月 24日（土） 8:30-16:30 6:00-19:00 ２ 

7月 25日（日） 9:00-16:30 6:00-19:00 ２ 

7月 26日（月） 9:00-17:15 6:00-19:00 ２ 

7月 27日（火） 9:00-16:30 6:00-19:00 ２ 

7月 28日（水） 9:00-16:00 6:00-19:00 ２ 

7月 29日（木） 9:00-16:55 6:00-19:00 ２ 

7月 30日（金） 9:00-15:00 6:00-18:00 ２ 

7月 31日（土） 9:00-17:10 6:00-19:00 ３ 

8月 1日（日） 8:30-13:15 6:00-19:00 ３ 

8月 2日（月） 8:30-18:00 6:00-20:00 ２ 

 

東京２０２０ライブサイト 

開催日 開催時間 ボランティア活動時間 ローテーション数 

8月 28日（土） 

～9月 5日（日） 

10:00-18:00 10:00-19:00 ２ 

※９月４日(土)、

５(日)のみ３ 

 

パラリンピック 

射撃開催日 競技時間 ボランティア活動時間 ローテーション数 

8月 30日（月） 8:30-16:45 6:00-19:00 ２ 

8月 31日（火） 9:30-15:35 7:00-19:00 ２ 

9月 1日（水） 9:30-14:45 7:00-19:00 ２ 

9月 2日（木） 8:45-16:45 6:00-19:00 ２ 

9月 3日（金） 9:30-16:30 7:00-19:00 ２ 

9月 4日（土） 9:30-15:45 7:00-19:00 ３ 

9月 5日（日） 9:30-12:30 7:00-19:00 ３ 

 

資料４－１ 
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２ 配置人数 

（１）ローテーションの回数 ４２回 

内訳・オリンピック期間 １０日間 ２２回 

     ・パラリンピック期間 東京２０２０ライブサイトのみ ２日間 ４回 

                射撃開催＋東京２０２０ライブサイト ７日間 １８回 

（２）配置人数 延べ２，２００名 

内訳①・オリンピック期間  １，１８４名 

   ・パラリンピック期間 １，０１６名 

内訳②・リーダー        ２２０名 

   ・語学専門（英語）    ３５６名 

・語学専門（英語以外）  ２２０名 

・一般        １，４０４名 

 

  



3 

 

３ 活動場所【Ａ～Ｆ６箇所】 
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参考：スケジュール別１ローテーション当たりの配置 

第１ローテーション 

 オリンピック射

撃開催 7/24～8/2 

ライブサイトのみ 

8/28・8/29 

パラリンピック

射撃開催 8/30～

9/5 

朝霞駅エリア Ａ 交差点付近 ○  ○ 

Ｂ 朝霞駅改札付近 ○  ○ 

シャトルバス

歓送迎 

Ｃ バスルート①    

Ｄ バスルート②    

シンボルロー

ドエリア 

Ｅ 自転車パトロール ○  ○ 

Ｆ ライブサイト    

チーム数 計 ３チーム ０チーム ３チーム 

第２ローテーション 

 オリンピック射

撃開催 7/24～8/2 

ライブサイトのみ 

8/28・8/29 

パラリンピック

射撃開催 8/30～

9/5 

朝霞駅エリア Ａ 交差点付近    

Ｂ 朝霞駅改札付近  〇  

シャトルバス

歓送迎 

Ｃ バスルート①    

Ｄ バスルート②    

シンボルロー

ドエリア 

Ｅ 自転車パトロール    

Ｆ ライブサイト  ○  

チーム数 計 ０チーム ２チーム ０チーム 

第３ローテーション 

 オリンピック射

撃開催 7/24～8/2 

ライブサイトのみ 

8/28・8/29 

パラリンピック

射撃開催 8/30～

9/5 

朝霞駅エリア Ａ 交差点付近 ○ 〇 ○ 

Ｂ 朝霞駅改札付近 ○  ○ 

シャトルバス

歓送迎 

Ｃ バスルート① 〇  〇 

Ｄ バスルート② 〇   

シンボルロー

ドエリア 

Ｅ 自転車パトロール ○  ○ 

Ｆ ライブサイト  ○ ○ 

チーム数 計 ５チーム ２チーム ５チーム 

※おもてなしイベント開催日（７月３１日、８月１日）及び東京２０２０ライブサイト開催期間の土日（９

月４日、５日）は、終日の往来が見込まれることから、ローテーション数を３（第１～３ローテ）とする。 
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４ 活動内容 

４－１ 朝霞駅エリア【２チーム】 

Ａ 朝霞駅南口交差点付近  ※ライブサイトのみ期間も実施 

・案内ブース（インフォメーション） 

・シャトルバス乗り場案内、関連イベント案内、観光情報マップ配布等 

・外国人含む来場者対応 

Ａ イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 朝霞駅改札付近 

・シャトルバス乗り場案内、関連イベント案内、観光情報マップ配布等 

・外国人含む来場者対応 

Ｂ イメージ 
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４－２ シンボルロード周辺エリア【２チーム】 

Ｃ・Ｄ シャトルバス歓送迎 

・朝霞駅～射撃会場を行き来するシャトルバスに向かって、手を振る、小旗を振るなどにより

歓送迎の実施 

Ｃ・Ｄイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ シンボルロード周辺エリア【２チーム】 

Ｅ 暑さ対策自転車パトロール 

・中央公民館を起点に東武ストア交差点から射撃会場までの区間を自転車でパトロール 

・緊急時には１１９番あるいは１１０番対応 

Ｅイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ 東京２０２０ライブサイト会場周辺 

・ライブサイト会場案内、関連イベント案内等 

 


