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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称
第１１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 機運醸成・文化教育部会

開 催 日 時
令和３年４月２２日（木）午後３時３０分から

午後４時３４分まで

開 催 場 所 中央公民館・コミュニティセンター ３階ホール

出 席 者

委員２３人

高橋委員、塩見委員、青木委員、蕪木委員、藤田委

員、栗原委員、伊藤委員、武田委員、内田委員（部会

長）、東委員、宮地委員、森委員、小南委員、菊島委

員（部会庶務）、渡邉委員、高市委員、鍋島委員、

西内委員、二河委員（副部会長）、花岡委員、齋藤委

員、菅委員、荻原委員

欠席５人

鴨下委員、大竹委員、相澤委員、小野委員、新井委員

部会庶務担当課１人

西田生涯学習・スポーツ課係長

事務局４人

宮村市長公室長、堀川市長公室参事兼オリンピック・

パラリンピック室長、石野同室室長補佐、池田同室主

事

会 議 内 容 別紙のとおり

会 議 資 料 別紙のとおり

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 委員全員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者 ０人
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第１１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 機運醸成・文化教育部会

令和３年４月２２日（木）

午 後 ３ 時 ３ ０ 分 か ら

午 後 ４ 時 ３ ４ 分 ま で

中央公民館・コミュニティセンター

３ 階 ホ ー ル

１ 開 会

２ 議 事

（１） 大会関連情報（報告事項）

（２） 朝霞市おもてなしイベントの名称について（審議事項）

（３） 朝霞市おもてなしイベントの選考について（審議事項）

（４） 機運醸成・文化教育部会の取組について（報告事項）

（５） その他

３ 閉 会

資料一覧

・次第

・委員名簿

・資料１－１ 朝霞市で開催する大会公式イベント

・資料１－２ 令和２年度に実施したオリパラ事業一覧

・資料２－１ 朝霞市おもてなしイベントの選考方法について

・資料２－２ 朝霞市おもてなしイベントの応募状況について

・資料３－１ 朝霞市おもてなしイベントの名称について

・資料４－１ 機運醸成・文化教育部会の取組について

・「聖火リレーの交通規制等の周知」のちらし

・「小学生絵画募集」のちらし
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

◎１ 開会

○部会庶務・菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長

定刻となりましたので、第１１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機運醸

成・文化教育部会を開始いたします。

初めに、資料の確認をお願いします。

事前にお送りしておりますものが、「次第」、「資料１－１ 朝霞市で開催する大会公式イベン

ト」、「資料１－２ 令和２年度に実施したオリパラ事業一覧」、「資料２－１ 朝霞市おもてなしイ

ベントの選考方法について」、「資料３－１ 朝霞市おもてなしイベントの名称について」、「資料４

－１ 機運醸成・文化教育部会の取組について」。

当日配付資料として、「次第（当日差替）」、「資料２－２ 朝霞市おもてなしイベントの応募状況

について」、「委員名簿」、「聖火リレーの交通規制等の周知」のちらし、「小学生絵画募集」のちら

し、「みんなの絵でおもてなし」と書いてあるものを席に配付させていただいております。

御確認いただきまして、不足しているものがございましたら、お知らせいただけますでしょう

か。

よろしいでしょうか。

次に、議事に入る前に委員の変更がございますので、御紹介させていただきます。

埼玉県立朝霞高等学校の鈴木委員から、本日は御欠席されておりますが大竹委員に、埼玉県南西

部地域振興センターの加来委員から森委員に、障害福祉課の古瀬委員から西内委員に、文化財課の

赤澤委員から齋藤委員に、それから、私、生涯学習・スポーツ課長の菊島でございます。前任の高

田課長から変更になっております。

変更となりました委員の皆様におかれましては、庁内の委員に関しては任命書を、庁外の委員の

皆様につきましては委嘱書をお渡しさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、宮村市長公室長からあいさつを申し上げます。

○宮村市長公室長

皆さん、こんにちは。

市長公室長の宮村と申します。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会は、感染症の世界的な広がりにより、昨年

３月に１年延期となりましたが、７月の大会開催まで残り３か月に迫ろうとしております。聖火リ
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レーは、３月２５日に福島をスタートし、一部で公道を走れない地区もございますが、順調に聖火

がつながれているところでございます。

さて、委員の皆様におかれましては、本日まで１１回もの会議を重ね、多大な御協力をいただい

たことを厚くお礼を申し上げます。

機運醸成・文化教育部会では、大会期間中のおもてなしイベントを中心に検討し、現在、広報あ

さかなどを通じて募集を行っております。大会本番に向けて、本日はイベントの名称などについて

御審議いただきたいと存じます。

終わりになりますが、委員の皆様におかれましては、大会が終了するまで変わらぬ御理解、御協

力をお願い申し上げ、私からのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○部会庶務・菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長

ありがとうございました。

それでは、議事に入ります。

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６条の規定により、議

長は部会長が当たることとなっております。本支援部会の部会長であります内田委員にお願いいた

します。

○内田部会長

皆さん、こんにちは。

公務がお忙しい中、宮村市長公室長におかれましては、参加していただきましてありがとうござ

います。皆様におかれましても、コロナもなかなか終息しない中、これだけの皆様にお集まりいた

だいたことに感謝申し上げます。ありがとうございます。

それでは、このような時期なのでスムーズに会議を進めていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします。

議事に入る前に、本部会は傍聴要領に基づき傍聴を許可しております。部会の途中でも希望者が

あった場合は、入場いただきますので御了承ください。

◎２ 議事 （１）大会関連情報（報告事項）

○内田部会長

それでは、議事に入らさせていただきます。

議事の（１）大会関連情報について、事務局、説明をお願いします。
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○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

オリンピック・パラリンピック室の堀川です。

詳細な説明に入る前に、私からこれまでの大会に関する流れについて、皆様に御説明させていた

だきたいと思います。

２月の部会は、緊急事態宣言の期間中ということで書面会議で行わせていただきました。書面会

議に関わらず、皆さんたくさんの御意見を頂きまして大変助かっております。そういった御意見を

踏まえまして、今回の資料の流れを作成することができましたので感謝申し上げます。

大会に関連する情報でございますが、前回の１２月７日のときには、まだ分かってなかったこと

でしたが、観客をどうするかという大きな課題だったのですが、こちらが海外からの来場者を受入

れないという判断を組織委員会で下しました。併せて国内の観客をどうするかというのが、まだ二

つ目の課題になっているのですが、こちらも４月頃に組織委員会からどうするかについて決定する

というような内容だったのですが、昨日の組織委員会の記者会見の中で６月頃にずれ込むというこ

とでした。

特に機運醸成部会は、大会の射撃会場に来られる海外からのお客様、また国内のお客様にどのよ

うなおもてなしをするかというのが、最大のテーマだったので、海外からのお客様が来られなくな

ったというのは、本当に今まで皆さんと話し合ってきたことが少し生かせなくなってきたのかなと

残念な思いでございます。そのような中ですが、おもてなしイベントというのを７月３１日と８月

１日に実施したいと思っています。

現在、コロナ感染症に関する市の独自のマニュアルを作ってまして、この会議の前の環境美化部

会の中で確認していただいております。それをもって、おもてなしを安全に安心して開催できるよ

うに準備を進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞこの会議もその辺を踏まえながら御意

見を頂きたいと思っています。

詳細の大会関連情報等は、係から説明いたします。

○事務局・池田主事

オリンピック・パラリンピック室の池田です。

議事（１）「大会関連情報について」です。

今までも御説明させていただいた点がございますが、新たに委員が変わられている団体もござい

ますので、簡単に御案内させていただきます。

資料１－１を御覧ください。

東京２０２０大会オリンピックは、７月２３日から８月８日、パラリンピックは、８月２４日か

ら９月５日までで開催されます。
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射撃の開催については、オリンピックの射撃はライフル、クレー併せて１５種目、パラリンピッ

クの種目はライフル１３種目となっております。

また、射撃のテストイベントは、陸上自衛隊朝霞訓練場で、今年の５月１７日から２１日にかけ

て行われますが、こちらは海外の選手は呼ばずに、無観客で行うと聴いております。

裏面を御覧ください。

聖火リレーについてです。朝霞市では、オリンピック聖火リレーは７月６日、パラリンピック聖

火リレーは８月１９日に本市を通過する予定です。併せてパラリンピック聖火リレーのゴール地点

となる朝霞中央公園陸上競技場では、東京に聖火を送り出す出立式というセレモニーも行う予定で

す。

４、東京２０２０ライブサイトについてです。パラリンピックの期間中に総合体育館で競技観戦

などを行う予定になっております。

５、パラリンピックの事前キャンプの練習場所の提供についてです。三芳町がホストタウンとな

っているマレーシア国のパラリンピック選手団が、事前キャンプで朝霞中央公園陸上競技場を使わ

れたいということで、御提供することになっております。

このように朝霞市では、オリンピック・パラリンピックにかけて多くのイベントがありますの

で、皆様に引き続き御協力いただければと思います。

また、資料１－２を御覧ください。

令和２年度に実施したオリンピック・パラリンピック事業の一覧を御紹介させていただいており

ます。内容は後ほど御覧いただければと思いますが、皆様のおかげで令和２年度も２６の事業を行

うことができました。ありがとうございます。

議事（１）の説明は以上です。

○内田部会長

ありがとうございました。

説明が終わりましたので、御質問等、聴きたいことがございましたら挙手にてお願いしたいと思

います。

私からお伺いしたいのですが、朝霞駅前のカウントダウンボードが３年ぐらい前からあって、朝

霞駅南口のシンボル的な感じになってきていると思うんですが、大会終了後、どういう形になるの

か御説明ください。

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

２年前イベントを朝霞駅前広場と中央公民館で行った際、朝霞ロータリークラブ様から御寄贈い

ただいたカウントダウンボードになります。是非オリンピックだけではなくて、レガシーという形



- 7 -

で朝霞のイベントのカウントダウンボードとして、例えば彩夏祭などのお祭りなどでも、デザイン

を変えながら利用したいと考えております。

○内田部会長

うれしいですね。ありがとうございます。

○伊藤委員

朝霞青年会議所の伊藤と申します。

聖火ランナーが朝霞を走るときの警備など、地域の団体への要請はあるんですか。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

事務局から説明させていただきます。

聖火リレーは、沿道の警備とそれに伴う枝道について警備をする計画となっております。警備内

容としましては、有償の警備員を主要な交差点等に配置をしまして、車の誘導をいたします。あと

市の職員も活用しまして、枝道での案内をさせていただきます。枝道には、ルート沿いの警備は、

市で朝霞市おもてなしボランティアを募集しておりまして、その方々に沿道の警備をお願いすると

ともに、今現在ですが交通安全協会、交通指導員、体育協会とスポーツ少年団に今後、沿道警備の

御協力をいただく予定となっております。

以上でございます。

○内田部会長

伊藤委員、ありがとうございます。

ほかに何かございますか、よろしいでしょうか。

◎２ 議事 （２） 朝霞市おもてなしイベントの名称について（審議事項）

○内田部会長

続きまして、議事の（２）朝霞市おもてなしイベントの名称について、オリンピック・パラリン

ピック室から御説明をよろしくお願いいたします。

○事務局・池田主事

議事（２）朝霞市おもてなしイベントの名称について、御説明いたします。

資料３－１を御覧ください。また、事務局から追加資料として、資料３－２をお配りします。

まずは、資料の送付時に、イベント名称（案）の提案書をお送りしておりました。御回答いただ

きました方や、会議前に御提出いただいた方に御礼申し上げます。

これまで、大会期間中に行うおもてなしイベントについて、皆様に御意見を伺いながら進めさせ

ていただいておりました。今回の会議で、イベントの名称を決めさせていただければと思います。
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資料３－１を御覧ください。

資料３－１の２、過去の部会で提案された名称を「彩夏のセントラルパーク」、「ウェルカム シ

ューティング 朝霞へ」、「ＡＡＰ－Ａｓａｋａ Ａｃｔｉｖｅ Ｐａｒｋ」、「朝霞でぎゅっと！お

もてなし」と、４点提案していただいております。

また、追加で頂いた提案がございますので、資料の３－２を御覧ください。

５個目以降を読み上げさせていただきます。「＼朝霞でぎゅっと！／おもてなしフェスタ」、「２０

２０ホストタウン ぴたっとあさか」、これは、おもてなしをホスピタリティと読み替えてという

か、そういう形で提案していただいたものです。「アサカの熱～いおもてなし “サマーフェスティ

バル ｉｎ Ａｓａｋａ”」、「アサカで夏のひと時を “サマーフェスタ ｉｎ Ａｓａｋａ”」、

「あさかでドキッ！！ おもてなし プレミアムフェスタ」、「おもイベ！～朝霞でおもてなし・朝

霞でおもいでを～」、「Ａｓａｋａ Ｆｅｓｔａ ～ｏ・ｍｏ・ｔｅ・ｎａ・ｓｈｉ ｔｏ ｄｅｄｉ

ｃａｔｅ ｔｏ ｙｏｕ～（アサカフェスタ～あなたに捧げるお・も・て・な・し～）」、「朝霞でぎ

ゅっと！おもてなし祭り」、今回この１２点と、これから議事の中でまた御提案いただいたものの中

で案をまとめていただいて、最終的には５月２７日に行われる実行委員会で承認を受けて決定した

いと思っております。

事務局からの説明は以上です。

○内田部会長

ありがとうございました。

これ以外に、今思い付いたという方、いらっしゃいますか。

〇各委員

(意見なし)

○内田部会長

ありがとうございます。

こんなにたくさんの思いを寄せていただいたことに、本当にうれしく思います。

ここで皆様に二つほど御承認いただきたい事項がございます。

まずこの部会としての案は３つぐらいに絞りたいと思っております。

もう一つが、この部会案を今後、私(部会長)と実行委員長、事務局と意見を募って最終的にはま

とめるという形にしたいと思います。この二つ、皆さん承認していただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〇各委員

(異議なし)
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○内田部会長

ありがとうございます。

それでは、今日この場で、今２、３分時間を取りますので、しっかり読んでいただいて思いを感

じていただいたところに丸を三つ入れていただいて、３分後に事務局が回収に伺いますので、しば

し皆さんお考えください。

(３分ほど回答時間を設ける)

それでは、事務局、回答用紙を回収してください。

集計していただく間、次の議事を進めていきたいと思います。

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

補足で１点ほど、イベント名称を皆さんたくさん考えていただきまして、ありがとうございま

す。併せてエリアの名称というのも課題にはなっていました。エリアの名称も私ども考えたのです

が、駅前はあるとしても、シンボルロード一帯、色んなイベントが重なっておりますので、それを

総括するイベント名称というのが、なかなか付けづらいという点がございまして、今回、おもてな

しイベント名称を皆さんで考えていただいたということで、エリア名称についは、今回は特に特段

決めないという形で御了承いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

部会長、よろしくお願いいたします。

○内田部会長

今、堀川室長から説明がございました。

そういうことですので、御承知の程よろしくお願いしたいと思います。

〇各委員

(異議なし)

○内田部会長

ありがとうございます。

大きい大元を皆さんの御意見で名称を決めていただけるということは、本当にすごいことだと思

いますので、楽しみに思います。

◎２ 議事 （３） 朝霞市おもてなしイベントの選考について（審議事項）

○内田部会長

それでは、議事を進めさせていただきます。（３）朝霞市おもてなしイベントの選考について、オ

リンピック・パラリンピック室から御説明をお願いいたします。
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○事務局・池田主事

議事（３）朝霞市おもてなしイベントの選考について、御説明いたします。

資料２－１と２－２をお手元に御用意ください。

まずは、おもてなしイベントの申込状況について御案内させていただきます。

実行委員会団体の皆様には３月の中旬から、一般団体の皆様には４月１日から募集を開始し、４

月３０日を申し込み締め切りとしておりますおもてなしイベントについてですが、資料の２－２

で、現時点の申込みの件数と、どういった申込みがあるかの大まかなものを載せさせていただいて

おります。

大きく分けて、ステージ出演とブース出展の二つがございまして、まず、１のステージ出演は、

２日間の中で３２枠を御用意しており、１７団体の御応募をいただいております。

ブース出展は、体育館駐車場が２日間で２０団体の枠のうち９団体、駅前広場が２日間で１０団

体の枠のうち１団体の御応募をいただいております。

内容としては、ステージ出演は、日本ならではの文化的なものであったり、また「朝霞といえ

ば」の鳴子踊り、そのほかイベントを盛り上げたいということでダンスチームや音楽バンドの皆さ

んからも応募をしていただいております。

ブース出展は、飲食の出展であったり、ミニゲームや似顔絵、グッズ販売やワークショップな

ど、様々な申込みをいただいている状況です。

４月３０日に申込み締め切り後のスケジュールについては、資料２－１の「２．朝霞市おもてな

しイベントの今後のスケジュール」というところで、４月３０日に応募の申込みを締め切りまし

て、５月１９日におもてなしイベントの選考会を行いたいと思っております。その後は、選考結果

通知書や説明会、許可書の送付などさせていただく予定です。

今回の会議では、イベントの選考の仕方について、御審議いただきたいと思っております。

内容としては、選考委員については、本来、本部会の皆様に御確認いただきたいところですが、

４月３０日が締め切りとなっておりますので、５月１７日に４部会、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・美化部会の部会長と副部会長に御出席いただい

て、４部会の部会長と副部会長の合わせて８人で選考させていただければと思っております。

次に、選考方法については、募集枠に対して申込多数の場合には、まず募集要項に載せてありま

す、選考優先順位に基づいて、「①主催者において必要とする事業」、「②実行委員会に属する団体

（構成団体を含む）が実施する事業」、「③市内に住所又は事業所を有する個人又は団体が実施する

事業」、「④その他の事業」、この四つの順に決定させていただければと思います。

その後、選考優先順位が同じ団体がある場合は、おもてなしの内容を点数化させていただいて、
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上位のものから決定をする。おもてなしの点数も同位だった場合は、機運醸成・文化教育部会の部

会長が選考委員の代表として抽選を行って決定していくという流れで決めさせていただければと思

います。その案を５月２７日の実行委員会で審議してもらって、御承認を受けられればと思ってお

ります。

説明は以上です。

○内田部会長

ありがとうございました。

何か御質問等ございますでしょうか。

○武田委員

株式会社ジェイコムの武田でございます。

選考の方法について、一つ御質問させていただきます。先ほどの各場所において今上がっている

のは、例えば駅前広場であれば３２枠中の１７、体育館駐車場であれば２０枠中９、駅前の展示で

あれば１０枠中１ということですが、これは足りなかった場合は、例えば１団体当たり二つのブー

スを出したいとか、そういった希望というのは対応される御予定でしょうか。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

それでは、事務局から説明させていただきます。

今後、３０日まで応募が達成しなかった場合は、まず募集要項の中に、基本的に原則１日という

形の中でかけさせてもらっているのですが、空きがある場合に２日を希望するという団体も中には

あります。そういった方々を優先して、それでも空いてしまった場合については、ここに出演して

いるチーム等に御相談していきながら、どういった方法でこの枠を埋めていくかということについ

ては、改めて検討していきたいと考えております。

以上でございます。

○武田委員

ありがとうございます。

○内田部会長

ありがとうございます。

ほかに、どうでしょうか。

○蕪木委員

体育協会の蕪木です。

ブースの出展のところで、体育館駐車場のところで飲食関係が２件しか出ていないのですが、飲

食関係がもう少しあった方がいいなと思います。ただ、出展の条件が結構厳しかったものですか
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ら、応募が少なかったのかなと思うのですが、そこら辺は増やす予定があるのか、このとおりいく

のかというところはどうなのでしょうか。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

事務局から説明させていただきます。

体育館のブースの中で、飲食について複数の団体から飲食という形では伺っております。また、

今回の募集の枠以外に復興支援ブースと都市間交流ブースにも飲食等含めた形での出展のお願いを

しているところでございます。

以上です。

○内田部会長

ありがとうございます。

いろいろ不安な点もありまして、少ない出展枠の中ですので、集めていいのか悪いのかという微

妙なラインはあります。ただ、やれる範囲での募集をかけているわけですから、事務局は出展者を

選定していただいて、予定に近いところまで持っていけるように、考えていただければと思いま

す。

本議事は審議事項ですので、今、事務局が説明した流れで、進んでいきたいと思いますが、御承

知していただけますでしょうか。

〇各委員

(異議なし)

〇内田部会長

ありがとうございます。

それでは、このとおりに進めさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。

◎２ 議事 （４） 機運醸成・文化教育部会の取組について（報告事項）

○内田部会長

続きまして、議事の（４）機運醸成・文化教育部会の取組について、事務局、オリンピック・パ

ラリンピック室から御説明をよろしくお願いいたします。

○事務局・池田主事

議事（４）機運醸成・文化教育部会の取組について、御説明いたします。

資料４－１を御覧ください。本部会の取組について、大きく二つ御報告させていただきたいと思

います。

まず一つ目は、朝霞市おもてなしイベントの実施です。イベントの内容は、これまでも御説明さ



- 13 -

せていただいていたところではございますが、変更があったところと、改めて簡単に全体の御案内

をさせていただきます。

本イベントは、オリンピック・パラリンピックで射撃の会場となる本市で、朝霞市と朝霞市オリ

ンピック・パラリンピック実行委員会と協力して、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うことと、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て実施します。期間は、７月３１日と８月１日の土日の２日間で

す。

全体図としては、３ページを御覧ください。

右上の（１）朝霞駅南口駅前広場で大型装飾・ステージ・展示ブース・ＢＧＭ等、（２）市役所前

広場で大会関連の装飾、（３）シンボルロードの飲食の出展などについては、こちらは変更があった

点となります。このエリアでの飲食の出展などに関しては、朝霞市商工会の主催として、今後、商

工会で準備を進めていただくということになりました。（４）シンボルロードのステージでステージ

パフォーマンス、（５）総合体育館の駐車場で出展ブース、復興支援ブース、都市間交流ブース、

（６）総合体育館で競技体験、（７）シンボルロードを中心に「子どもおもてなし事業」の作品の装

飾と、中央公民館・コミュニティセンターで世界の児童画展と過去大会資料の展示、このような形

で実施をさせていただきます。

２ページを御覧ください。

先ほどの（７）の中で、「子どもおもてなし事業」の作品の装飾とございましたが、内容について

御報告させていただきます。

実施内容としては４つあり、小学生に絵画の募集を行うもの。児童館利用者にペットボトルで風

鈴を制作してもらうもの。幼稚園児に公式ライセンスグッズの塗り絵に色を塗ってもらうもの。保

育園児にアサガオを育てていただくフラワーレーンプロジェクト。こういったものを予定しており

ます。

それぞれの担当課、担当施設とは、これから調整をして協力いただきながら進めていくところで

す。

説明は以上です。

○内田部会長

ありがとうございました。

我々の機運醸成・文化教育部会の取組について御説明いただきました。

これに対して御質問、御意見ございましたら、挙手にてお願いいたします。
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○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

補足をさせていただきます。

この「子どもおもてなし事業」につきまして、以前の会議ではフラワーレーンプロジェクトとい

うことで、去年、アサガオはどうなんだろうという話もありましたが、アサガオを生育すること

で、保育園に確認させてもらっています。

そのほか、絵画であったり、ペットボトル風鈴であったり、ライセンスグッズの塗り絵であった

り、皆さんに初めてご報告させていただく内容だと思うのですが、学校の都合もございまして、私

どもで調整をさせてもらって、このような形で行わせていただくことになりました。

こういったものも、これまでの機運醸成部会のアイディアや市民の皆さんに集まっていただいた

作戦会議での御意見を反映させたものになっておりますので、御了承いただきたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。

○内田部会長

ありがとうございました。

何か御意見、御質問ございますでしょうか。

○塩見委員

絵画の募集については、市内の小学校１０校で個人募集という形でしょうか。そうすると、学校

で取りまとめてもらって回収という形になるんでしょうか。よく学校だと授業の中で書かせて、先

生がピックアップして提出みたいなこともやりますけど、そういうことではないということなので

しょうか。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

事務局から説明させていただきます。

本日お配りしました、「みんなの絵でおもてなし」というチラシを、こちら来週に市内の公立の小

学校に全生徒分お配りする予定となっております。

こちらの制作は、他の夏休みの課題の授業と違って、授業で制作するというわけではなく、個人

の時間で制作してもらうという形を予定しております。

提出先は、各学校に御協力いただきまして、提出は学校にしていただくという形になっておりま

す。

また、市内の公立小学校以外の児童にも募集をかけたいと思いますので、市内の児童館にもこの

チラシと画用紙を用意させていただきまして、こちらでも対応できるよう準備を進めております。

以上でございます。
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○内田部会長

ありがとうございました。

ほかにございますか。

朝霞駅南口駅前広場で、「大型装飾（フォトスポット等）」と書いてありますが、外国人は来ませ

んが、近隣の朝霞市以外のお客様が来たときに、目に入ると思うので、これは重要な場所かなとい

う気がします。事務局的にこういうもの飾りたいみたいなものはありますでしょうか。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

事務局から説明させていただきます。

イベントの運営や装飾、その他の設備につきまして、イベント会社に委託する予定となっており

ます。そのプロポーザルを行うに当たっての朝霞市の仕様書として「日本らしさ」、「朝霞らしさ」

をＰＲするフォトスポットになるような装飾の提案をお願いしているところでございますので、今

後、提案内容を確認しながら、事務局と業者で準備を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○内田部会長

ありがとうございます。

もし皆さん、何か思い浮かんだら事務局に連絡してください。こういうのあったらいいんじゃな

いのというのを思い付いたら是非お願いしたいと思います。

ほかにありますか。

○鍋島委員

地域づくり支援課の鍋島です。

「子どものおもてなし事業」の関係で、例えばその事業に参加していただいたお子さんに記念品

とか、あるいは選手の報告会とかに参加できる権利や、そういったような子供がオリンピック・パ

ラリンピックに参加した記念というか証というか、そういったようなものについて、何かお考えあ

ればお伺いしたいと思います。

○内田部会長

素晴らしいですね。ありがとうございます。

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

ありがとうございます。

私どもも何か参加していただいた方に記念になるものというのを考えました。

これまでも、朝霞第二中学校の特別支援学校の生徒から、ちぎり絵を中央公民館と体育館に御提

供いただいたり、その他のお子さんにも色んな取り組みに参加していただいたりしています。その



- 16 -

方にも何かお礼をしなくてはいけなかったところでしたが、今までもしてきておりません。今回も

色んな事業がございまして、それぞれにという考えもありましたが、予算的なものもありまして、

見送りをさせてもらいました。子供たちに参加していただいたことが、心に残るものだと思ってま

すので、制作いただいたものはシンボルロードに飾らせていただきたいと思ってます。よろしくお

願いします。

○内田部会長

ありがとうございました。

○塩見委員

塗り絵を幼稚園に配るというのがあったんですけど、うちの母９２歳で家の中で塗り絵もやって

いて、デイサービスや、そういう施設で、お年寄りも塗り絵を一生懸命やってるので、子供たちだ

けではなくて、色んな世代でそういうことをやった方がいいのかなと。せっかくですから朝霞市民

のそういうところへも目を向けてほしいかなと思いました。

○内田部会長

大変貴重な御意見ありがとうございます。

是非、事務局、今の御意見尊重していただきたいなと思います。

その他、なにかございますか。

それでは、この件に関しては皆さん御意見ないということで閉じさせていただきます。

◎２ 議事 （５） その他

○内田部会長

議事の（５）その他、オリンピック・パラリンピック室から説明をお願いいたします。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

「その他」の中で、聖火リレーのルートが載ったちらしを御覧ください。こちらですが、先日、

聖火リレーのルート沿いの事業者に、先に聖火リレーのルートと交通規制期間等について、個別で

御説明に周ったところでございます。

聖火リレーは、７月６日ですが、和光市役所から１２時頃スタートしまして栄緑道広場に１時ご

ろゴール予定となっております。

その交通規制なのですが、午前１１時ごろから午後１時１５分ごろまで、ルートの部分について

は交通規制をかける予定となっております。ルート沿いは、近隣の居住者が横断することができな

くなりまして、特に国道２５４と旧川越街道は、和光市付近と朝霞警察署両サイドで交通規制、通

行止めをかける関係で、事実上約２時間程度通行ができない状態になる予定となっております。現
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在、警察となるべく規制時間を短くできるよう調整しておりますが、皆様にも多大な御迷惑をおか

けしますが、御協力と御理解をお願いできればと思います。

また、５月２６日と５月３０日に市民会館で聖火リレーの説明会を予定しております。今回はオ

リンピックだけの御案内をさせてもらっておりますが、パラリンピックも８月１９日、朝霞駅から

陸上競技場までの間で走りますので、そちらも含めて交通規制等の説明会を実施したいと考えてお

りますので、時間の都合のつく方は、御参加していただければと思います。

説明は以上でございます。

○内田部会長

ありがとうございました。

今の「その他」で何か聴きたいことございますか。

○伊藤委員

聖火リレーのルートで川越街道は通らないようですが、川越街道の本道も止めるのですか。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

事務局から説明させていただきます。

ルートは、おっしゃるとおり、走るルートは旧川越街道になりますが、和光市役所をスタートし

て国道２５４を横断し、朝霞市内を周って、また朝霞警察署前の国道２５４を横断する形になりま

す。聖火リレーの隊列自体のブロックが３つに分かれていて、隊列の先頭の車と聖火ランナーまで

が約１キロメートル離れております。その関係で、国道２５４を両サイドで横断するような形にな

りますので、長い時間の交通規制がかかってしまうという状況となります。

○伊藤委員

よく分かりました。

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

国道を２回渡るというのは、ほかのルートではあまりなくて、朝霞警察署含めて警察の方や私ど

もも含めて苦労する場面なのですが、そういうところはなるべくたくさんの方に周知したいと思っ

ています。

○事務局・石野オリンピック・パラリンピック室長補佐

聖火リレーのところで補足で説明させていただきたいのですが、国道２５４も当然、車両通行止

めになりますが、それ以外の国道に挟まれた間の区間と住民の方々も、ルート上横断することがで

ませんので、事実上、車の出入りができなくなります。朝霞第八小学校や第四中学校、旧道沿いの

ルート上は、車で中から外に、駅の方に向うことができなくなってしまいます。歩きや自転車は、

隊列が来る前の横断等はできますが、このルート上の中にお住まいの方は、規制時間中については
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車の横断ができなくなるという形になります。

○内田部会長

それでは、議事２の審議に戻りたいと思います。事務局お願いします。

同率票が結構ありまして、三つに絞るということだったんですが、「朝霞でぎゅっと！」という同

じワードを使っているものがありますので、全部で６案出させていただきました。その経緯を、事

務局から説明させていただきたいと思います。

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

今回、候補の中で「朝霞でぎゅっと！おもてなし」という後に「祭り」であったり「フェスタ」

と付いたものが上位三位で選ばれました。同類のフレーズになりますので、今回、その後に票が高

かった「ウェルカム シューティング 朝霞へ」、「アサカで夏のひと時を“サマーフェスタ ｉｎ

Ａｓａｋａ”」、「あさかでドキッ！！ おもてなし プレミアムフェスタ」を３つ追加させていただ

いて全部で６案で選考させていただきたいと思います。

以上です。

○内田部会長

ありがとうございました。

今説明があったとおり、この６案を実行委員長、事務局、私(部会長)とで会議しまして、実行委

員会に持っていくという流れにしたいと思います。

この６案、皆さんに承認していただきたいのですが、今日実は最後の会議で、ここは最後景気よ

く、承認していただく方々の拍手をお願いしたいと思います。

○各委員

(拍手)

○内田部会長

ありがとうございました。

それでは承認ということで、この意見を持って行かせていただきたいと思います。

その他、何かありますか。

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長

議事５の「その他」のところで、もう一点。部会長からもお話ありましたが、機運醸成部会、そ

の他の部会もそうですが、今回の部会を以って、お集まりいただくのは最後になります。これまで

今回を含めて１１回、皆さんからたくさんのアイデアを頂きながら、また、内田部会長には大事で

リーダーシップを取っていただきました。本当に感謝申し上げます。

大会が延期したことによって、考えていた全てのものはできなくなり、それは大変残念なんです
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が、新しいスタイルの中で今やれることを、ｗｉｔｈコロナという形で行わせていただきたいと思

っています。

この部会は本日で最後になる予定ですが、これからも大会本番で皆さんのお力を頂きたいと思っ

ています。

また、実行委員会と併せて支援部会の皆さんにも参加いただく決起会みたいなものも予定したい

と考えていますので、今後も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○内田部会長

ありがとうございました。

私からも一言述べさせてください。機運醸成の部会長を受けさせていただいて、早２年半ぐらい

たちますが、本当に皆さんがこうやって会議をやればたくさんの人が来ていただいて、色んな意見

を言っていただいて、僕はそれがすごく勇気を頂いたんです。自分一人では何もできませんし、皆

さんの思いがここまで引っ張ってきてくれたかなと思いました。

今、コロナで大変な時期を迎えております。昨年にしてみれば経験したことのない環境に戸惑っ

たり、また迷い、何も決められないことがすごく歯がゆいことだらけでした。でも、こうやって機

運醸成の会議をやれば皆さんがちゃんと来てくれて、一つの方向にみんなが向かって行く姿を見れ

ば、すごくそれが勇気になってね、日常も暮らせる、そんなことが僕の中の宝物になっておりま

す。

これから、まだまだオリンピック当日迎えるまでお時間ございますが、本当に健康には気をつけ

ていただいて、そして最後になりますが、皆様に本当にたくさんの幸せが訪れることをずっと祈っ

ています。また大会当日、元気な顔で会いましょう。

本当に皆さん、ありがとうございました。

◎３ 閉会

○内田部会長

では、皆さん、こちらで機運醸成部会、終わります。

ありがとうございました。


