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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 
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 

開 催 日 時 

令和３年４月２２日（木） 

午前１０時００分から 

午前１１時３５分まで 

開 催 場 所 
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 

出 席 者 

委員８人 

秋元委員（部会長）、合田委員、高橋委員、 

鈴木様（鷹野委員代理）、益田委員（部会庶務）、 

細田委員、佐賀委員、小笠原委員（副部会長） 

欠席２人 

佐藤委員、岩本委員 

部会庶務担当２人 

石田地域づくり支援課主任、山木同課係長 

事務局３人 

堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室

長、臼倉同室係長、福田同室主査 

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 

 



- 2 - 

 

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 

 

令和３年４月２２日（木） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ １ 時 ３ ５ 分 ま で 

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 

 

資料一覧   

・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 

・朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会委員名簿 

・資料１－１ 朝霞市で開催する大会公式イベント 

・資料１－２ 機運醸成・文化教育部会の取組について 

・資料１－３ 令和２年度に実施したオリパラ事業一覧 

・資料２－１ 朝霞市おもてなしボランティア活動マニュアル（案） 

・資料２－１（当日修正） 

・資料２－２ 朝霞市おもてなしボランティアの運営体制（案） 

・資料２－３ 朝霞市おもてなしボランティア意向確認の回答状況 

・資料２－４ 朝霞市おもてなしボランティアハンドブック 

・資料３－１ 朝霞市おもてなしボランティア等のスケジュール 

・資料４－１ 朝霞市都市ボランティア運営計画（抜粋） 

・聖火リレールート付近の事業者様 
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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 

○部会庶務課・石田地域づくり支援課主任 

  それでは、定刻となりましたので、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を開催させていただきます。 

それでは、まず資料の確認をお願いいたします。 

本日の資料は、事前にお送りしておりますものが、資料１－１、資料１－２、資料１－３、資料

２－１、資料２－２、資料２－３、資料２－４、資料３－１、資料４－１となっております。 

さらに、机の上に配付させていただいておりますが、当日配付資料としまして、資料２－１（当

日修正）、「聖火リレールート付近の事業者様」並びに「朝霞市オリンピック・パラリンピック競技

大会支援部会委員名簿」をお配りさせていただいております。 

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、本日の会議から委員の変更がございましたので、御案内させていただき

ます。 

東洋大学、岩本委員に、政策企画課が吉田委員から佐賀委員に、福祉相談課が西田委員から小笠

原委員に変更しております。 

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

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

続いて、代理出席の方を御紹介させていただきます。 

メイあさかセンターの鈴木様です。 

○鈴木委員 

  よろしくお願いいたします。 

○部会庶務課・石田地域づくり支援課主任 

  また、本日、十文字学園女子大学の佐藤委員並びに東洋大学の岩本委員から欠席の御連絡をいた

だいております。 

続きまして、宮村市長公室長からごあいさつを申し上げます。 

○宮村市長公室長 

皆さん、おはようございます。 

この４月から市長公室長を拝命しました宮村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、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、早いもので７月の大会開催まで残り３か月。今日の

駅のカウントダウンボードでは９２日となっておりましたが、３か月に迫ろうとしております。 

また、聖火リレーは３月２５日福島をスタートし、今のところ大きな事故もなく順調に聖火がつ

ながっているところでございます。 

委員の皆様におかれましては、本日まで１３回もの会議を重ね、多大な御協力をいただきました

こと、厚くお礼を申し上げます。 

ボランティア部会では、市独自に募集を行った朝霞市おもてなしボランティアに大変多くの御登

録をいただき、これまでボランティア運営に関する準備を進めてまいりました。大会本番に向け

て、本日は活動マニュアルやボランティア運営などについて御審議いただければと考えておりま

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。 

○部会庶務課・石田地域づくり支援課主任 

ありがとうございます。 

宮村市長公室長におきましては、公務がございますので、ここで退席させていただきます。 

○宮村市長公室長 

皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

◎２ 副部会長の選任 

○部会庶務課・石田地域づくり支援課主任 

続いて、次第２の副部会長の選出を行いたいと思います。 

副部会長については、前回まで西田委員が務めておりましたが、市役所の人事異動により不在と

なったため、今回、新たに副部会長を選出させていただきます。 

どなたか立候補か御推薦はございますでしょうか。 

佐賀委員。 

○佐賀委員 

私から推薦させていただきます。福祉相談課に所属しておりまして、ボランティアセンター事業

を行っている社会福祉協議会とも関連のある小笠原委員を推薦いたします。 

○部会庶務課・石田地域づくり支援課主任 
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ありがとうございます。 

ただいま、小笠原委員を副部会長に御推薦いただきましたが、いかがでしょうか。 

（異議なし、の声） 

ありがとうございます。 

御異議がないようですので、本支援部会の副部会長は、小笠原委員にお願いしたいと存じます。 

小笠原委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

○小笠原委員 

はい。よろしくお願いいたします。 

○部会庶務課・石田地域づくり支援課主任 

ありがとうございます。 

それでは、小笠原委員、副部会長席へ御移動をお願いいたします。 

副部会長、ごあいさつをお願いいたします。 

○小笠原副部会長 

ただいま、副部会長の職に選出されました小笠原と申します。部会長をサポートしていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○部会庶務課・石田地域づくり支援課主任 

ありがとうございます。 

  それでは、議事の方に入らせていただきます。 

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、部会長が務め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、秋元委員にお願い

いたします。 

○秋元部会長 

おはようございます。 

今年に入り、４月もそろそろ終わりの時期を迎えました。いよいよオリンピック・パラリンピッ

クの季節の到来かなと思っていますが、なかなかコロナの終息が見込めない中で、どのような形で

行うかというところを進めていかなくてはいけないと思います。オリンピック・パラリンピック室

の方たちも大変だと思いますが、ボランティア部会として、できることをみんなで一緒に考えて、

実施に向けて頑張っていきたいなと思いますので、どうぞ御協力をお願いします。 

それでは、議事に入る前に、本会議は傍聴要領に基づき傍聴を許可しております。会議の途中で

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。 

それでは、次第に基づき、会議を進めたいと思います。 
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◎３ 議事 （１）大会関連情報について（報告事項） 

○秋元部会長 

  それでは、議事に入ります。 

議事の（１）「大会関連情報について」、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。 

○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 

皆さん、おはようございます。 

オリンピック・パラリンピック室の堀川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

前回、ボランティア部会、１２月１６日に集まった会議があり、その後、２月に予定したボラン

ティア部会は、緊急事態宣言が出されたということで書面会議で開催させていただきました。委員

の皆さんから様々な御意見を頂きまして、お礼申し上げます。 

私からこれまでの大会に関する情報を御説明して、朝霞市で開催する大会公式イベントについて

は、臼倉から説明させていただきます。 

皆さん御存じのとおり、新型コロナウイルス感染症が、今、大阪を中心に広がりを見せて、東京

もこれから緊急事態宣言が出るのではないかという話題になっております。大会に関連しまして

は、先日、海外からの観戦客を受け入れしないことが公式に発表ございました。日本にお住まいの

観戦客をどうするかというのは、４月頃には当初発表があるというお話だったのですが、今の状況

を鑑みて、昨日も大会組織委員会がマスコミの記者会見があった中では、６月頃に発表することも

考えているというような状況になっております。 

私たちもこれまで検討してきた取組は、国内外からのたくさんのお客様に対するおもてなしにつ

いて、ボランティアの皆さんと協力して行うことが最大のテーマだったのですが、海外の方がお越

しにならないことは残念に思います。 

そのような中、市としては、現時点では無観客での大会開催となった場合でも朝霞市おもてなし

イベントは、開催する想定で取り組んでおります。ただ、無観客でもおもてなしイベントを開催す

るという方針が出していたのが今から２か月ぐらい前のお話であり、現在の状況は期待されたワク

チンがなかなか日本に入って来ないという状況もありまして、感染症の収束への道筋が不透明な

中、無観客でも開催するかどうかも含めて、これからは検討しなくてはいけないと思っておりま

す。 

都市ボランティアにつきましては、海外からの観戦客が来られないということで、元々想定して

いた延べ４，０００人ほどの活動人数から約半数に縮小しまして、朝霞駅周辺を中心に御対応をい



- 7 - 

 

ただくことを考えております。また、おもてなしボランティアの人数についても、先月行った活動

意向確認の結果、辞退された方がいらっしゃる状況でございます。 

そのような状況ですが、引き続き皆様方に御協力をいただきながら、足を止めることなく検討を

進めてまいりたい思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

オリンピック・パラリンピック室の臼倉です。いつもお世話になっております。 

議事（１）の報告事項について、説明させていただきます。 

資料１－１を御覧ください。 

こちらにつきましては、これまでも御説明しておりますが、初めての委員の方もいらっしゃいま

すので、主な点を御説明させていただきたいと思います。 

「１ 東京２０２０大会の開催概要」につきましては、全体の大会に関する開催概要でございま

すので、御参考いただければと思います。 

続いて、「２ 射撃の開催概要」でございます。陸上自衛隊朝霞訓練場を会場としまして、オリン

ピックの射撃とパラリンピックの射撃が開催されます。オリンピックの射撃については、実施種目

が１５種目、選手数は３５０人。競技期間は、資料のとおり７月２４日から１０日間。座席数が合

計６，２００席というようなことが予定されてございます。 

また、パラリンピック射撃につきましては、実施種目が１３種目、選手数は１５０人、競技期間

は、８月３０日から７日間。座席数がライフルのみとなっておりまして、３，２００席ということ

で開催される予定でございます。 

補足として、オリンピックとパラリンピックが両方開催されるのは、県内では唯一の競技となっ

ております。 

また、射撃のテストイベントという運営のテストのための大会が、来月、５月１７日から５日間

の予定で開催されると聴いております。 

裏面を御覧ください。 

「３ 聖火リレーの開催概要」です。御案内のとおり、３月２５日からオリンピックの聖火リレ

ーが全国を今巡っているところです。 

中段の「朝霞市での聖火リレー開催概要」を御覧いただき、朝霞市で通過する聖火リレーにつき

ましては、オリンピック聖火リレーが７月６日、ルートとしましては、和光、朝霞、新座を結ぶ区

間ということで、４．５キロメートルのルートとなってございます。 

続いて、パラリンピック聖火リレーは、通過する日が８月１９日木曜日。ルートは先日発表され

まして、朝霞駅から朝霞中央公園陸上競技場を結ぶ１．８キロメートルとなってございます。 
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パラリンピック聖火リレーについては、県内を巡った聖火を東京都に送り出す、出立式というセ

レモニーも開催される予定です。 

補足として、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

唯一となってございます。 

続いて、「４ 東京２０２０ライブサイトの開催概要」になります。ライブサイトというイベント

は、パブリックビューイングを中心としたイベントになっており、現時点では８月２８日から９日

間の日程で、総合体育館で開催される予定となっております。 

最後に、「５ パラリンピック事前キャンプの練習場所提供の概要」です。こちらは初めて御案内

しますが、埼玉県内の三芳町がマレーシア国のパラリンピックの選手団を迎えるホストタウン、事

前キャンプ地となっており、その練習場所として本市の陸上競技場を提供いただけないかというお

話があり、現在、調整しているところでございます。 

資料１－１は、以上でございます。 

続いて、資料１－２を御覧いただければと思います。 

こちらにつきましては、ボランティア部会とは別の機運醸成・文化教育部会で検討しているとこ

ろの情報共有をさせていただければと思います。 

まず、「(１)朝霞市おもてなしイベントの実施」です。開催期間が７月３１日、８月１日の２日間

を予定しております。 

３ページを御覧ください。 

こちらがイベントの全体図となっており、イベント会場としましては、朝霞駅南口駅前広場で大

型装飾やパフォーマンススペース、展示ブースなどを予定してございます。そして左側の「（２）イ

ベント装飾エリア」として、大会関連の装飾をシンボルロードの市役所前広場で行いたいと思って

おります。 

また、（３）そして（４）、シンボルロードを会場として、（３）は朝霞市商工会の主催で、飲食店

を中心とした出展を考えており、また、（４）のステージエリアにつきましては、ステージでのパフ

ォーマンス等を中心とするイベントを考えています。 

続いて（５）、総合体育館の駐車場エリアで出展として、復興支援ブースや都市間交流ブースなど

を予定しています。 

最後に、総合体育館では「（６）競技体験エリア」として、体験イベントを予定しております。 

次に、２ページを御覧ください。 

大会に関して、是非子供たちに参加していただきたいということで、「子どもおもてなし事業」を

検討しております。 
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実施内容は、①絵画募集、②ペットボトル風鈴制作、③公式ライセンスグッズ塗り絵の実施、④

フラワーレーンプロジェクトを予定してございます。 

資料１－２の説明は、以上でございます。 

最後に、資料１－３を御覧いただき、こちらは令和２年度に実施した朝霞市のオリパラ関連事業

を御報告するものです。皆様の御協力いただきましたおかげさまで、２６の事業を令和２年度も実

施することができました。この場をお借りいたしまして、お礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。 

議事（１）の説明は、以上でございます。 

○秋元部会長 

ありがとうございます。 

今、資料１－１から１－３まで御説明いただきました。 

委員の皆様から、御意見とか御質問等があればお願いしたいと思います。 

何かありますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

よろしいですか。 

また最後に何か聴きたいことがあれば、またそのときよろしくお願いいたします。 

 

◎３ 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（審議事項） 

○秋元部会長 

では、続きまして議事（２）に移りたいと思います。「おもてなしボランティア活動マニュアル等

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。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

引き続き、私から説明させていただきます。 

本日の審議事項ということで、議事の（２）と議事の（３）ございまして、いよいよ来月から説

明会も始まってまいりますので、本日御審議いただきたいと思っております。 

まず、議事（２）でございますけれども、資料２－１から２－４までお手元に御用意いただけま

すでしょうか。 

前回の振り返りですが、冒頭で室長から御説明したとおり、２月に書面での会議ということで、

活動マニュアルと運営体制について、その時点の事務局案について皆様に御意見を頂いたというと

ころでございます。委員の皆さんからたくさんの御意見を頂戴しまして、こちらとしても有意義な

やり取りをさせていただいたと思っております。 



- 10 - 

 

本日は、それを反映しましたものを御説明するとともに、そのときには記載できなかった活動内

容についても記載しておりますので、こちらの本日の案を御了承いただきたいと思っておりますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

まずは資料２－３を御用意いただいてもよろしいでしょうか。 

朝霞市おもてなしボランティアの検討の中で、意向確認を行わせていただきました。先月、３月

８日に意向確認のメールをボランティアの皆さんにお送りしまして、１年以上募集から経過してし

まっており、現在の活動継続を希望されるかどうかの意向確認を行っております。資料は、４月１

４日現在の状況での数字になってございます。表の右下、募集を締め切った、元々の御登録いただ

いた全員の方が６２５人でございました。今回の意向確認をしまして、活動を継続しますと御回答

いただいた方が、一般ボランティアの方が３５３人、学生ボランティアのうち、十文字学園の学生

が９人、東洋大学の学生が２３人、合計３８５人が活動継続の意思を御回答いただいた方になって

ございます。「辞退」という方は合計２３０人いらっしゃいまして、辞退した理由も事務局で確認で

きた範囲では、やはり新型コロナウイルス感染症に対する不安や、あとは開催延期、１年以上経過

して就職や進学、進級など環境の変化による活動ができないことが辞退した理由ということでお聴

きしております。 

ボランティアの人数が、ここで少し減ってしまっているというところはございますけれども、

元々当初２００人程度で募集したおもてなしボランティアであったのに対して、想定以上の６２５

人の御応募をいただき、御応募いただいた方の全員を受け入れようということになりました。その

ため、運営上は現在活動継続いただいている方の人数で実施できるというふうに事務局としては考

えておりますので、この３８５人の方と一緒に大会を盛り上げていきたいというふうに現在考えて

いるところでございます。 

資料２－１を御覧ください。 

こちらは活動マニュアルになります。目次を御覧いただき、前回の２月の書面会議の際に記載で

きた部分は、第２章と書かれている活動に当たってのルールを中心に書いておりました。皆様から

御意見頂いたところを反映しております。後ほど、その辺は御説明したいと思っております。 

活動マニュアル全体に関する御意見の中で、活動マニュアルをボランティアには渡すものである

ので、できるだけ見やすいような形で作成し、配付したらどうかといった御意見があったことか

ら、事務局でこの活動マニュアルを作成させていただいております。そのため、こちらを５月２１

日からの説明会で配付するというもので、そのイメージとして今回事務局案で作っております。 

前回は、活動内容の部分がまだ整理ができていなかったところでございますので、本日は、特に

活動内容のところを中心に御説明させていただきたいなと思っております。 
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では、２ページは「はじめに」で、こちらはおもてなしボランティアの概要や目的を書かせてい

ただいております。 

続いて、３ページを御覧ください。 

「活動内容」になります。第１章でまとめておりますのが、その下段に四角で囲っておりますよ

うな活動内容がボランティア部会、機運醸成・文化教育部会、環境・美化部会、この３部会の活動

内容を集計し、記載したところでございます。 

大きくは、（１）が射撃観戦客へのおもてなし、（２）が朝霞市おもてなしイベントの運営補助、

（３）がオリンピック・パラリンピック聖火リレーに関する活動ということで、あとは丸数字で更

に細かいところを書いております。 

では、以降は個別の活動に関するページになり、例えば４ページ、（１）の射撃観戦客へのおもて

なしのうち、「①シャトルバスへの歓迎」でございます。こちらにつきましては、土日の日程でオリ

ンピックの射撃の４日間、パラリンピックの２日間の活動期間で、射撃会場に向かう行きのバスに

向かって手を振ったり横断幕等で歓迎の意を表すような活動をしたいと考えております。 

活動場所としては、集合場所を中央公民館にさせていただいて、広沢の池というのが観音通線の

方にございまして、その周辺で歓迎の意を表すことを今検討してございます。 

続いて、５ページでございます。 

こちらは、学生ボランティアに活動いただく内容として、朝霞台駅周辺のおもてなし、具体的に

は乗り換え案内や、お手伝いが必要な方へのサポートのおもてなしをするというような活動内容で

す。こちらについては、オリンピック・パラリンピック射撃期間の全日程でできればというふうに

考えております。こちらも、やはりシャトルバスの行きの時間帯に合わせて活動したいと考えてい

ます。 

続いて、６ページです。 

本日配付の当日修正というクリップ留めの資料を御覧いただいてもよろしいでしょうか。 

熱中症対策グッズの配布という活動となっており、聖火リレーとともに、オリンピックとパラリ

ンピックの射撃期間のうち、土日の日程でグッズの配布を行いたいと考えてございます。やはり、

シャトルバスの行きの時間帯に合わせて活動をすることを考えております。 

続いて、７ページです。 

議事（１）で御説明しました、７月３１日と８月１日の２日間開催されるおもてなしイベントの

運営補助に当たっていただく活動を７ページ以降に記載してございます。「①イベント本部補助」と

いうことで両日ですね、１から３のローテーションを組みまして、総合体育館集合場所としてイベ

ント会場で御活動いただくことを考えてございます。 
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８ページでございます。 

朝霞駅南口駅前広場ステージの方で活動いただくボランティアの記載内容です。 

続いて、９ページです。 

「③競技体験コーナー」として、こちら総合体育館を会場としまして競技体験が行われますの

で、そちらの方で運営補助の活動をいただく記載内容になってございます。 

１０ページです。 

「④シンボルロードステージ」として、こちらは、シンボルロードのステージの運営補助という

ことで活動いただくことで内容を記載しております。 

１１ページです。 

「⑤清掃イベント」として、こちらもシンボルロードのステージ周辺で、清掃イベントを行うの

で、その運営補助を行うというような活動内容になっています。 

１２ページです。 

「⑥打ち水イベント」ですが、こちらは７月３１日土曜日の打ち水イベントに合わせて運営補助

を活動いただく記載内容となっています。 

１３ページです。 

「（３）オリンピック・パラリンピック聖火リレー」です。議事（１）で御説明しておりますが、

７月６日にオリンピック、８月１９日にパラリンピックの聖火リレーが通過しますので、その関係

の沿道の整理などを行っていただくボランティア活動をお願いしたいと考えています。オリンピッ

クの方では２４２人、パラリンピックでは９０人を考えています。 

１５ページを御覧ください。 

今、御説明したものを、活動内容と活動期間と活動人数をまとめた表になってございます。特

に、ボランティア部会の皆様には御案内したいというところでは、「（１）射撃観戦客へのおもてな

し」のうち、①と②こちらの二つの活動がボランティア部会の活動になります。その下の熱中症対

策が、環境・美化部会という活動になります。（２）のうち、①、②、③、④は機運醸成部会。⑤、

⑥は環境・美化部会。最後に、「（３）のオリンピック・パラリンピック聖火リレー」の①、②がボ

ランティア部会の活動内容となってございます。後ほど、運営体制のところでまた御説明したいと

思いますけれども、ここでは活動内容の各部会の割り振りのところだけ御説明させていただきま

す。 

それでは、１６ページ以降の説明について変更点を中心に御説明したいと思います。本当にたく

さんの御意見を頂戴しまして、１６ページ以降が活動に当たってのルールを定めておりますけれど

も、１８ページを御覧いただけますでしょうか。 
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「（３）感染防止、健康管理」に関してはいろいろな御意見を頂戴しまして、また、環境・美化部

会を中心に今感染症に関する本市のマニュアルを作っておりますので、それとの表現の仕方を調整

した結果の記載が、現在の１８ページから１９ページにかけての感染症に対する記載になっており

ます。 

皆様にちょっと共有をさせていただきたいのですが、ボランティアの皆さんは、一番目の「・」、

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」を記入して、体調

確認を行っていただくことをお願いしたいと考えております。 

二つ目の「・」、活動当日、自宅で検温を行って、更に「健康観察申告書」を御記入いただいて受

付で提出いただくということを求めたいと考えています。 

三つ目の「・」、３７．５度以上の発熱の場合は活動を御控えくださいということと、「健康観察

申告書」では、一つでも該当項目があった場合には活動できませんということを、活動のルールに

したいと考えております。 

１９ページです。 

一番上、活動時のマスク着用の話で、こちらもいろいろな御意見があったところではあります

が、どうしてもマスクが着用できないという方がいた場合には、フェイスシールドをすることをお

願いしたいと考えております。その場合に周りからの見え方に関して御意見もあったところです

が、そういったことは今後、運営マニュアルの方で対応したいと考えておりますので、活動マニュ

アルにおきましては、この表現で留めさせていただいてございます。 

あとは、三つ目の「・」ですが、手指消毒のお話は一般的になってきているかと思いますが、地

元のおもてなしボランティアの皆様には、携帯用の消毒液を皆さんに配付したいと考えており、事

務局で御用意したいと思っております。 

（４）、「感染が判明した場合の対応」について、こちらも環境・美化部会を中心に検討しており

ます感染症マニュアルに従った記載を書かせていただいておりますので、こちら後ほど御確認いた

だければと思います。 

続いて２０ページですが、ボランティア保険に関して記載した方がいいということで、下段の方

にボランティア保険に加入の関する記載、連絡先等を追加させていただいております。 

また、２１ページを御覧ください。 

二つ目の「・」のですね、ＳＮＳに関しても御意見を頂戴しまして、簡単ではございますけれど

も、ＳＮＳのルールを三つ掲載させていただく形で反映してございます。活動中の投稿は禁止した

方がよろしいかと思いますし、また個人情報への配慮、あとはオリンピック・パラリンピックの特

有のこととして、大会パートナー、企業以外の商品などが映らないような配慮をお願いしますとい
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うことで、不適切な内容とならないような配慮をお願いするというような表現になっています。 

それでは、２２ページの「今後のスケジュール」を御覧ください。 

四角囲みのところで、ボランティアにとってのスケジュールですが、６月上旬、つまり５月２１

日、２２日の説明会の後、６月上旬に全員の方を対象とする活動希望日の調査を行いたいと思って

おります。提出いただいたものを整理しまして、事務局でシフトを組みまして、下旬には活動日の

決定を皆さんにお知らせするということを考えております。そして、７月６日以降、聖火リレーか

ら始まりまして、大会の活動になっていくということでございます。 

１点、変更の御案内ですが、先日のスケジュールでお示ししたところで、１０月２日に振り返り

交流会を開催予定だったところですが、彩夏祭が１０月２日と３日で現在、内定の日程ということ

で進めていると確認したため、ボランティアにとっても彩夏祭に参加される方もいらっしゃること

も考えられますので、振り返り交流会の方は１１月６日の方に日程変更をさせていただいておりま

す。 

最後に、２３ページ以降に参考データということで、イベントの概要を書かせていただいており

ます。 

部会長に御相談ですが、説明のボリュームが多くなっていることから、活動マニュアルの時点

で、まず皆さんに御意見を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。 

○秋元部会長 

  分かりました。御説明、ありがとうございました。 

事務局の方から、活動マニュアルの内容までで質問などがありましたら、お願いしたいと思いま

す。 

委員の皆様から、いろいろ御意見頂戴して事務局の方で作っていただいたマニュアルになります

ので、どうでしょうか。 

私の方からいいでしょうか。 

  ２２ページのおもてなしボランティアのスケジュールで、活動希望日の調査をしてシフトを作成

すると説明がありましたが、場合によっては活動人数が満たない場合があると思いますが、その場

合はどのようにお考えでしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

まず、資料２－３で、先ほど活動継続の方が現在、３８５人の方になっております。活動ルール

にも書いてあるとおり、２日間の活動を原則としたいと考えております。そのため、３８５人の方

がいらっしゃって、皆様が２日間活動いただく場合、単純計算しますと、延べ７７０人が活動する

ことになっています。現在、想定している活動が３８５人の活動継続の方を合計７８０人分となっ
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ており、ほぼ同じような状況になりますので、できるだけ２日間皆様に御活動いただきたいと思っ

ております。 

しかしながら、部会長の御質問の場合が考えられますので、活動希望日調査の実施の際には、希

望日の聴き方を工夫してできるだけ皆様に活動いただけるようなことをしていきたいと考えており

ます。可能な限り調整して、皆様に活動できるようにということを事務局としては努力していきた

いと思っております。 

○秋元部会長 

委員の皆さんから感染防止の部分や健康管理の部分で御提案が多かったと思いますが、今回の事

務局の案について皆さんどうでしょうか。なかなか感染が終息されない中でボランティアの皆さん

も、こういうところをすごく気にされているところの一つかなと思っております。 

○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 

  感染症の関連で補足させていただきます。 

臼倉が説明したとおり、感染症対策マニュアルを作成しており、おもてなしボランティアの活動

マニュアルには多くは書ききれないので、ある程度抜粋した形をとっております。本日この後、環

境・美化部会がありまして、埼玉県保健所や医師会の委員の方が所属している部会となっており、

感染症マニュアルについては御確認と御意見を頂いているところです。５月下旬に、支援実行委員

会を予定していますので、そこである程度御承認頂いたものをバージョン１ということで、ボラン

ティアに限らず、市が行うオリンピック・パラリンピックに関連するイベントに関するマニュアル

としたいと考えております。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

資料２－４の説明になりますが、おもてなしボランティアへの説明会では、資料２－１の活動マ

ニュアルとセットで２－４のハンドブックの配付を考えております。こちらも委員の皆様からの御

意見で、活動時に手元で見られるようなものを作成してはどうかとありましたので、今回、ハンド

ブックを御用意させていただいております。皆様にはＡ４の形でお渡ししておりますが、Ａ６サイ

ズでの作成を考えており、活動当日にお持ちいただいて、活動時に御使用いただけるものを配付し

たいと考えております。これについても御意見いただければと思います。 

○合田委員 

  聖火リレーで観客が密集するというのは、非常に危険だと思うのですが、観客に対する注意喚起

については何か考慮されている点があるのでしょうか。 

○秋元部会長 

  事務局お願いします。 
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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 

  聖火リレーは７月６日に全部で４．５キロメートルの中で朝霞市が２．８キロメートルのルート

で実施されます。 

聖火リレーについては、組織委員会から聖火リレーに関する感染症マニュアルがありますので、

それに沿って、肩が触れない距離を保つことや大声を出さないことなど示されておりますので、本

市もそれに則って対応したいと思っております。しかし、現在の聖火リレーの実施状況を実際に見

ますと、場所によっては密になっているのではないかと思うような状態があることや、例えば大

阪、愛媛の松山では、公道を走らないで実施するという取組が出ているので、朝霞市も今後、埼玉

県や組織委員会と連携していきたいと思います。 

○秋元部会長 

活動マニュアルの１３ページや１４ページに、聖火リレーの活動内容がありますが、ボランティ

アの活動はどのようなことを考えているのでしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

オリンピック聖火リレーの活動は、１３ページの地図の朝霞市域の沿道で、一定の等間隔でボラ

ンティアの皆さんに並んでいただき、沿道の整理を行っていただくことを考えております。 

集合場所は今、総合体育館と栄町市民センター、フタバスポーツとなっていますので、それぞれ

の三つの場所に集まっていただいて、その近くの沿道で活動いただくことを考えております。 

○秋元部会長 

  どうでしょうか、それでよろしいでしょうか。 

  （意見、質問なし） 

  それでは、続きの資料２－２の説明を事務局からお願いします。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

  それでは、資料２－２の御説明をしたいと思います。お手元に御用意ください。 

資料２－２が、皆さまに御協力いただく部分になりますので、よろしくお願いいたします。 

  初めての方もいらっしゃいますので、１ページ、こちら前回の２月のときの資料と変わってござ

いませんけれども、おもてなしボランティアの運営体制ということで、（１）、おもてなしボランテ

ィアについては、本部と支部というものを設置したいと思っております。その所掌事務としまして

は、「開催判断に係る事務」や、「各活動場所の全体の統括」、あとは「欠席などの連絡対応」、「事故

などの対応」などを考えております。また、支部としましては、学生ボランティアが朝霞台出張所

の方で活動されますので、そちらを支部とにしたいと考えております。 

下の「参考 役割のイメージ」を御覧いただければと思いますけれども、ボランティア部会の活
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動内容と、それ以外の機運醸成・文化教育部会と環境・美化部会という２部会の運営とで分けさせ

ていただいたものをイメージとして図示させていただいています。まずボランティア部会で運営す

るボランティアの運営体制としましては、本部がございまして、また学生ボランティアについては

支部の方と連携して、その下に運営スタッフということで、こちら市の職員の方を応援職員の方を

御用意しまして、その方々が運営スタッフとして実際のボランティアを集合から、活動、解散、あ

とは備品の管理を対応するということで考えてございます。委員の皆様におかれましては、本部と

支部のところでの御協力を賜りたいと考えております。 

一方、ほかの２部会の運営につきましては、本部がございますけれども、基本的には機運醸成・

文化教育部会と環境・美化部会の方でボランティアの集合から活動、解散までを行っていくという

ことで考えてございます。 

続いて、２ページです。 

委員の皆様の協力の部分になってきますけれども、本部と支部で分担をさせていただくのが上の

表になっています。 

ここまでは前回の資料と変更がない状況でして、特に御意見はなかったところではございますけ

れども、今回改めて御確認いただければと思います。 

下段の「参考」を御覧いただければと思います。 

聖火リレーがオリンピックとパラリンピックで２日間、オリンピック期間が１０日間、パラリン

ピック期間が７日間ございますので、合計１９日間ございます。その運営を分担する表になりま

す。 

具体的には、３ページ以降、事務局で勝手ながら日にちごとの割り振りをさせていただいた表に

なります。御都合も聴いておりませんので、本日、またそれ以降、御意見賜ればと思っておりま

す。 

御相談になりますが、このあと議事（３）で説明会の話がありますが、説明会が５月２１日、２

２日にございますので、そこで皆様とお会いできるタイミングとなりますので、５月２１日、２２

日のときに、この大会期間中の応援の関係のことを調整させていただきたいと考えておりますの

で、委員の皆様におかれましては所属の団体で御調整いただければなと考えてございます。 

本日、２大学が急きょ御欠席ということで、対応できるかどうかというところは本日は確認がで

きないんですが、昨日、十文字学園女子大学の佐藤委員から御連絡を頂戴しまして、説明会等の協

力はできるが、大会期間中については、職員などの派遣は難しいというようなお話を頂戴したとこ

ろでございます。佐藤委員には本日の会議でもこのことを報告して構わないと確認しておりますの

で、御報告させていただきます。 
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この担当表で３、４ページに書かせていただいていますのが、これは現在想定している最大の量

で担当表案を御提示させていただいております。先ほど当日資料で暑さ対策グッズの配布日数が縮

小になったとありましたが、そういったものが今後もありえます。もしかしたら今後調整させてい

ただくことがあるかもしれませんけれども、後から増やすことが難しいかと考えましたので、これ

は現在の最大の表であるということで是非御検討いただければと思っております。 

また、担当表のうち、十文字学園女子大学につきましては、事務局の方では対応は検討中でござ

いますけれども、まずはこの表の方で御対応いただけるところをお聴かせいただきたいということ

で、お示しさせていただいております。 

ここに書かせていただいているのは、例えば７月６日の４番のところで朝霞地区保護司会と書い

てありますけど、その日に団体からおひとりを出していただきたいという表になってございます。 

また、市の職員とともに運営の方をお手伝いいただければと考えておりますので、知識や経験を

問うものではございませんので、委員の方が全部務めなければいけないというわけでもございませ

んので、是非団体の方から御協力をいただければと思っております。 

もう１点補足ですが、一昨日、朝霞地区保護司会の総会がございまして、オリンピック・パラ

リンピック室に依頼を受けまして、総会の皆様に御協力に関する御説明をさせていただきまし

た。そういった場面が、ほかの団体でも必要であれば私が伺いますので、お知らせいただけれ

ばと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 

説明は以上です。 

○秋元部会長 

  ありがとうございました。 

今の説明は、資料２－２の「朝霞市おもてなしボランティアの運営体制（案）」というところにな

ります。担当表を見ていただくと、シャトルバスに合わせて、朝の早い時間があることも分かりま

す。事務局の方から、それぞれ日程表で担当を見ていただくと、日によって一人ずつという形にな

ります。２ページの「参考」を見ていただきながら、社会福祉協議会は１１日間、１１人という意

味ですよね。朝霞地区保護司会は５日間、５人という。そういうふうに御覧になっていただけると

分かりやすいかなと思います。 

私から質問よろしいでしょうか。十文字学園女子大学は６日間と入っていますけれども、先ほど

難しいというお話でした。そうすると、その分は部会の中で割り振りますか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

事務局案としましては、その分を皆さんに更にお願いすることは難しいと考えております。今後

の調整になりますが、例えば、本部のところから支部に回っていただくとか、そういったことは考
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える可能性があります。 

○秋元部会長 

５月２１日と２２日に、おもてなしボランティアの方たちの説明会を市民会館で行うことになり

ますので、ここまでに調整をしていただいて、その２日間のどちらかに皆さんお集まりいただくこ

とになります。そこでお返事を差し上げるということになりますが、それまでに各団体に持ち帰っ

ていただいて皆さんにアナウンスしていただければと思います。 

資料に本部や支部のところでの活動内容が１ページにも書かれていますので、内容を見ると市の

職員の方もいらっしゃったりとかするので、そんなに心配ないかなと思っています。どなたでもで

きるような形での御配慮をいただいていると思います。 

資料２－２の方はよろしいでしょうか。 

では、シフトの関係もありますので、５月２１日、２２日のどちらかまでにはオリンピック・パ

ラリンピック室の方にお話を頂戴していただけると、とても助かります。よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、資料２－３の御説明をお願いいたします。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

資料２－３につきましては、意向確認の回答状況ということで、現在は活動継続の方は３８５人

ということになってございます。 

また、資料２－４につきましては、先ほど少し補足させていただきましたけれども、説明会で活

動マニュアルとセットでお渡しするようなことを考えております。 

議事（２）の説明は以上です。 

○秋元部会長 

ありがとうございます。 

今資料１から資料２－３まで、２－４も含めてお話を頂戴しましたけれども、今の中で遡って何

か御質問とか御意見とかありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

私からよろしいでしょうか。 

東洋大学は継続が２３人と出ていますが、これは大学から出していただいた数字なのでしょう

か。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

活動継続の２３人というのは学生でいらして、活動継続しますと返事が２３人の方からございま

した。東洋大学においては、朝霞キャンパスが現在、北区の方に移転していますけれど、元々、朝

霞キャンパスだけではなくて、ほかのいろいろなキャンパスから集まっていただいているような学
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生さんがいらっしゃっている状況です。 

○秋元部会長 

よかったです。 

では、特に大丈夫でしょうか。（２）「おもてなしボランティア活動マニュアル等について」の議

事の方は。よろしいでしょうか。 

（意見、質問なし） 

それでは、本議事は審議事項でしたので、本部会としては事務局の案のとおり進めさせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは本部会としては、事務局の案のとおり進めてまいりたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

◎３ 議事 （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） 

○秋元部会長 

続いて、議事の（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」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。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

議事（３）の審議事項について説明させていただきます。 

今回は、説明会と振り返り交流会の概要を説明させていただきまして、この方向性、概要のとお

り進めてよろしいかの御了承をいただきたいと考えております。 

まず、資料３－１、スケジュールと書いてございまして、先ほど議事（２）のところで説明した

ところと同じでございますので、省略させていただきたいと思います。 

資料２ページを御覧ください。 

「朝霞市おもてなしボランティアの説明会 概要」でございます。まず日程ですが、従前の日程

では、３日間開催する予定で、記載の５月２１日と５月２２日に、あと６月６日も予定はしており

ますが、ボランティアの人数が減ったこともあり、この２日間で開催したいと考えております。 

会場は朝霞市民会館のホールと、その手前のホワイエという広場を使って開催したいと考えてお

ります。 

内容につきましては、（１）から（５）までございまして、「（１）活動マニュアルや今後のスケジ

ュールなどの説明」、こちらは動画を作成しまして、ホールで放映する形をとりたいと思っておりま

す。「（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
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コーナー」ということで、写真の撮影なども考えております。「（５）質問コーナー」の実施も考え

ております。感染症対策ということで、開催の方法を事務局で検討させていただいた結果、やはり

長時間大人数の密集は避けた方がいいのではないかということがございましたので、開催日を２日

間で時間を幅広にさせていただいております。 

また、二つ目の「※」なんですけれども、（１）の動画については、開催時間中、例えば第１回の

令和３年５月２１日の３時から７時となっておりますけれども、その時間帯ずっとその１５分程度

の動画を繰り返し放映する形で、決まった開始時間を設けるというわけではなく繰り返し放映し、

出入り自由にさせていただきたいと思っております。そのため、ボランティアの皆さんからします

と、その時間帯の間で、いつでも来ていいということで、分散して開催したいと考えております。 

また、ホールで留まることも御不安な方もいらっしゃるかなということもありますので、その動

画につきましてはＹｏｕＴｕｂｅの限定公開を使いまして、自宅等で観ることを可能にしたいと考

えてございます。 

  配付資料についは、先ほど御審議いただきました活動マニュアル、そしてハンドブック、そして

名札、携帯消毒液、そして活動ユニフォームなどを配付したいと考えております。 

下、「レイアウト」がございまして、（１）から（５）のイメージを書かせていただいておりま

す。 

  続いて、３ページを御覧ください。 

この説明会の「体制」ですが、委員の皆様の団体に御協力をお願いしたいところでございまし

て、先ほど（１）から（５）で合計７人プラス、あと（２）のボランティア保険の社会福祉協議会

の役割が必要であると考えておりまして、この開催２日間、７人を下の「※」のところで書かせて

いただいておりまして、Ａ．Ｉ．Ｓ、朝霞地区保護司会、メイあさかセンターの方でお一人ずつ２

日間、御対応をいただければなというふうに考えておりますので、そちらについても御協力をお願

いしたいと思っております。 

一方で、「学生ボランティア」については、３ページの下段ですけれども、十文字学園女子大学に

つきましては、大学構内で説明会を開催するという方向で、現在調整を進めているところでござい

ます。その大学での説明会に来られない場合には、先に説明しました市民会館での説明会に参加い

ただくか、各自でボランティア保険に加入していただいて、市役所に来ていただくことを想定して

おります。 

続いて、東洋大学につきましては、複数のキャンパスに在籍しておりまして、また今朝霞キャン

パスにはいないような状況でございますので、説明会は大学では行わずに市民会館での説明会に基

本的に御案内していくということを考えてございます。 
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それでは、４ページの説明をさせていただきます。 

こちら大会期間後になりますけれども、「朝霞市おもてなしボランティアの振り返り交流会 概

要」になっております。こちらも、大会期間後に、もう一回部会を開催して本番の振り返り交流会

を迎えたいと思っていますが、大会後にバタバタといろいろ決めることは難しいかと思いましたの

で、方向性ということで本日審議いただければと思っております。 

日程ですが、先ほど申し上げましたとおり、１１月６日ということで考えております。 

場所は、中央公民館の３階のホールを考えています。ホールの定員が２００人であり、現在の施

設の運用から、１回の開催では難しいことから、３回の日時の方を現在想定しています。 

内容については、「（１）大会期間中の活動の振り返り」で、活動当日の様子の写真などを撮影し

て、皆さんの活動を振り返るということを行いたいと思っております。 

また、「（２）地域のボランティア紹介」で、このおもてなしボランティアのテーマとして大会期

間後の地域のボランティアにつなげていくことで、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、また市のイベントなどで活動する登録制度などを現在検討しておりますの

で、そういった御案内ができればと考えております。この点については、皆様から御意見頂ければ

と考えております。 

議事３の説明は以上でございます。 

○秋元部会長  

  それでは、資料３－１について、御意見、御質問頂戴したいと思います。 

  委員の皆様、いかがでしょうか。 

  ここでも２日間、皆様の御協力を頂戴したいと思うのですが、これも持ち帰っていただいて調整

していただきたいと思います。 

  集合時間などをお知らせいただけると助かります。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

  御対応いただく方を把握するために依頼に関する通知を送らさせていただきますので、お手数で

すが御回答いただければと思います。 

○秋元部会長 

  このレイアウトを見ていただいて、実際に出入りは自由というお話を今頂戴したところですが、

検温や手指消毒は、どういう形で進めるのでしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

  図時までできておらず恐縮ですが、施設の出入口付近で、検温や手指消毒の場所を設けて実施し

たいと思っております。 
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○秋元部会長 

５月の２１日と２２日の２日間で、委員の皆さんにも団体の方に来ていただいて、２日間活動し

ていただくことになります。説明会については、これでよろしいでしょうか。 

もう一つ、朝霞市おもてなしボランティア振り返り交流会という概要のところもあるんですけれ

ども、このことについて御意見、御質問ありますでしょうか。一応、１１月６日に振り返り交流会

を開催したいということで、コロナのこともあるので感染対策から３回に分けてということでの事

務局からの御提案をいただいたのですけれども。 

お願いします。 

○鈴木様 

説明会の中で、写真撮影と書かれていますが、事務局でカメラを用意されるのでしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

事務局の方で御用意いたします。 

○秋元部会長 

  お願いします。 

○合田委員 

振り返り交流会については３回の分散開催となっていますが、事前にどの時間帯に出席するかの

申込は必要かと思います。また後ほど、この近い日にちになるとお知らせが来ますでしょうか。 

○秋元部会長 

お願いします。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

スケジュールまで落とし込めてはおりませんが、振り返り交流会に当たっては、参加希望の日時

をお聴きした形で割り振ることを考えております。ボランティア部会の皆さんは振り返り交流会で

も割り振りをさせていただく予定です。 

○秋元部会長 

  ボランティアの皆さんは申込制でよろしいかと思います。 

ボランティア部会としては、場合によっては、自分たちの団体の活動紹介の時間があるかもしれ

ないなどを含めての振り返り交流会を考えていきたいと思いますので、次回のボランティア部会で

事務局にもう少し細かい内容を詰めていただいて、本日のところは日程だけは所属の団体の皆さん

員にも押さえおいていただければと思います。なるべく大勢の方に参加していただいて、地域のボ

ランティア活動を進めていきたいと思いますので、そこは部会のそれぞれの団体にもお話していた

だければなと思います。 
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  資料の３－１は、よろしいでしょうか。 

  （意見、質問なし） 

本議事は審議事項でした。本部会として、事務局の案のとおり進めてよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

（異議なし） 

それでは本部会として、事務局の案のとおり進めてまいりたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

◎３ 議事 （４）都市ボランティアの運営について（報告事項） 

○秋元部会長 

それでは続きまして、議事の（４）「都市ボランティアの運営について」、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。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

議事（４）、報告事項になります。 

都市ボランティアの運営について、現在の状況について御説明したいと思います。 

資料４－１です。資料４－１につきましては、都市ボランティアの運営計画の抜粋したものを本

日、御用意させていただいております。 

まず、活動日と活動時間、１ページ目、オリンピックが１０日間、ライブサイトとパラリンピッ

クで９日間、競技時間の開始の入場のシャトルバスの時間帯で、また帰りのシャトルバスの時間帯

で活動することで、ボランティア活動時間は朝６時から夜７時まで活動いただくような形を考えて

おります。 

続いて、２ページ、冒頭、室長の方からも御説明があったのですけれども、配置人数が当初は

４，０３２人ということだったのですけれども、現在は縮小しまして、２，２００人となってござ

います。 

３ページを御覧ください。 

オリンピックとパラリンピックのときの配置の計画図になっておりまして、「オリンピック」を御

覧いただきまして、アルファベットのＡからＥまで、こういった場所、活動を予定しております。 

続いて、５ページです。 

写真を用いた活動イメージです。朝霞駅周辺には、こういった案内ブースを５ページのように配

置しまして、６ページについてはバスに向かって手を振るということを考えています。 

バスに向かって歓迎の意を表す活動については、行きが朝霞市おもてなしボランティアの皆さん



- 25 - 

 

で、帰りが都市ボランティアという振り分けで考えております。２つのボランティアが混在してし

まいますと、感染症対策の観点で感染経路が明確になるようにという配慮から、事務局で整理させ

ていただいております。 

簡単ではございますが、議事（４）の説明は以上です。 

○秋元部会長 

ありがとうございました。 

今、議事の御説明がありましたけれども、これについて何か御質問ありますでしょうか。 

資料の写真は、ラグビーのワールドカップがあったころの写真でしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

はい。 

○秋元部会長 

今の資料４－１については、よろしいでしょうか。 

（意見、質問なし） 

これで議事（１）から（４）までは終わりましたけれども、全体を通して、御質問していただき

たいと思いますが、どうでしょうか。 

（意見、質問なし） 

御不明な点がありましたら是非臼倉係長までお問い合わせいただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

必要がございましたら、説明にも伺います。 

 

◎３ 議事 （５）その他 

○秋元部会長 

それでは、議事（５）「その他」に移りたいと思います。オリンピック・パラリンピック室から御

説明、何かありましたらよろしくお願いいたします。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

それでは、本日配付の「聖火リレールート付近の事業者様」というチラシをお手元に御用意いた

だきまして、本日の議題の中でも出てきましたけれども、オリンピック聖火リレーが７月６日にご

ざいます関係で、ルート付近の事業者様宛てに、御理解、御協力をお願いするチラシの方を先週オ

リンピック・パラリンピック室で配付してございます。情報共有のために皆様にお渡しさせていた

だいております。 
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下段の網掛けの部分ですが、住民説明会を５月２６日と３０日の２日間開催する予定でございま

す。御案内させていただきます。 

○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 

一言、ごあいさつさせていただきます。 

平成２９年に支援実行委員会が立ち上がり、それ以降、下部組織としてボランティア部会、これ

まで大変御協力いただきました。１３回という回数は、部会の中でも一番多い状況です。本日の会

議で、大会前に予定しているのは最後になります。大会が終わった後に振り返り交流会があります

ので、そのときに一度お集まりいただきますが、大会本番に向けての会議は本日が最後になりま

す。本当に皆様に御協力いただきまして、お礼申し上げます。 

あと職員の皆さん、部会庶務の皆さんも含めて大変御協力いただきましたこと感謝申し上げま

す。これから本番に向けて、おもてなしボランティアの説明会であったり、当日の対応であった

り、御協力いただく場面がありますが、一つの区切りの会議になりますので、御礼を申し上げさせ

ていただきます。 

秋元部会長におかれましては、事前の調整から会議当日までまとめていただきまして、ありがと

うございました。 

○秋元部会長 

とんでもありません。ありがとうございます。 

これまでの検討を踏まえて、これからが本番だということなので、是非体調整えていただきなが

ら、皆さん御活躍いただければと思います。 

ほかに何か、ありますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

よろしいでしょうか。 

 

◎４ 閉会 

○秋元部会長 

ないようでしたら、これで、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を

終了させていただきます。 

本日は長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

 

   


