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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 
第８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（輸送・多言語対応部会） 

開 催 日 時 
令和３年４月２１日（水）午後３時００分から 

午後３時５０分まで 

開 催 場 所 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１４人 

石田委員（部会長）、稲生様（松戸委員代理）、坂本委

員、風間委員、山口委員、尾嶋委員、小林委員、宇野

委員（部会庶務）、高橋委員、西田委員、中谷委員、

森田委員、西内委員、門瀬委員 

※島村委員欠席 

部会庶務担当１人 

金井都市建設部まちづくり推進課交通政策係長 

事務局３人 

堀川市長公室参事兼政策企画課オリンピック・パラリ

ンピック室長、石野同室室長補佐、臼倉同室係長 

 

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８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  

輸送・多言語対応部会 

 

令和３年４月２１日（水） 

午 後 ３ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 後 ３ 時 ５ ０ 分 ま で 

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）観光情報マップ及び案内ブースについて（審議事項） 

（３）交通事業者委員から東京２０２０大会に向けた最近の動きについて（情報共有） 

（４）その他 

４ 部会長の選任 

５ 閉 会 

 

 

 

資料一覧 

・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（輸送・多言語対応部会） 

・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「観光情報マップ及び案内ブースについて」 

・資料２－２「朝霞市都市ボランティア運営計画（抜粋）」 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎開会前 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

定刻前ですが、事務局から諸連絡がございます。 

本会議は、公開の会議であることから定刻で開会させていただきます。 

また、本会議は傍聴要領により傍聴を認めています。傍聴希望者がいらっしゃった場合、開会ま

でに傍聴席に御案内することにします。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、定刻までしばらくお待ちください。 

（傍聴希望者がいるかの確認） 

 

◎１ 開会  

○部会庶務課・金井係長 

それでは、まず資料の確認をお願いします。  

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

２－２。 

さらに、当日配布資料として、「委員名簿」、「聖火リレーの案内ちらし」を席にて配布させていた

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。 

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、御案内いたします。 

東日本旅客鉄道株式会社北朝霞駅が新間委員から小林委員、朝霞市役所まちづくり推進課が飯泉

委員から高橋委員、シティ・プロモーション課が奥田委員から西田委員、財産管理課が深澤委員か

ら中谷委員、産業振興課が田中委員から森田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、本日の代理出席の方を御紹介します。 

朝霞・志木地区タクシー協議会の稲生様です。 

また、東武バスウエスト株式会社の島村様から御欠席の連絡をいただいております。 

皆様よろしくお願いいたします。 

続きまして、宮村公室長からごあいさつを申し上げます。 
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○事務局・宮本市長公室長 

本年４月より市長公室長を拝命しました、宮村です。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会については、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か月に迫ろうとし

ております。 

また、聖火リレーは３月２５日に福島をスタートし、今のところ大きな事故もなく、一部感染症

の影響で公道を走れない地区もございましたが、順調に聖火が繋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８回もの会議を重ね、多大なご協力をいただきま

したこと、厚く御礼申し上げます。 

輸送・多言語対応部会では、平成３０年度に障害者団体とのまち歩きを行い、公共施設のトイレ

や歩道のバリアフリー化などを実施し、また、市内事業者への補助金交付などによりユニバーサル

デザインによるまちづくりを進めてまいりました。大会本番に向けて、本日も交通事業者の皆様を

中心に情報共有を図ってまいりたいと考えております。 

終わりとなりますが、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、御支

援、御協力をお願い申し上げ、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・金井係長 

  ありがとうございました。 

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

○事務局・宮村市長公室長 

  よろしくお願いします。 

 

◎２ 副部会長の選任 

○部会庶務課・金井係長 

続きまして、次第２に移りまして、副部会長の選出を行いたいと思います。 

副部会長につきましては、前回まで深澤委員が務めておられましたが、市役所の今回の人事異動

により不在となったため、新たに副部会長の選出をさせていただきます。 

どなたか立候補若しくは御推薦はございますでしょうか。 

  門瀬委員、お願いいたします。 

○門瀬委員 
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市役所道路整備課の門瀬と申します。推薦でございますが、産業振興課に所属し市内の商店等の

事業者と関連のある森田委員を推薦します。 

○部会庶務課・金井係長 

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

（異議なし、の声） 

御異議がないようなので、本支援部会の副部会長は森田委員にお願いしたいと存じます。 

森田委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

○森田委員 

産業振興課、森田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

◎３ 議事 （１）大会関連情報について（報告事項） 

○部会庶務課・金井係長 

ありがとうございます。 

それでは、議事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石田委員にお願いします。 

○石田部会長 

さて、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お願いいたします。 

それでは、次第に基づき、会議を進めます。 

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・パラリンピック室より説明をお願いいた

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 

ありがとうございます。 

大会関連情報に入る前に、一言今の状況をお話しさせてもらいたいと思います。 

前回１２月に会議が終わりまして、その間にいろいろと動きがございました。 

大会の観戦客について、日本国内だけにとどめて、外国からの観戦客を受け入れないことが決ま

りました。 

観戦客の上限については、当初は４月までに組織委員会が発表するという話でしたが、昨今のニ
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ュースでは、６月に入場者について決定する流れになっております。 

私どもも観戦客が入場されるかどうかが大きな問題であり、各鉄道事業者、バス事業者、タクシ

ー事業者におかれましても大きなテーマにはなってくると思います。 

朝霞市においては、大会期間中、７月３１日と８月１日に大会を記念したおもてなしイベントを

開催する予定になっております。射撃競技会場にお越しいただきまして、朝霞を感じていただきた

いと思っておりますが、万が一観客が無観客という形になったとしてもですね、そのときのコロナ

の感染状況にもよりますが、そのイベントは開催したいと考えているところです。 

しかしながら、コロナウイルスの変異型が大阪の方でひどくなっていたり、今後どうなるか分か

りませんが、今は足を止めることなく準備を進めたいと思っています。現状については以上です、

資料については担当より説明させていただきます。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 

続きまして、私から説明させていただきます。 

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。 

それでは、資料１－１をお手元に御用意いただければと思います。 

こちらの資料につきましては、これまでの会議の方でも御説明しているところではございます

が、本日から新たな委員の方もお越しいただいておりますので、簡単に御説明していきたいと思い

ます。 

資料１－１、「朝霞市で開催する大会公式イベント」でございます。１は全体の「東京２０２０大

会の開催概要」でございます。こちらは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射撃の競

技が開催されます。オリンピックとパラリンピックと両方ございまして、こちらは県内で唯一の開

催となってございます。 

まず、オリンピックですけれども、種目は１５種目ございまして、選手数は３５０人。競技期間

は、オリンピック全体で御覧のように７月２４日から１０日間という日程でございます。また、収

容人数は、６，２００席となってございます。 

続いて、パラリンピック射撃でございますが、こちらは実施種目１３種目となっており、選手数

は１５０人となっております。競技期間は、８月３０日から７日間というような日程でございま

す。パラリンピックにつきましては、クレー射撃がなく、ライフル射撃のみの開催となっておりま

す。 

先ほど堀川室長から申し上げたのですけれども、観客数の上限が今後組織委員会の方で決定する

というような情報がありますので、今の収容人数というのは施設の収容人数の現時点の上限という
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ことですので、ここからどういった数字になっていくかというところは今後の状況次第ということ

になってございます。 

また、下の補足でございますけれども、射撃のテストイベントというものが、今年の５月１７日

から５日間の日程で開催されると伺っております。こちらも無観客で開催すること、国内選手のみ

のテストイベントとなることをお聴きしております。 

続いて、裏面を御覧いただければと思います。皆さん御案内のとおり、オリンピックの聖火リレ

ーについては、３月２５日から全国で今スタートしておりますけれども、中段の四角で囲っており

ます「朝霞市での聖火リレー開催概要」のところを御覧いただきたいと思います。オリンピック聖

火リレーにつきましては、今年７月６日火曜日、お昼の時間帯でルートは和光市、朝霞市、新座市

を結ぶ区間で通過いたします。朝霞市の区域としては、２．８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については、８月１９日木曜日、こちらが先日発表されたと

ころでございまして、朝霞駅から朝霞中央公園陸上競技場までを結ぶ区間１．８キロメートルのル

ートとなってございます。パラリンピック聖火リレーの県内で巡った聖火がゴールするという出立

式というイベントも、本市の陸上競技場で開催されることとなっております。補足ですが、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、県内では本市が唯一となってござい

ます。 

 続いて、４番の東京２０２０ライブサイトの開催概要でございます。こちらは、パブリックビュ

ーイングのイベントが、パラリンピック期間に本市の方で開催される予定ということになってござ

います。今、イベントの開催等が今後どうなっていくかというところではございますので、変更す

る場合もありうると考えております。 

  最後に、５番のパラリンピック事前キャンプの練習場所提供というお話が年度末頃に整った次第

です。こちら、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を提供いただきたい

というお話を受けまして、日程はまだ予定ですが、８月９日から陸上競技場で練習するというお話

が進んでいます。 

資料１－１は以上です。 

  それでは、１－２の資料を御覧ください。 

続いて、朝霞市で主催する大会期間中のイベントを機運醸成・文化教育部会で検討しておりま

す。こちらの概略について、今後の議事にも関係がございますので、御説明したいと思います。 

資料１－２の「（１）朝霞市おもてなしイベントの実施」です。こちらにつきましては、大会期間

中である７月３１日、８月１日の二日間、朝霞駅南口駅前広場やシンボルロード、総合体育館を会
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場として開催するものです。実施内容としましては、①から⑦までございますけれども、①で朝霞

駅南口駅前広場では大型装飾やＢＧＭ、飾花などを行いたいと思っております。 

  続いて、②イベント装飾エリアとしまして、シンボルロードの市役所前広場で装飾を考えており

ます。 

  ③出展エリアとしまして、シンボルロードの北口広場から中央広場に飲食店等の出展を朝霞市商

工会様に主催していただく形で開催したいと思っております。 

 ３ページの地図を御覧ください。この地図は、シンボルロードを中心とした地図となっておりま

す。３ページでは（４）となっておりますが、ステージエリアとしてシンボルロードの中央の広場

でステージパフォーマンスを考えております。 

  続いて、総合体育館の駐車場の方での出展エリアということで、出展ブース、復興支援ブース、

都市間交流ブースと、飲食も伴うイベントを考えております。 

  説明としては、最後の総合体育館で、（６）競技体験エリアを考えております。 

  続いて、２ページを御覧ください。２ページは、子供に焦点を当てたおもてなし事業を実施した

いと思っております。実施内容で、①の絵画募集、②ペットボトル風鈴製作、③公式ライセンスグ

ッズの塗り絵の実施、④フラワーレーンプロジェクトといった、子供のオリンピック・パラリンピ

ックをテーマとした作品を製作していただいて、シンボルロード等で飾ることで進めているところ

でございます。 

  それでは、続いて資料１－３を御覧ください。こちらは、御報告とお礼を申し上げたいと思いま

して、御用意したものでございます。こちら令和２年度に実施した朝霞市オリンピック・パラリン

ピック事業の紹介ということで、ホームページを加工した資料になっております。おかげさまで、

昨年度も２６の事業を進めることができまして、皆様方の御協力があってのことだと考えておりま

す。この場をお借りしまして、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

  それでは、事務局からの説明は以上でございます。 

○石田部会長 

  説明の方が終わりました。何か御意見や御質問等はありますか。 

  特にないですか、大丈夫ですか。 

  ないようでしたら、次に進めさせていただきます。 

 

◎３ 議事 （２）観光情報マップ及び案内ブースについて（審議事項） 

○石田部会長 

  続いて、議事の（２）「観光情報マップ及び案内ブースについて（審議事項）」、オリンピック・パ
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ラリンピック室より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、朝霞市オリンピック・パラリンピック室臼倉が説明させていただきます。 

  資料２－１と、２－２をお手元に御用意いただければと思います。これまでの振り返りも兼ねま

して、前回の部会のお話をさせていただきますが、輸送・多言語対応部会につきましては、まずこ

れまで障害者団体と町歩き等を行いまして、ユニバーサルデザインによるまちづくり、バリアフリ

ーの推進を進めてまいりました。 

大会に向けて本部会としましては、２－１の標題となっております観光情報マップと案内ブース

の運営が、残るテーマということで、前回の部会では方向性を皆様に御承認いただいたところでご

ざいます。 

そこで、本日は資料２－１を使いまして、具体化した部分や、現在の進捗状況を御説明させてい

ただいて、御審議いただきたいと思います。 

  では、まず（１）の観光情報マップです。朝霞駅から射撃会場までの地図を中心としまして、近

隣の飲食店情報とその地図、またイベントの情報、市の見どころなどを、掲載した地図を作りまし

て、それを案内ブース等で配布することを元々検討してございました。事務局としての検討の一端

をお話させていただきますと、コロナの関係がありまして、紙媒体で配布する以外の方法も用意し

た方が不安のない方もいらっしゃるのではないかという検討があり、今回、ＷＥＢマップの作製と

してＱＲコードなどを案内ブースなどに用意しまして、市のホームページ等に飛ばしてマップ情報

が見られることも御用意したいと思っております。 

配布場所は、大会期間前から期間中に向けて大会関連のインフォメーションで配布したいと思っ

ております。また、大会期間中については、朝霞駅南口の案内ブースを予定しており、あとはイベ

ント会場、ライブサイトの会場などでも配布したいと考えております。この本部会の皆様に後ほど

御意見を頂ければと思っておりますのが、特に期間前から期間中にかけて設置できるような場所

が、交通事業者などの団体の中でおありかどうかというのをちょっと後ほどお聴かせいただきたい

なと思っております。 

説明を続けさせていただきます。（２）の大会期間中における案内ブースの設置でございます。こ

ちらはシャトルバスの案内や、イベントの案内、あとは公共交通情報などを御案内するような案内

ブースを朝霞駅南口に設置したいと考えております。設置期間は、オリンピック・パラリンピック

射撃の開催日と東京２０２０ライブサイトの開催日を考えております。対応する者としては、都市

ボランティアという埼玉県が募集した道案内をするボランティアがいらっしゃいますので、その

方々に活動の一つの場所として対応いただくことを考えております。前回までの資料及び本部会の
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方からも対応するかを検討するとしておりましたが、コロナの関係もあり、できるだけシンプル、

最小限の人数で対応していくことで考えております。 

案内ブースの参考として、都市ボランティアの活動に関する情報で資料２－２を御用意しており

ます。資料２－２、「朝霞市都市ボランティア運営計画（抜粋）」です。特に、１ページ目の活動

日・活動時間のところを御覧いただき、先ほど議事１の方で説明しましたとおり、オリンピックが

１０日間ある中で、競技時間がだいたい朝８時半ですとか９時からということと、終わりの時間が

夕方４時とか５時とかの時間までになっております。ボランティアの運営時間としましては、行き

のバスの時間を中心としたピーク時間があって、また、帰りに競技時間が終わったタイミングで帰

られる方をお迎えするボランティアの活動時間があるということになっております。活動時間は資

料のとおり６時から１９時までというような活動時間になっておりますので、こうした時間帯で案

内ブースを運営していくということになってまいります。 

交通事業者の皆様もいらっしゃいますので、３ページも御覧いただければと思います。参考情報

としまして、都市ボランティアの配置計画ということで、３ページの上段のオリンピックの部分を

見ていただければと思います。四角でＡとＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅと書いてございますが、こちらが活動す

る活動場所ということになってございます。こういった配置場所で、オリンピックでは最大５チー

ムが配置されて、道案内やお迎えするような活動をするということになってございます。 

  最後に、５ページを御覧いただければと思います。こちらが案内ブースのイメージということで

御用意させていただいております。上段がインフォメーションと書かれていて、これは実は２０１

９年のラグビーワールドカップの時の熊谷駅の改札の目の前にできたインフォメーションになって

おります。こういったものを朝霞駅の南口の交差点まで降りましたところに、現在、設置予定で考

えております。また、下段が、朝霞駅改札の付近にも設置したく、写真は東京スタジアムで開催し

たラグビーワールドカップの駅改札の前のインフォメーションの様子です。 

説明としましては以上となりますが、この方向で進めてよろしいかの御承認をいただきたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

○石田部会長 

  事務局の説明が終わりました。何か御意見、御質問等はございますか。 

  私からよろしいでしょうか。 

  都市ボランティアは何人が活動する予定でしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

  資料２－２の２ページを御覧ください。活動人数につきましては、配置人数の（２）で配置人数

延べ２，２００人となっております。 
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○石田部会長 

  続いて、よろしいでしょうか。 

  朝霞駅改札前の案内ですが、これはテーブルなどを置いて行う予定でしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

  資料２－２、５ページの下段にあるような台などを用意し、そこにパンフレットなどの配付物を

置けるような形で考えております。椅子を用意して座るようなことは考えておりません。理由とし

ましては、密集の話もございますし、外から見た場合にボランティアが座って時間を過ごすという

ことは基本的には考えられないという想定でございます。ボランティアの休憩につきましては、３

０分活動して３０分休憩するというようなローテーションを考えていますので、３０分は立った形

での活動を考えております。 

○石田部会長 

  それで、テーブルなどについては朝霞市で用意するということでいいですか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

  市で御用意したいと思っております。 

  設営や撤収など具体的な運営につきましては、これから朝霞駅と調整していきたいと考えており

ます。 

○石田部会長 

  分かりました、ありがとうございます。 

  その他、何か御質問等はございますか。 

○西内委員 

  障害福祉課の西内です。朝霞駅周辺に設置する案内ブースで、例えば障害がある方向けの対応

で、聴覚に障害がある方や、視覚障害のある方などの対応は考えられ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・パラリンピックにつきましては、ユニバーサルデザインが一つ大きなテーマでご

ざいますので、配慮していきたいと考えております。 

これまで都市ボランティアが受けてきた研修の中でも、障害の方への対応の研修を受けてきてお

ります。また、当日のボランティアの配置として、手話対応など専属の方が配置できるかという

と、それは難しいかもしれないですが、県オリンピック・パラリンピック課でタブレットを用意し

ており、ピクトグラム等で障害をお持ちの方とコミュニケーションができるようなものを用意する

と聴いております。西内委員の御意見も今後の参考にさせていただいて、検討を続けていきたいと

思っております。 
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○石田部会長 

  他に何か御質問等ございますか。 

○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 

  無観客となった場合には、都市ボランティアというものが必要なくなってまいりますので、案内

ブースも含めて無観客となった場合は、運営がなくなるという考えでよろしいかと思っておりま

す。 

○高橋委員 

  観光情報マップの飲食店情報はどれくらいの範囲で載っ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 

  今、事務局で用意しております、観光情報マップの飲食店情報のマップは、朝霞駅を中心とした

地図になっております。朝霞駅周辺で御協力いただける飲食店の情報を載せた地図となっておりま

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 

  補足しますと、シティ・プロモーション課で朝霞駅中心の商店にお声掛けを行い、掲載している

状況です。また、一年延期になってしまったので、情報について更新をかけてまいりたいと考えて

おります。 

○石田部会長 

  他に、ございますか。 

  ないようでしたら、本議事は、審議事項でございました。 

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。 

  （異議なしの声） 

  それでは、本部会として事務局案のとおり進めてまいりたいと思います。 

 

◎３ 議事 （３）交通事業者委員から東京２０２０大会に向けた最近の動きについて（情報共有） 

○石田部会長 

続いて、議事の（３）「交通事業者委員から東京２０２０大会に向けた最近の動きについて」で

す。 

本日、御出席の交通事業者委員から東京２０２０大会に向けた最近の動きについて御説明をお願

いします。 

そうしましたら、私、東武鉄道から御説明させていただきます。 

東武鉄道としましては、朝霞駅のホーム柵を設置いたしております。また、エレベーターのない
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朝霞台駅のバリアフリー化は課題として認識しており、車いすの方などがいらっしゃった場合の対

応は、駅員の増員で対応をしたいと考えております。朝霞駅につきましても駅員の増員を考えて対

応したいと現時点では考えております。 

東武鉄道側としては、以上でございます。 

次に、タクシー協議会の稲生様、お願いします。 

○稲生様（松戸委員代理） 

当初は、ワゴンタクシー、ユニバーサルタクシーを配置するお話がありました。 

もし待機しておく必要があれば、時間帯や台数などの調整をしたうえで、協力することは可能で

す。その場合は待機場所なども調整する必要があろうかと思います。 

○石田部会長 

  次に、ＪＲの小林委員、お願いします。 

○小林委員 

ＪＲ武蔵野線北朝霞駅としては、東武鉄道の朝霞台駅に乗り換え、朝霞駅へお客様を誘導するこ

とがＪＲの主な義務であると考えております。海外からのお客様がいらっしゃらないということが

決まりましたが、観戦客がいらっしゃる場合に、駅構内の看板等を設置する準備を進めておりま

す。駅構内から東武鉄道の朝霞台駅に向かってスムーズにお客様の流れを誘導できるような案内表

示を引き続き進めているところでございます。 

○石田部会長 

続きまして、国際興業の山口委員、お願いします。 

○山口委員 

観客がどれぐらい入るかによりますが、バス会社では輸送力の確保が課題になっております。会

場がいくつかあって、競技ごとにバスの台数、運転手の確保など調整する必要があり、一般路線バ

スの輸送力を調整して可能な限り車と運転手を効率よく回すなどの調整を進めているところです。 

○石田部会長 

次に、西武バスの尾嶋委員、お願いします。 

○尾嶋委員 

基本的には国際興業さんと同様です。観客があるかないかによって、必要な輸送力が大分変わっ

てくると思います。県内に会場が幾つかあると思いますけれども、全体の必要な輸送力が確定次

第、最終的な振り分けなどは本社の方で一括して行い、我々の方としては特に最大限の乗務員の出

勤者の確保には努めていきたいなと思っております。 

○石田部会長 



- 14 - 

 

交通事業者の委員の皆様ありがとうございます。 

説明が終わりました。 

何か御意見、御質問等はございますか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

事務局からよろしいでしょうか。 

まず、本日４時から、組織委員会の輸送担当による射撃会場の輸送に関する計画の説明と、朝霞

駅南口の利用の仕方に関する説明をいただける形になっています。よろしくお願いいたします。 

また、もし部会長よろしければ、先ほど私も議事（２）で、観光情報マップを設置できる場所に

ついて、各団体でおありかどうかというのを、もしこの場でお聴きできればなと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

○石田部会長 

わかりました。 

まず、東武鉄道は、朝霞駅と打合せをしないと現時点でははっきり言えないですが、その観光情

報マップの設置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 

観光地であるようなパンフレットやマップをイメージいただければと思います。設置はラックな

どを想定しておりますが、朝霞に来ていただきたいという狙いもございますので、例えば池袋駅

や、川越駅などのターミナル駅などの場所で御協力いただけるのであれば、大変有り難いなと思っ

ております。 

○石田部会長 

朝霞市の想定というのは、朝霞は例えば北朝霞とか朝霞台ではなくて、ＪＲ線とか東武線とか、

ターミナル駅に置けるかどうかということでしょうか。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

そうですね。 

○石田部会長 

ほかの市町村、射撃は朝霞だけじゃなく和光市の関係が出てきます。そういうところの課題もあ

るので、私の段階で了解することは難しく、検討事項になると思っております。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

分かりました。ありがとうございます。 

○石田部会長 

では、ＪＲの小林委員。 
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○小林委員 

ターミナル駅につきましては恐らく同じ状況だと思われます。朝霞市のマップを他駅に置いてほ

しいという要望がありますと、それとはまた反対側で、他会場ですね、東京都区内の他会場からも

マップを置いてほしいということがあると思うので、ターミナル駅への展開というのは難しいと思

われます。 

北朝霞駅につきましては、駅のコンコースの中に朝霞市の広報などを置くラックを置かせていた

だいていますので、そちらに掲示することは問題ないかなと思います。 

○事務局・臼倉オリンピック・パラリンピック室係長 

ありがとうございます。 

○石田部会長 

タクシー協議会の稲生様、どうでしょうか。 

○稲生様（松戸委員代理） 

あまりお力にはなれないと考えます。 

○石田部会長 

国際興業、山口委員、どうでしょうか。 

○山口委員 

当社は窓口があまりないので、案内所とかでしたら若干可能かなと思いますが、確認が必要で

す。あまりお力になれるかどうかは微妙な状況です。 

○石田部会長 

西武バスの尾嶋委員、どうでしょうか。 

○尾嶋委員 

当社もあまりお力になれないと思います。ほかの営業所管内も案内所、例えば所沢や大宮などは

鉄道事業者と同様に管轄営業所が変わってきますので、本社に相談案件になるのかなと思います。

朝霞の案内所とかでしたら、当営業所管内になりますので、恐らく可能だというふうに考えていま

す。以上です。 

○石田部会長 

  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。いずれにしましても、観客の有無次第ということもあります。印刷の行

程が必要になりますので、聖火リレーが７月６日に来る予定に合わせて、そのお客様にもお渡しし

たいなとも考えております。各輸送・多言語の事業者様には本日、感触をお聞きすることができま
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したので、必要に応じて改めてお願いする場合は依頼文等を出させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

◎３ 議事 （４）その他 

○石田部会長 

ありがとうございます。 

では、続きまして、議事の（４）「その他」について、オリンピック・パラリンピック室より説明

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 

続いて、私から説明させていただきます。 

その他としまして、まず、本部会でございますが、おかげさまで、大会に向けた検討として想定

していたものはできたと考えております。そのため、状況に大きな変化がない限りは、この部会の

会議ということは今回が最後と考えております。誠にありがとうございました。 

また、部会の上層の支援実行委員会につきましては、５月２７日の開催で各団体の方には御案内

させていただいております。その後、報告の関係のものも開催したいと考えておりますので、その

際にはまた御案内差し上げますのでよろしくお願いいたします。 

また、オリンピック・パラリンピックの関係で、１点御案内がございまして、本日配付しました

「聖火リレールート付近の事業者様」という上に書いてございます資料をお手元に御用意いただい

てよろしいでしょうか。 

こちらは、聖火リレールート付近の事業者宛てに先週オリンピック・パラリンピック室で周りま

して、御理解、御協力のお願いをしたところでございます。こちらは、オリンピック７月６日に１

１頃から午後１時１５分ぐらいまで交通規制ということが実施されますので、お願いをしてござい

ます。 

また、下段で、住民説明会を開催しますということを御案内させていただいており、今後の広報

等でも御案内してきたいと考えております。日程については、５月２６日水曜日午後６時からと、

５月３０日日曜日午前１０時からを予定してございます。市で主催し、聖火リレーの概要や、交通

規制に関する説明をしたいと考えております。 

説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○石田部会長 

説明が終わりました。 

何か御意見等はございますか。 
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ないようでございましたら、議事は終了とし、進行を事務局に戻したいと思います。 

これで、第８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します。 

ありがとうございました。 

 

◎４ 部会長の選任 

○部会庶務課・金井係長 

石田部会長、進行をありがごとうございました。 

続きまして、次第４の部会長の選出を行わせていただきたいと思います。 

本部会の部会長である石田様からこの４月の人事異動により、オリンピック・パラリンピックや

射撃会場から異なる部署への配属となったため、部会長の変更に関するお申出をいただいておりま

す。つきましては、今回新たに部会長の方を選出させていただきたいと思います。 

どなたか立候補や御推薦はございますでしょうか。 

お願いいたします。 

○石田部会長 

私から部会長に小林委員を推薦したいと思います。 

○部会庶務課・金井係長 

ただいま、小林委員を部会長にということで御推薦いただきましたが、小林様、いかがでしょう

か。 

○小林委員 

はい。お受けさせていただきます。 

○部会庶務課・金井係長 

  ありがとうございます。 

  皆様についても御異議の方はございませんでしょうか。 

  （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、本支援部会の部会長は、小林委員にお願いしたいと存じます。 

それでは、小林委員、部会長としてひとことごあいさついただけますでしょうか。 

○小林部会長 

ＪＲ東日本の小林でございます。部会の会合が最後の会で変更ということでの就任でございま

す。オリンピックではお客様の輸送と参加される方の感染防止と非常に難しいところになりますけ

れども、引き続き各輸送担当者と連絡を密にして行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願
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いいたします。 

○部会庶務課・金井係長 

小林部会長、ありがとうございました。 

最後になりますが、石田様におかれましては、本部会の当初から現在まで部会長を務めていただ

き、部会の議事進行から支援実行委員会での部会報告など大会に関する朝霞駅、朝霞台駅の調整事

項まで多大な御協力をいただきました。 

石田様、誠にありがとうございました。 

○石田様 

  どうもありがとうございました。 

 

◎５ 閉会 

○部会庶務課・金井係長 

以上を持ちまして、第８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いたし

ます。 

皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

  


