
東京2020オリンピック・パラリン
ピックの気運醸成に関する
区の取組みについて

資料２令和元年度第3回新宿区東京2020大会区民協議会
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●ラグビーワールドカップ2019TMパブリックビューイング

▶アジア初開催となったラグビーワールドカップ2019TMのパブリックビューイングを実施し、区民・来街者
が共にスポーツを楽しむ機会を提供するとともに、観戦を目的に来日した外国人観光客に向け、安心して
楽しめる街、新宿を広くＰＲしました。

１．歌舞伎町シネシティ広場会場

＜実施内容＞・大型LEDビジョンによるパブリックビューイング
・ステージプログラム（ルール解説映像の放映、対戦国の紹介）
・キッチンカーによる飲食物の販売（対戦国にちなんだ料理の提供）等

２．伊勢丹新宿本店屋上 会場

＜実施内容＞・大型LEDビジョンによるパブリックビューイング 等

日程 放映試合 来場者(人)

9月28日(土) 日本対アイルランド（16：15～） 1,135

9月29日(日) オーストラリア対ウェールズ（16：45～） 825

合計 1,960

9/28 日本対アイルランド戦

日程 放映試合 日程 放映試合

9月20日(金) 日本対ロシア（19：45～）
9月26日(木)

イタリア対カナダ（16：45～）

9月21日(土)

オーストラリア対フィジー（13：45～） イングランド対アメリカ（19：45～）

フランス対アルゼンチン（16：15～） 10月 5日(土) 日本対サモア（19：30～）

ニュージーランド対南アフリカ
（18：45～） 10月13日(日) 日本対スコットランド（19：45～）

9月22日(日)

イタリア対ナミビア（14：15～）
10月19日(土)

ニュージーランド対アイルランド
（19：15～） ＜準々決勝＞アイルランド対スコットランド

（16：45～）

イングランド対トンガ（19：15～）
10月20日(日)

日本対南アフリカ
（19：15～） ＜準々決勝＞9月23日(祝) ウエールズ対ジョージア（19：15～）

9月24日(火) ロシア対サモア（19：15～）
11月 2日(土)

イングランド対南アフリカ
（18：00～） ＜決勝＞9月25日(水) フィジー対ウルグアイ（14：15～）

9/20 日本対ロシア戦
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●新宿区東京2020オリンピック・パラリンピック
区民参画事業助成

▶区民等が行う東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成に資する自主的な活動で、
新宿区内で実施するものに対し、助成を行っています。

▶令和元年度の募集は終了し、助成金交付決定を受けた22事業が続々と実施しています。

募集回 第1回 第2回

申請受付期間 令和元年5月7日～6月6日 令和元年8月27日～9月26日

対象事業期間 令和元年4月1日～令和2年3月31日 令和元年9月1日～令和2年3月31日

交付決定事業 11事業 11事業

世界206か国に普及し、7,000万人の競
技人口を誇る国際的な人気スポーツであるテ
コンドーの普及を目的に、日本代表クラスの
選手を地域センターに招聘して体験イベント
を行いました。東京2020大会の正式種目で
あるパラテコンドーの体験も行いました。

東京1964オリンピックの聖火トーチ等関
連物品や、当時の町会の活動資料を展示する
ことで、前回大会の盛り上がりと町を挙げて
取り組んだ姿を伝えるとともに、東京２０２
０大会に向けた期待感を醸成しました。

提灯を聖火に見立て、区内の銭湯間をリレー
するウォーキングイベントを行っています。ま
た、提灯リレーの最終日には、ゴール地点で東
京五輪音頭-2020-の振付講習会を行うととも
にパラリンピック競技のプチ体験会を実施し、
東京2020大会の気運を盛り上げます。

提灯リレー及び東京五輪音頭-2020-
振付講習会、パラリンピック競技体験会等

東京１９６４オリンピックの関連物品や
当時の町会の活動資料等の展示イベント

オリンピック・パラリンピック競技種目（テ
コンドー&パラテコンドー）の体験イベント
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●新宿区・伊那市のこどもたちによる体験交流ツアー

▶オリンピック・パラリンピックの気運醸成及びレガシー創出を目的として、友好提携都市である伊那市と
新宿区のこどもたちによる体験交流の場を提供しています。

▶令和元年度は、新宿区の小学生が伊那市を訪問し、体験交流を行いました。
（※ 令和2年度は、伊那市のこどもたちを新宿区に招き、体験交流と競技体験を行います。）

【実 施 日】 令和元年11月3日（日）～11月4日（月・祝）

【実施場所】 長野県伊那市

【参 加 者】 新宿区の小学生（4年生～6年生） 36名

伊那市の小学生 26名

【実施内容】 ・体験交流（ボッチャ体験、東京五輪音頭-2020-）

・伊那市文化体験（草木染めほか） 等

ボッチャ体験 草木染め体験
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●陸上競技シルエットシールの設置

▶新宿区立学校において、東京2020大会の気運醸成及び子どもの大会開催への期待感を高めると同時に、
大会後におけるスポーツへの意識向上に資するよう、大会時に新宿区で開催される陸上競技のシルエッ
トシールを学校施設の壁面等に設置しています。

▶シルエットシールは、子どもたちのスポーツへの意識向上に資するよう、大会後も引き続き設置します。

【設 置 物】 陸上競技におけるアスリートの記録が実感できる原寸大シルエットシール

【設置場所】 区立学校（小学校29校、中学校10校、特別支援学校1校）各校の体育館等 85箇所

【設置時期】 令和元年12月～

落合第六小学校校舎外壁
走り高跳び（オリンピック種目）

オリンピック種目 パラリンピック種目

競走 100ｍ走、ハードル、リレー 100ｍ走

跳躍
走り幅跳び、走り高跳び、

棒高跳び、三段跳び
走り幅跳び、走り高跳び

投てき 砲丸投げ ―

牛込第三中学校体育館内壁
リレー（オリンピック種目）

愛日小学校校舎外壁
走り幅跳び（オリンピック種目）
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●「その応援から感動がはじまる！チャレンジ！2020」
絵画コンクール

▶「その応援から感動がはじまる！チャレンジ！2020」をテーマに、子どもたちの視点で2020年への
大きな夢を描く絵画コンクールを実施しました。

▶入選作品等は、東京2020大会の気運醸成を目的として、日めくりカレンダーへの掲載や地上配電機器
への掲出に活用しています。

絵画コンクールの概要

【対 象】 区内に在住・在学の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒

【テーマ】 「その応援から感動がはじまる！チャレンジ！２０２０」

【共 催】 新宿区教育委員会、新宿区立小学校ＰＴＡ連合会、
新宿区立中学校ＰＴＡ協議会

１．優秀作品の表彰

応募作品の中から入選作品を決定し、12月1日開催の大会250日前記念
イベントにおいて表彰しました。

２．日めくりカレンダーへの掲載

絵画コンクールの作品を活用して、東京2020大会までのカウントダウン
カレンダーを作成しました。

３．配電地上機器への掲出

令和2年1月より、区内の路上（駅周辺やマラソンコースなど）にある
配電地上機器320基の装飾に、絵画コンクールの作品を活用していきます。

絵画コンクール表彰式

配電地上機器の装飾
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●各特別出張所における気運醸成事業

▶各特別出張所においても、それぞれの地域におけるオリンピック・パラリンピックの気運醸成を目的として、
以下のとおり事業を実施しました。

出張所 事業名 実施時期 事業概要

四谷

オリンピックレコードシ
ルエットシールをめぐる
「四谷スタンプラリー」

令和元年
10月1日～
10月31日

四谷区民センター、四谷ひろば、四谷保健センターの壁面に陸上競技のデ
ザインフィルムを記録とともに展示し、各施設に設置したスタンプを集め
た参加者に大会公式グッズを配布しました。併せて、四谷の歴史と文化を
紹介した資料の配布やパネル等の展示を行いました。

「国立競技場をもっと
知って東京2020大会を
楽しもう！」

令和2年
2月1日(土)

（第一部）国立競技場の建設に盛り込まれた最新技術や環境対策などを
テーマに施設管理者（日本スポーツ振興センター）による講演を行うとと
もに、オリンピアン三井梨紗子氏を交えたシンポジウムを実施します。
（第二部）オリンピック・パラリンピックにちなみ、様々な国の音楽や大
会に関係の深い曲をオーケストラで楽しめる音楽会を実施します。

箪笥町

箪笥deダンス！～箪笥
で東京2020マスコット
と踊ろう～

令和元年
9月29日

牛込箪笥地域センターにて、東京2020大会マスコットによるダンスや握
手会を実施しました。また、会場にはパラリンピックの競技紹介パネルを
設置しました。

大型サイネージによる情
報発信

令和元年
6月～

特別出張所入口に65インチのデジタルサイネージを設置し、オリジナル
PR動画を作成のうえ放映しています。

四谷スタンプラリー 箪笥deダンス！

※青字は実施予定の事業
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●各特別出張所における気運醸成事業

出張所 事業名 実施時期 事業概要

榎町
オリジナルＰＲ扇子作成
事業「人にやさしいまち
えのき」

令和元年
7月～

榎町地域の特性や魅力をＰＲする内容の扇子を作成し、榎町特別出張所に来
所する榎町地区への転入者（国外からの転入者含む）等に配布しました。
〔作成数：2,100本〕

若松町 タイムカプセル郵便
令和元年
7月24日～
9月30日

東京2020大会開会式当日の自分あてに書いてもらった絵葉書が2020年に
配達される事業であり、出張所にて絵葉書を配布し、ポストに投函していた
だきました。8月31日には、地域センターの絵手紙教室と連携し、鉄腕アト
ムを招聘して絵手紙作成イベントを実施しました。

大久保
大久保・百人町地区
クリーン活動

令和元年
7月以降の
毎月第四木
曜日

「大久保地区クリーン活動協議会」が主催する大久保通り周辺の清掃活動の
参加者に、オリ・パラのエンブレム入りのビブスを貸出し、これを着用して
清掃活動を実施しています。

人にやさしいまちえのき

タイムカプセル郵便

大久保・百人町地区クリーン活動
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●各特別出張所における気運醸成事業
※青字は実施予定の事業

出張所 事業名 実施時期 事業概要

戸塚

「東京染小紋風呂敷クロ
ス」展示

令和元年
7月～

東京染小紋風呂敷（市松模様の風呂敷クロス）を常設展示し、大会と地場産
業の染色業をＰＲしています。

戸塚地域センターまつり
におけるクイズラリー

令和元年
9月22日

戸塚地域センターまつりにて、オリンピック・パラリンピックに関するクイ
ズラリーを実施し、参加者には大会公式グッズを配布しました。

戸塚ふれあいボッチャ
大会

令和2年
2月24日

参加者に東京2020大会種目のボッチャを楽しく競技してもらうことで、競
技の普及啓発及び地域コミュニティの活性化を図ります。

落合
第一

落一町連大運動会
（台風のため中止）

令和元年
10月13日

落合第一地区町会連合会が主催し、落合中央公園で開催した大運動会におい
て、ブラインドサッカーを追加種目として実施を予定していましたが、台風
により中止となりました。そのため、コミュニティスポーツ大会など別事業
において、東京2020グッズを活用した大会PRを行いました。

落合
第二

ボッチャdeバリフリ
令和元年
9月21日

落合第五小学校にて、Ｏ２（落二地域クラブ、地区スポーツ交流推進委員
会・落二中地区居場所事業協議会）によるボッチャ体験会を実施しました。

落合第二地域センター
まつり

令和元年
11月10日

例年行われている地域センターまつりの機会に、東京2020グッズを活用し
た大会PRを行いました。

東京2020オリンピック・
パラリンピックを盛り上げ
よう！in落合さくらまつり

令和2年
3月28日

29日

落合第二地区町会連合会が主催する行事において、東京2020大会にちなん
だクイズやボッチャ体験を実施します。また、会場全体を大会仕様に装飾し、
東京五輪音頭-2020-を踊るなど大会に向けての期待感を高めます。

「東京染小紋風呂敷
クロス」展示

戸塚クイズラリー

ボッチャdeバリフリ
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●各特別出張所における気運醸成事業

出張所 事業名 実施時期 事業概要

柏木

パラスポーツ体験
in フレンドカフェ

令和元年
8月21日

柏木地域センターの「フレンドカフェ」にてスポーツコーナーを設け、ボッ
チャや競技用車いすの体験イベントを行いました。

柏木地区コミュニティス
ポーツ大会

令和元年
11月10日

ビーチボールバレーやボッチャ等のスポーツ大会を実施し、参加者には東京
2020公式グッズを配布しました。また、オリンピアン星奈津美さんがスト
レッチ指導やボッチャ競技等に参加しました。

新宿かしわまつり
令和元年
11月17日

オリンピアン星奈津美さんと司会の井上優氏（声優）による競泳やスポーツ
に関するトークショーを行いました。また、同イベントにおいて、小中学生
が東京五輪音頭-2020-を披露しました。

角筈

「ミライトワ・ソメイ
ティと踊ろうatつのは
ず」

令和元年
12月1日

角筈わいわいまつりにおいて、東京2020マスコットによるダンスや握手会
を実施し、角筈地域の住民が東京2020大会を身近に感じられる機会としま
した。

大型サイネージによる
情報発信

令和元年
6月～

65インチのデジタルサイネージを設置し、東京2020大会の関連動画を放映
しています。

パラスポーツ体験 inフレンドカフェ

柏木地区コミュニティスポーツ大会

新宿かしわまつり

ミライトワ・ソメイティと踊ろう
atつのはず



１．コミュニティライブサイトイベント
▶東京2020オリンピック・パラリンピック大会期間中の競技中継や関係団体が活躍する

ステージイベント等を実施します。

２．メモリアルコレクション展・聖火リレーイベント
▶1964～2020年の夏季大会で使用された歴代トーチを展示する

イベントを開催します。
▶東京2020オリンピック聖火リレーの最終日の出発式を開催します。

３．東京五輪音頭-2020-講習会
▶令和元年度に引き続き、東京五輪音頭-2020-講習会を実施します。
▶講習会で周知を図り、コミュニティライブサイトイベント等で披露します。

４．銘板、マスコット像の設置
▶東京2020大会のマラソンルートや聖火リレールート等を示す銘板やマスコット像を

設置することによりレガシーの創出を図ります。

５．新宿区・伊那市のこどもたちによる体験交流
▶伊那市のこどもたちを新宿区に招き、新宿区のこどもたちとの体験交流と競技観戦を行います。

６．新宿区東京オリンピック・パラリンピック区民参画事業助成
▶令和元年度に引き続き、区民等が行う東京2020大会の気運醸成に資する自主的な活動で、

新宿区内で実施するものに対し、助成を行います。

７．新宿2020サポーターの活動の場の創出
▶令和元年度に引き続き、登録者数の増加を促し、コミュニティライブサイトイベントや

聖火リレーイベント等で気軽にボランティア活動ができる機会を創出します。

８．大会100日前記念イベント
▶新宿未来創造財団の主催により、令和2年4月4日（土）に開催します。 10

令和２年度の主な事業（予定）


