
期 間 平成29年度～

内 容

区ホームページによる情報発信

区ホームページによる情報発信 平成29年度～ P.49
デジタルサイネージによるカウントダウン・東京2020大会PR 平成29年10月～令和3年9月 P.50
区広報紙による情報発信 平成30年6月～令和3年8月 P.51
おうちdeパラマスター 令和2年5月～ P.52
交通規制等に関する周知・広報 令和3年6月～9月 P.52

ホームページによる情報発信

4 広報・PR

多くの方に東京2020大会に関する情報をお伝えすべく、さまざまな媒体を通じた情報発信
を行いました。
平成29年度には、デジタルサイネージによる東京2020大会開催までの日数のカウントダウ
ンをスタート、平成30年度からは区広報紙での連載記事の掲載を開始しました。また、令和
2年度には新型コロナウイルスの感染拡大を受け、自宅学習を支援するためのワークシート
「おうちdeパラマスター」を公開しました。
【東京2020大会の気運醸成及び大会PRのための情報発信】

区公式ホームページを通じてさまざまな情報
発信を行いました。
・大会開催までの日数のカウントダウン
・気運醸成イベントの募集、開催した主な
イベントの紹介
・新宿区東京2020大会区民協議会の開催実績
・東京2020参画プログラム
・新宿シティドレッシングの紹介
・ボランティアに関する情報（新宿2020サポ
ーター、大会ボランティア、都市ボランテ
ィア）
・大会期間中の交通対策等の情報発信ほか

内 容 実施期間 詳細

49

東京都は、令和元年度から東京2020エンブレムなどがあしらわれた5色展開の
フラッグの掲出を進め、新宿区内でも48商店街で計1,838枚（令和3年6月時点）
のフラッグが掲出され、街を彩りました。

フラッグに用いられたのは、「藍、紅、桜、藤、松葉」の5色で、日本らしい色
彩を世界の人々に印象づけるために、「かさねの色目」など平安時代から続く日
本の伝統色が用いられました。

（1）日本人に古くから親しまれてきた青色です。世界でも
日本を表す色として広く知られ、東京2020エンブレム
の色も藍色のひとつです。

（2）赤色は古来より祝事などでよく使われ、日本を象徴す
る色です。

（3）平安時代から日本人に広く親しまれているだけでなく、
世界の人々からも知られている桜の花の色です。

（4）「藤（ふじ）」 枕草子に登場するなど、古来より日
本の美しい花として知られる藤の花の紫色です。

（5）「松葉（まつば）」 枕草子に登場する縁起が良い樹
として祝事に用いられる松の葉の色です。

フラッグに用いられている5色

（1）
藍
(あい)

（2）
紅

（くれない）

（3）
桜

（さくら）

（4）
藤

（ふじ）

(5)
松葉
(まつば）

目白通り商いの会 花園町親交会

～商店街フラッグがオリンピック・パラリンピック仕様に～
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期 間 平成30年6月～令和3年8月

内 容

前川楓選手。東京2020パラリンピック女子
走り幅跳び(T63クラス)では、5位に入賞さ
れました。

広報新宿令和元年8月5日号

区広報紙による情報発信

◆なるほど！TOKYO2020（広報新宿連載）
平成30年6月から、毎月1回、広報新宿にて東京

2020大会に関する情報発信を行いました。全31回
の連載の中では、聖火リレーや大会マスコットな
どの大会に関する情報のPRのほか、地域で大会
の盛り上げに取り組む区民の方の活動の紹介など、
さまざまな情報を掲載しました。
また、連載第22回（令和2年3月25日号）では、

前川楓選手（右写真）に大会への意気込み等を
語っていただきました。

【発行】令和元年8月5日
【内容】東京2020大会に向けた特集
・桐生祥秀選手の独占インタビュー
・野老朝雄（ところあさお）さん
（大会エンブレム制作者・新宿区出身）と
区長との対談
・新宿区内の開催競技紹介

◆東京2020オリンピック・パラリンピック特集号

51

日 時 平成29年10月～令和3年9月

場 所 区内14か所(新宿区役所本庁舎、新宿コズミックセンター、
新宿スポーツセンター、特別出張所(10所)、JR信濃町駅)

内 容

デジタルサイネージ（新宿区役所本庁舎１階）

デジタルサイネージ（若松町特別出張所）JR信濃町駅デジタルサイネージお披露目式

デジタルサイネージによるカウントダウン
・東京2020大会PR

また、桐生祥秀選手（リオデジャネイロ2016オリンピック男子4×100mリレー銀メダリ
スト）や前川楓選手（リオデジャネイロ2016パラリンピック女子走り幅跳び（T63クラ
ス）4位入賞）など、東京2020大会での活躍が期待される選手たちにもデジタルサイネー
ジに登場していただき、東京2020大会の気運醸成に貢献していただきました。
なお、オリンピックスタジアム（国立競技場）の玄関口であるJR信濃町駅に設置したデ

ジタルサイネージは、信濃町町会や信濃町商店振興会、東日本旅客鉄道株式会社の協力の
もと、平成30年3月3日にお披露目式を開催するなど、地域の方々から熱烈な歓迎をいただ
きました。

東京2020大会開催1000日前となる平成29年10月
28日から、区内14か所にデジタルサイネージを順
次設置し、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催までの日数のカウントダウンをス
タートしました。
このデジタルサイネージでは、東京2020大会に

向けた各種イベントの様子や、地域センターまつり
のトリックアートフォトコーナーで撮影した写真な
どさまざまな画像をスライドショー形式で順次放映
することで、多くの区民の方々に登場していただき
ました。
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期 間 平成30年6月～令和3年8月

内 容

前川楓選手。東京2020パラリンピック女子
走り幅跳び(T63クラス)では、5位に入賞さ
れました。

広報新宿令和元年8月5日号

区広報紙による情報発信

◆なるほど！TOKYO2020（広報新宿連載）
平成30年6月から、毎月1回、広報新宿にて東京
2020大会に関する情報発信を行いました。全31回
の連載の中では、聖火リレーや大会マスコットな
どの大会に関する情報のPRのほか、地域で大会
の盛り上げに取り組む区民の方の活動の紹介など、
さまざまな情報を掲載しました。
また、連載第22回（令和2年3月25日号）では、

前川楓選手（右写真）に大会への意気込み等を
語っていただきました。

【発行】令和元年8月5日
【内容】東京2020大会に向けた特集
・桐生祥秀選手の独占インタビュー
・野老朝雄（ところあさお）氏
（大会エンブレム制作者・新宿区出身）と
区長との対談
・新宿区内の開催競技紹介

◆東京2020オリンピック・パラリンピック特集号

日 時 平成29年10月～令和3年9月

場 所 区内14か所(新宿区役所本庁舎、新宿コズミックセンター、
新宿スポーツセンター、特別出張所(10所)、JR信濃町駅)

内 容

デジタルサイネージ（新宿区役所本庁舎１階）

デジタルサイネージ（若松町特別出張所）JR信濃町駅デジタルサイネージお披露目式

デジタルサイネージによるカウントダウン
・東京2020大会PR

また、桐生祥秀選手（リオデジャネイロ2016オリンピック男子4×100mリレー銀メダリ
スト）や前川楓選手（リオデジャネイロ2016パラリンピック女子走り幅跳び（T63クラ
ス）4位入賞）など、東京2020大会での活躍が期待される選手たちにもデジタルサイネー
ジに登場していただき、東京2020大会の気運醸成に貢献していただきました。
なお、オリンピックスタジアム（国立競技場）の玄関口であるJR信濃町駅に設置したデ

ジタルサイネージは、信濃町町会や信濃町商店振興会、東日本旅客鉄道株式会社の協力の
もと、平成30年3月3日にお披露目式を開催するなど、地域の方々から熱烈な歓迎をいただ
きました。

東京2020大会開催1000日前となる平成29年10月
28日から、区内14か所にデジタルサイネージを順
次設置し、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催までの日数のカウントダウンをス
タートしました。
このデジタルサイネージでは、東京2020大会に

向けた各種イベントの様子や、地域センターまつり
のトリックアートフォトコーナーで撮影した写真な
どさまざまな画像をスライドショー形式で順次放映
することで、多くの区民の方々に登場していただき
ました。
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サポーターとしてイベントに参加
するとスタンプ。3つ集めた方に
は記念品をプレゼントしました。

新宿オリジナルキャップ。
「SHINJUKU」の文字と
東京2020エンブレム付き。

【活動実績（登録者数500名）】

【活動の様子】

【活動内容】

オリンピック・パラリンピックに向けた英会話交流体験講座 令和2年3月1日(日)･4日(水)･8日(日)
東京2020オリンピックコミュニティライブサイト
東京2020パラリンピックコミュニティライブサイト

令和3年7月21日(水)～8月8日(日･祝)
8月24日(火)～9月5日(日)

新宿2020サポーター研修～人生を豊かにするボランティアの極意～ 令和3年7月23日(金･祝)
東京2020オリンピック聖火リレーセレモニー 令和3年7月23日(金･祝)
東京2020パラリンピック聖火リレーセレモニー 令和3年8月20日(金)

次のイベント・研修は、新宿2020サポーターの皆さんに参加していただく予定でしたが、新型コ
ロナウイルスの感染拡大を防止するため中止となりました。

ラグビーワールドカップ2019™
パブリックビューイング

ミニラグビーボールでの的あて体験コー
ナーを運営しました。

5 ボランティア

（１）新宿区の独自ボランティア「新宿2020サポーター」

新宿区や公益財団法人新宿未来創造財団が主催する、東京2020大会を盛り上げるための
イベントの運営サポートなど。

新宿区では、新宿区東京2020大会区民協議会
ボランティア部会の提言を踏まえ、区民の皆さ
んが、東京2020大会に関連するイベントでの活
動に気軽に参加していただくための区独自のボ
ランティア登録制度「新宿2020サポーター」制
度を令和元年5月に創設しました。

東京2020大会250日前記念イベント

明るく丁寧に来場者の受付対応をし
ました。

東京五輪音頭-2020-講習会 令和元年6月5日(水)･7日(金) 2名
やってみよう！アーティスティックスイミング 令和元年7月15日(月･祝) 2名
東京2020オリンピック・パラリンピック開催まであと１年！記
念イベントin新宿～アスリートのスゴさを体感！～ 令和元年7月27日(土)･28日(日) 17名

ラグビーワールドカップ2019™パブリックビューイング 令和元年9月28日(土)･29日(日) 23名
ふれあいフェスタ 令和元年10月20日(日) 12名
しんじゅくシティウォーク 令和元年10月26日(土) 9名
踊りの祭典2019 令和元年11月9日(土) 13名
若者のつどい 令和元年11月16日(土) 8名
東京2020大会に向けた250日前記念イベント
～新宿から世界へ～ひろがる未来に 夢・チャレンジ！ 令和元年12月1日(日) 21名
はたちのつどい 令和2年1月13日(月・祝) 2名
東京五輪音頭-2020-講習会 令和2年1月20日(月)～2月16日(日) 17名

イベント名 開催日 参加者数
(延べ人数）

イベント名 開催予定日
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期 間 令和2年5月～

内 容

おうちdeパラマスター

競技の見どころをワンポイントで説明。
楽しみながらパラ競技が学べます。

期 間 令和3年6月～9月

内 容

周知したリーフレット

交通規制等に関する周知・広報

東京2020大会の開催に伴い、競技会場周辺の道路では交通規
制が行われたほか、都内の交通混雑緩和のためのさまざまな交通
対策が実施されました。
こうした交通規制、交通対策が混乱なく円滑に行われるよう、

東京2020組織委員会や東京都と協力し、事前周知を行いました。
周知は広報新宿への掲載や町会・自治会、商店会等への説明のほ
か、競技会場周辺地域へのチラシ配布等により行いました。

【広報新宿掲載実績】
・令和3年6月5日号 「東京2020大会の交通対策」
・令和3年8月15日号 「テレビ中継用ヘリコプター飛行について」

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い学校が臨時休校となった際、児童・生徒が充実した
時間を過ごせるよう、新宿区教育委員会が各教科のワークシートを掲載した「新宿区おうち
deチャレンジ応援サイト」を令和2年3月から開設しています。
このサイトに、パラ競技特有のルールや競技の魅力が楽しみながら学べるワークシート

「おうちdeパラマスター」を掲載しました。このワークシートは、子どもたちがパラ競技を
楽しく観戦できるよう、東京2020パラリンピック22競技のルールなどをクイズ形式で紹介
したもので、全23回（競技別のワークシートとまとめのワークシート）を公開しています。
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