
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業となった際、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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【主催】落合第一地区町会連合会
【後援】新宿区
【協力】宝塚大学（東京メディア芸術学部）
【日時】平成28年8月20日(土)

午前0時～1時45分
【会場】落合第一地域センター

（下落合4-6-7）
【参加者数】約100名

深夜にもかかわらず多くの人が駆けつけ、銅メダル
獲得の瞬間は歓声が上がりました。

リオデジャネイロ2016オリンピック シンクロナイズドスイミングパブリックビューイング

三井梨紗子選手（落合第一小学校卒業）のリオデジャネイロ2016オリンピック出場に
あわせて、落合第一地区町会連合会がパブリックビューイングを行いました。地域が一体
となって熱い声援を送りました。

～三井選手を応援する会～

東京2020参画プログラム
より多くの団体が多くの取組みを通じて、東京2020大会とつながる仕組み

東京2020公認プログラム 東京2020応援プログラム
●各府省庁、開催都市、会場関連自治体、大会
スポンサー、大会放送権者、JOC、JPCが実施

●公認事業として位置づける

●左記以外の自治体、非営利団体等が実施
●アクションの裾野を広げ、多くの人々が参画

できることを目指す

スポー
ツ・健
康

街
づくり

持続
可能性 文化 教育

8つの分野から構成

経済・
テクノ
ロジー

復興
オールジャ
パン・世界
への発信

6 地域における取組み

東京2020大会に向けては、新宿区内の地域団体の皆さんによる主体的な気運醸成の取組み
も数多く行われました。区では、さまざまな形で地域の皆さんによる活動への支援を行いま
した。

（１）東京2020参画プログラム活用の促進
東京2020組織委員会は、東京2020大会の大会ビジョンのもと、スポーツに限らず文化芸

術や地域での世代を越えた活動、被災地への支援など、参加者自らが体験・行動し、未来
につなぐプログラムとして、「東京2020参画プログラム」を平成29年度から開始しました。

区でも、町会・自治会、商店会等へ「東京2020応援プログラム」の周知を図り、制度の
活用を促進しました。
【プログラムの概要】
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新宿区では、地域のイベント等でフィールドキャストやシティキャストのPRを行ったほ
か、シティキャストについては、東京都による一般募集（2万人）とは別に都内区市町村か
らの推薦枠があり、新宿区においても推薦候補者（150名）の募集を行いました。

【東京2020大会のボランティア】

フィールドキャスト
(大会ボランティア)

シティキャスト
(都市ボランティア)

東京2020組織委員会 運営主体 東京都
競技会場や選手村などの大会関係

施設で、競技運営のサポート、メ
ディアのサポートなど大会運営を支
えるボランティア

活動内容
空港・主要駅・観光地等での国内外

の旅行者に対する観光・交通案内や、
競技会場の最寄駅周辺の案内等を行う
ボランティア

8万人 募集人数 3万人(うち一般公募2万人)

参加者からは「積極的に関わる姿勢が大切だと
分かった」などの感想が寄せられました。

出演者の皆さん

【ボランティアフォーラム2018】

【日時】平成30年11月3日(土・祝) 13時30分～15時
【会場】東京都健康プラザハイジア4階（歌舞伎町2－44－1）
【内容】・東京2020大会の大会ボランティア・都市ボランティアの活動内容等の紹介

・トークディスカッション

ボランティア活動に関心のある方が実際の活動に参加する契機となるよう、オリンピック
ボランティア経験者等によるトークディスカッションなどを行いました。

鈴木章生目白大学教授をファシリテーターとして、平昌オリンピックボランティ
アの経験者や東京都観光ボランティアの方が、具体的な活動内容や活動をする上
での心構え、ボランティア活動の魅力などを、自身の経験をもとに紹介しました。

（２）東京2020大会のボランティア
東京2020大会のボランティアは、東京2020組織委員会が募集し、競技会場や選手村など

の大会関係施設において大会運営に直接携わるボランティアである「フィールドキャスト
（大会ボランティア）」と、東京都を含め競技会場が所在する自治体が募集し、空港・主
要駅・観光地などで観客や観光客の案内をするボランティアである「シティキャスト（都
市ボランティア）」がありました。

・ボランティア活動PRブース
(福)新宿区福祉協議会（視野狭窄体験等）、(公財)新宿未来創造財団（各種ボ
ランティア制度の案内）が出展しました。
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