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 （部会） 

第 7条 協議会は、部会を置くことができる。 

２ 部会は、座長の指名する構成員をもって構成する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属すべき構成員のうちから座長がこれを指名する。 

４ 部会長は、部会を主宰し、並びに部会の検討の経過及び結果を協議会に報告する。 

５ 第 5条及び前条の規定は、部会について準用する。 

 （庶務） 

第 8条 協議会の庶務は、地域振興部東京オリンピック・パラリンピック開催等担当部東

京オリンピック・パラリンピック開催等担当課が担当する。 

 （協議会の廃止） 

第 9条 協議会は、令和 4年 3月 31日までに廃止するものとする。 

 （委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別

に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 29年 5月 2日から施行する。 

 

   附 則（令和 3年 3月 5日 2新地東東第 290号） 

 この要綱は、令和 3年 3月 8日から施行する。 
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新宿区東京 2020大会区民協議会設置要綱 

 

（設置） 

第 1条 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）に

向けて、区民、関係団体・機関及び新宿区（以下「区」という。）の間の情報の共有及

び連絡調整を強化するとともに、地域の自主的な取組を促進することにより、これらの

ものが一体となって地域の発展に取り組んでいくため、新宿区東京 2020 大会区民協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （協議事項） 

第 2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。 

 ⑴ 関係者間における大会に関連する情報の共有及び連絡調整に関すること。 

⑵ 大会の開催に向けた気運の醸成に資する区民及び団体等の取組に関すること。 

⑶ 大会の開催に向けた区の事業の推進に関すること。 

 （構成） 

第 3条 協議会は、区長及び次に掲げる者につき区長が委嘱し又は任命する者をもって構

成する。 

 ⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 区内各種団体の構成員 

⑶ 区の審議会等の構成員 

⑷ 区議会議員  

⑸ 区の職員 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に必要と認められる者 

２ 区長は前条に定める協議事項に知見を有する者を委嘱することができる。 

 （座長及び副座長） 

第 4条 協議会に座長及び副座長を置く。 

２ 座長及び副座長は、協議会の構成員（以下単に「構成員」という。）の互選により定

める。 

３ 座長は、協議会を主宰する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務

を代行する。 

 （会議） 

第 5条 協議会は、座長が招集する。 

２ 協議会は、公開を原則とする。ただし、座長が必要と認めるときは、非公開とするこ

とができる。 

 （構成員以外の者の出席等） 

第 6条 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見若

しくは説明を聴き、又は構成員以外の者に必要な書類の提出を求めることができる。 

■ 新宿区東京 2020大会区民協議会設置要綱・委員名簿・開催実績 
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新宿区東京2020大会区民協議会開催実績（平成29年度～令和3年度）

平成29年度

回　数 第1回
日　時 平成29年7月18日(火)　15時~17時
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 23名

１　新宿区東京2020大会区民協議会委員の委嘱
２　新宿区東京2020大会区民協議会座長及び副座長の選出
３　部会の設置及び部会長の指名
４　これまでの区の取組み
５　今後の事業展開

回　数 第2回
日　時 平成29年11月21日(火)　10時~12時10分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　新宿区東京2020大会区民協議会合同部会の報告
２　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
３　アンケート結果

平成30年度

回　数 第1回
日　時 平成30年5月14日(月)　10時～11時
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 25名

１　新委員の紹介
２　区からの情報提供
３　今後の会議の進め方

回　数 第2回
日　時 平成30年9月11日(火)　10時～11時55分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　部会における検討結果の報告
２　区からの情報提供

回　数 第3回
日　時 平成30年12月27日(木)　10時～11時20分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　大会500日前記念イベントについて
２　大会気運の醸成に関する新宿区の取組み
３　区からの情報提供

議　題

議　題

議　題

議　題

議　題
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新宿区東京2020大会区民協議会委員名簿（平成29年度～令和3年度）
団体名等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

１　委員

早稲田大学

目白大学

宝塚大学

新宿区町会連合会

新宿区町会連合会

新宿区商店会連合会

東京商工会議所新宿支部

東京青年会議所新宿区委員会 有村　尚樹 清水　紘武 小勝　雄太

新宿観光振興協会

新宿未来創造財団

新宿区体育協会

新宿区社会福祉協議会

新宿区障害者団体連絡協議会

新宿区立幼稚園ＰＴＡ連合会 金谷　ゆか 渥美　淳子 小林　優子 宮守　美幸 東
ひがし

　紗輝
新宿区立小学校ＰＴＡ連合会 海東　和貴 西村　大空 東

あずま

　章司
新宿区立中学校ＰＴＡ協議会 早川 美奈子 勝部　和彦 鈴木　和成 野口　卓也 山室　由実

産業振興会議委員

文化芸術振興会議委員

多文化共生まちづくり会議委員 安藤　博子

スポーツ環境会議委員

新宿区議会議長 桑原 ようへい
新宿区議会オリンピック・パラリン
ピック・文化観光等特別委員会委員長
新宿区長

新宿区副区長

新宿区副区長

新宿区教育長

２　特別アドバイザー
リオデジャネイロ2016大会 シンクロナ
イズドスイミング銅メダリスト、新宿
区スポーツ栄誉賞第1号

鈴木　昭利

酒井　敏男

三井　梨紗子

佐原　たけし

久保　広介 鈴木　ひろみ

吉住　健一

吉住　はるお

寺田　好孝

小川　定弘

太田　正一

的場　美規子

李　承珉

山本　芳裕 金子　和子

渡邉　哲意

山田　和男

田中　稔

武山　昭英

馬場　章夫

今井　康之

村岡　功

吉田　淳子 丸山　由美子

安齋　正義

佐藤　陽一 青山　豊

古川　哲也島田　治

久保田　悠介

鈴木　章生

9494 95

honbun.indd   94 2021/12/02   12:06:18



新宿区東京2020大会区民協議会開催実績（平成29年度～令和3年度）

平成29年度

回　数 第1回
日　時 平成29年7月18日(火)　15時~17時
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 23名

１　新宿区東京2020大会区民協議会委員の委嘱
２　新宿区東京2020大会区民協議会座長及び副座長の選出
３　部会の設置及び部会長の指名
４　これまでの区の取組み
５　今後の事業展開

回　数 第2回
日　時 平成29年11月21日(火)　10時~12時10分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　新宿区東京2020大会区民協議会合同部会の報告
２　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
３　アンケート結果

平成30年度

回　数 第1回
日　時 平成30年5月14日(月)　10時～11時
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 25名

１　新委員の紹介
２　区からの情報提供
３　今後の会議の進め方

回　数 第2回
日　時 平成30年9月11日(火)　10時～11時55分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　部会における検討結果の報告
２　区からの情報提供

回　数 第3回
日　時 平成30年12月27日(木)　10時～11時20分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　大会500日前記念イベントについて
２　大会気運の醸成に関する新宿区の取組み
３　区からの情報提供

議　題

議　題

議　題

議　題

議　題

95

新宿区東京2020大会区民協議会委員名簿（平成29年度～令和3年度）
団体名等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

１　委員

早稲田大学

目白大学

宝塚大学

新宿区町会連合会

新宿区町会連合会

新宿区商店会連合会

東京商工会議所新宿支部

東京青年会議所新宿区委員会 有村　尚樹 清水　紘武 小勝　雄太

新宿観光振興協会

新宿未来創造財団

新宿区体育協会

新宿区社会福祉協議会

新宿区障害者団体連絡協議会

新宿区立幼稚園ＰＴＡ連合会 金谷　ゆか 渥美　淳子 小林　優子 宮守　美幸 東
ひがし

　紗輝
新宿区立小学校ＰＴＡ連合会 海東　和貴 西村　大空 東

あずま

　章司
新宿区立中学校ＰＴＡ協議会 早川 美奈子 勝部　和彦 鈴木　和成 野口　卓也 山室　由実

産業振興会議委員

文化芸術振興会議委員

多文化共生まちづくり会議委員 安藤　博子

スポーツ環境会議委員

新宿区議会議長 桑原 ようへい
新宿区議会オリンピック・パラリン
ピック・文化観光等特別委員会委員長
新宿区長

新宿区副区長

新宿区副区長

新宿区教育長

２　特別アドバイザー
リオデジャネイロ2016大会 シンクロナ
イズドスイミング銅メダリスト、新宿
区スポーツ栄誉賞第1号

鈴木　昭利

酒井　敏男

三井　梨紗子

佐原　たけし

久保　広介 鈴木　ひろみ

吉住　健一

吉住　はるお

寺田　好孝

小川　定弘

太田　正一

的場　美規子

李　承珉

山本　芳裕 金子　和子

渡邉　哲意

山田　和男

田中　稔

武山　昭英

馬場　章夫

今井　康之

村岡　功

吉田　淳子 丸山　由美子

安齋　正義

佐藤　陽一 青山　豊

古川　哲也島田　治

久保田　悠介

鈴木　章生

9494 95

honbun.indd   95 2021/12/02   12:06:19



令和3年度

回　数 第1回
日　時 令和3年7月9日(金)　10時～11時
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 22名

１　新委員の紹介
２　大会気運の醸成に関する区の取組み
３　区からの情報提供
４　その他

回　数 第2回
日　時 令和3年10月25日(月)　13時30分～15時
会　場 新宿コズミックセンター　3階大会議室
出席者 23名

１　東京2020大会期間中及び終了後の区の取組みについて
２　東京2020大会に係る区の取組みの総括について
３　区からの情報提供

議　題

議　題

97

令和元年度（平成31年度）

回　数 第1回
日　時 令和元年5月21日(火)　10時～11時50分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 22名

１　新委員の紹介
２　大会500日前記念イベント（報告）
３　大会気運の醸成に関する区の取組み
４　部会での検討
５　区からの情報提供

回　数 第2回
日　時 令和元年9月12日(木)　10時～11時20分
会　場 新宿区役所本庁舎　５階大会議室
出席者 21名

１　部会の報告
　（１）東京2020大会普及啓発部会
　（２）ボランティア部会
　（３）総括
２　区からの情報提供

回　数 第3回
日　時 令和2年1月27日(月)　14時30分～15時50分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　大会250日前記念イベント
２　新宿パレード2020
３　大会気運の醸成に関する新宿区の取組み
４　区からの情報提供

令和2年度

回　数 第1回　※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため書面開催
日　時 令和2年6月11日(木)

１　東京2020大会の延期等に伴う区の大会気運醸成に向けた取組みの変更

回　数 第2回　※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため書面開催
日　時 令和2年10月30日(金)

１　令和2年度新宿区東京2020大会区民協議会委員の紹介
２　区からの情報提供

回　数 第3回
日　時 令和3年3月29日(月)　14時～15時
会　場 新宿歴史博物館　2階講堂
出席者 22名

１　新委員の紹介
２　大会気運の醸成に関する新宿区の取組み
３　区からの情報提供

備　考 会議後、新宿歴史博物館所蔵資料展「1964オリンピックと新宿」を見学

議　題

議　題

議　題

議　題

議　題

議　題
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令和3年度

回　数 第1回
日　時 令和3年7月9日(金)　10時～11時
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 22名

１　新委員の紹介
２　大会気運の醸成に関する区の取組み
３　区からの情報提供
４　その他

回　数 第2回
日　時 令和3年10月25日(月)　13時30分～15時
会　場 新宿コズミックセンター　3階大会議室
出席者 23名

１　東京2020大会期間中及び終了後の区の取組みについて
２　東京2020大会に係る区の取組みの総括について
３　区からの情報提供

議　題

議　題
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令和元年度（平成31年度）

回　数 第1回
日　時 令和元年5月21日(火)　10時～11時50分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 22名

１　新委員の紹介
２　大会500日前記念イベント（報告）
３　大会気運の醸成に関する区の取組み
４　部会での検討
５　区からの情報提供

回　数 第2回
日　時 令和元年9月12日(木)　10時～11時20分
会　場 新宿区役所本庁舎　５階大会議室
出席者 21名

１　部会の報告
　（１）東京2020大会普及啓発部会
　（２）ボランティア部会
　（３）総括
２　区からの情報提供

回　数 第3回
日　時 令和2年1月27日(月)　14時30分～15時50分
会　場 新宿区役所本庁舎　5階大会議室
出席者 24名

１　大会250日前記念イベント
２　新宿パレード2020
３　大会気運の醸成に関する新宿区の取組み
４　区からの情報提供

令和2年度

回　数 第1回　※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため書面開催
日　時 令和2年6月11日(木)

１　東京2020大会の延期等に伴う区の大会気運醸成に向けた取組みの変更

回　数 第2回　※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため書面開催
日　時 令和2年10月30日(金)

１　令和2年度新宿区東京2020大会区民協議会委員の紹介
２　区からの情報提供

回　数 第3回
日　時 令和3年3月29日(月)　14時～15時
会　場 新宿歴史博物館　2階講堂
出席者 22名

１　新委員の紹介
２　大会気運の醸成に関する新宿区の取組み
３　区からの情報提供

備　考 会議後、新宿歴史博物館所蔵資料展「1964オリンピックと新宿」を見学

議　題

議　題

議　題

議　題

議　題

議　題
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平成30年度

№ アクション名 分野 担当課
1 沖縄音楽フェスティバル 文化 文化観光課
2 はじめてのおんがくかい 文化 文化観光課
3 新宿フィールドミュージアム2018 文化 文化観光課

4
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた777日前記
念イベント 　～新宿から世界へ～　ベストをめざして　夢・
チャレンジ！

スポーツ･健康 オリパラ担当課

5 和を伝えるプログラム 文化 文化観光課
6 東京五輪音頭-2020-講習会 文化 オリパラ担当課

7 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
生涯学習スポーツ課

8 新宿フィールドミュージアム・アクション2020の制定 文化 文化観光課
9 新宿区民総合体育大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

10 夏の文化体験プログラム 文化 文化観光課
11 古代オリンピアから日本へ　想いをつなぐトーチ展 文化 オリパラ担当課
12 新宿打ち水大作戦 持続可能性 環境対策課
13 新宿クリエイターズ・フェスタ2018 アーティスト展 文化 オリパラ担当課

14 ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン 街づくり ごみ減量リサイクル課

15 新宿年末クリーン大作戦 街づくり ごみ減量リサイクル課

16 新宿区立漱石山房記念館1日館長及び1周年記念イベント 文化 文化観光課
17 しんじゅく若者会議 文化 区政情報課
18 秋の文化体験プログラム 文化 文化観光課

19 ボランティアフォーラム2018
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

20
新宿区ゆめじぎょう 　～ ボクたち私たちのオリンピック・パ
ラリンピック ～

教育 教育支援課

21
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた500日前記
念イベント　～新宿から世界へ～　キミがかがやく　夢・
チャレンジ！

スポーツ･健康 オリパラ担当課

22 春の文化体験プログラム 文化 文化観光課
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■ 東京2020公認プログラム認証取得事業　実施状況一覧（平成29年度～令和3年度）

平成29年度

№ アクション名 分野 担当課
1 新宿区パラスポーツフェスタ in 新宿コズミックセンター スポーツ･健康 オリパラ担当課
2 東京2020大会に向けて　映画「東京オリンピック」上映会 教育 オリパラ担当課
3 新宿フィールドミュージアム2017 文化 文化観光課
4 和を伝えるプログラム2017 文化 文化観光課

5 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

6 新宿クリエイターズ・フェスタ2017 アーティスト展 文化 オリパラ担当課
7 ボッチャを楽しもう！in 新宿 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

8 しんじゅくシティウォーク2017 スポーツ･健康 健康づくり課

9
シンポジウム「新宿サンクチュアリ2020
～2020年に向けて発信したい文化芸術の魅力～」

文化 文化観光課

10
新宿区立漱石山房記念館開館記念イベント
「漱石と日本、そして子どもたちへ」

文化 文化観光課

11 秋の文化体験プログラム 文化 文化観光課

12
東京2020オリンピックに向けた1000日前記念イベント
今日からみんなアスリート★子どもスポーツデーin新宿コズ
ミックセンター

スポーツ･健康 オリパラ担当課

13 パラスポーツチャレンジ　in　新宿 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

14 フレッシュ名曲コンサート 文化 文化観光課
15 新春名作狂言の会 文化 文化観光課
16 区民合唱団演奏会 文化 文化観光課
17 初めてのバレエ鑑賞 文化 文化観光課
18 区内在住芸術家演奏会 文化 文化観光課
19 エルワン・ル・プラド　クリスマスコンサート 文化 文化観光課
20 パイプオルガンはヒミツ基地 文化 文化観光課
21 はじめてのおんがくかい 文化 文化観光課

22
新宿歴史博物館所蔵資料展「色ガラス芸術のパイオニア
岩田藤七・久利」

文化 文化観光課

23 新宿歴史博物館所蔵資料展「写真展　天空から見た新宿」 文化 文化観光課
24 林芙美子記念館内部公開 文化 文化観光課
25 新宿歴史博物館　春のお茶会 文化 文化観光課
26 新宿区民総合体育大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

27 【投票宣言】新宿区は、投票に参加します（※） 教育 オリパラ担当課
28 春の文化体験プログラム 文化 文化観光課

※ 小学生による東京2020マスコットの投票
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平成30年度

№ アクション名 分野 担当課
1 沖縄音楽フェスティバル 文化 文化観光課
2 はじめてのおんがくかい 文化 文化観光課
3 新宿フィールドミュージアム2018 文化 文化観光課

4
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた777日前記
念イベント 　～新宿から世界へ～　ベストをめざして　夢・
チャレンジ！

スポーツ･健康 オリパラ担当課

5 和を伝えるプログラム 文化 文化観光課
6 東京五輪音頭-2020-講習会 文化 オリパラ担当課

7 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
生涯学習スポーツ課

8 新宿フィールドミュージアム・アクション2020の制定 文化 文化観光課
9 新宿区民総合体育大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

10 夏の文化体験プログラム 文化 文化観光課
11 古代オリンピアから日本へ　想いをつなぐトーチ展 文化 オリパラ担当課
12 新宿打ち水大作戦 持続可能性 環境対策課
13 新宿クリエイターズ・フェスタ2018 アーティスト展 文化 オリパラ担当課

14 ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン 街づくり ごみ減量リサイクル課

15 新宿年末クリーン大作戦 街づくり ごみ減量リサイクル課

16 新宿区立漱石山房記念館1日館長及び1周年記念イベント 文化 文化観光課
17 しんじゅく若者会議 文化 区政情報課
18 秋の文化体験プログラム 文化 文化観光課

19 ボランティアフォーラム2018
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

20
新宿区ゆめじぎょう 　～ ボクたち私たちのオリンピック・パ
ラリンピック ～

教育 教育支援課

21
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた500日前記
念イベント　～新宿から世界へ～　キミがかがやく　夢・
チャレンジ！

スポーツ･健康 オリパラ担当課

22 春の文化体験プログラム 文化 文化観光課
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■ 東京2020公認プログラム認証取得事業　実施状況一覧（平成29年度～令和3年度）

平成29年度

№ アクション名 分野 担当課
1 新宿区パラスポーツフェスタ in 新宿コズミックセンター スポーツ･健康 オリパラ担当課
2 東京2020大会に向けて　映画「東京オリンピック」上映会 教育 オリパラ担当課
3 新宿フィールドミュージアム2017 文化 文化観光課
4 和を伝えるプログラム2017 文化 文化観光課

5 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

6 新宿クリエイターズ・フェスタ2017 アーティスト展 文化 オリパラ担当課
7 ボッチャを楽しもう！in 新宿 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

8 しんじゅくシティウォーク2017 スポーツ･健康 健康づくり課

9
シンポジウム「新宿サンクチュアリ2020
～2020年に向けて発信したい文化芸術の魅力～」

文化 文化観光課

10
新宿区立漱石山房記念館開館記念イベント
「漱石と日本、そして子どもたちへ」

文化 文化観光課

11 秋の文化体験プログラム 文化 文化観光課

12
東京2020オリンピックに向けた1000日前記念イベント
今日からみんなアスリート★子どもスポーツデーin新宿コズ
ミックセンター

スポーツ･健康 オリパラ担当課

13 パラスポーツチャレンジ　in　新宿 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

14 フレッシュ名曲コンサート 文化 文化観光課
15 新春名作狂言の会 文化 文化観光課
16 区民合唱団演奏会 文化 文化観光課
17 初めてのバレエ鑑賞 文化 文化観光課
18 区内在住芸術家演奏会 文化 文化観光課
19 エルワン・ル・プラド　クリスマスコンサート 文化 文化観光課
20 パイプオルガンはヒミツ基地 文化 文化観光課
21 はじめてのおんがくかい 文化 文化観光課

22
新宿歴史博物館所蔵資料展「色ガラス芸術のパイオニア
岩田藤七・久利」

文化 文化観光課

23 新宿歴史博物館所蔵資料展「写真展　天空から見た新宿」 文化 文化観光課
24 林芙美子記念館内部公開 文化 文化観光課
25 新宿歴史博物館　春のお茶会 文化 文化観光課
26 新宿区民総合体育大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

27 【投票宣言】新宿区は、投票に参加します（※） 教育 オリパラ担当課
28 春の文化体験プログラム 文化 文化観光課

※ 小学生による東京2020マスコットの投票
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№ アクション名 分野 担当課

33
新宿区・伊那市のこどもたちによるオリンピック・パラリン
ピックに向けた体験交流ツアー

教育 オリパラ担当課

34
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたクイズラ
リー  in 新宿

教育 戸塚特別出張所

35
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた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！

スポーツ･健康 オリパラ担当課

36 秋の文化体験プログラム 文化 文化観光課

37
柏木地区コミュニティスポーツ大会
オリンピアン星奈津美さんが一緒に競技するよ！

スポーツ･健康 柏木特別出張所

38
第２５回　新宿かしわまつり
オリンピアン星奈津美さんトークショー

スポーツ･健康 柏木特別出張所

39 ミライトワ・ソメイティと踊ろう at つのはず 街づくり 角筈特別出張所
40 東京五輪音頭-2020-講習会 文化 オリパラ担当課
41 国立競技場をもっと知って東京2020大会を楽しもう！ 街づくり 四谷特別出張所
42 コミュニティスポーツ大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

令和2年度

№ アクション名 分野 担当課
1 新宿「みどりのカーテン」プロジェクト 持続可能性 環境対策課

2
新宿歴史博物館所蔵資料展
「1964年　オリンピックと新宿」

文化 文化観光課

3 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

令和3年度

№ アクション名 分野 担当課
1 新宿「みどりのカーテン」プロジェクト 持続可能性 環境対策課
2 新宿フィールドミュージアム2021 文化 文化観光課
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令和元年度（平成31年度）

№ アクション名 分野 担当課
1 フットサル交流会「新宿グローバルカップ」 スポーツ･健康 多文化共生推進課
2 新宿「みどりのカーテン」プロジェクト 持続可能性 環境対策課
3 ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン 街づくり ごみ減量リサイクル課

4 新宿年末クリーン大作戦 街づくり ごみ減量リサイクル課

5 東京五輪音頭-2020-講習会 文化 オリパラ担当課
6 サービス介助基礎研修 教育 障害者福祉課
7 障害者スポーツ講演会 教育 障害者福祉課

8 和を伝えるプログラム 文化 文化観光課
9 新宿2020サポーター 教育 オリパラ担当課

10 沖縄音楽フェスティバル 文化 文化観光課
11 はじめてのおんがくかい 文化 文化観光課
12 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団 文化 文化観光課
13 新宿フィールドミュージアム2019 文化 文化観光課

14 大久保・百人町地区クリーン活動 街づくり 大久保特別出張所

15 人にやさしいまち　えのき 文化 榎町特別出張所
16 新宿区民総合体育大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

17
東京2020オリンピック・パラリンピックあと1年！
記念イベント

スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

18 スポーツを科学する スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

19 新宿打ち水大作戦 持続可能性 環境対策課
20 夏休みこども文化体験プログラム 文化 文化観光課
21 やってみよう！アーティスティックスイミング スポーツ･健康 オリパラ担当課
22 地域イベントで東京2020大会を盛り上げよう 文化 落合第二特別出張所

23 新宿クリエイターズ・フェスタ2019 アーティスト展 文化 文化観光課

24 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

25 東京2020に向けたおもてなしボランティア体験 in新宿 教育 教育支援課
26 英語キャンプ 教育 教育支援課

27
生徒会×東京2020 ＠新宿　～中学生が考える私たちのオリン
ピック・パラリンピック～

教育 教育支援課

28 パラスポーツ体験 in フレンドカフェ スポーツ･健康 柏木特別出張所
29 箪笥deダンス！～箪笥で東京2020マスコットと踊ろう～ 街づくり 箪笥町特別出張所
30 四谷特別出張所外２施設の壁面装飾及びスタンプラリー 街づくり 四谷特別出張所
31 榎町2019・ボッチャでＧＯ スポーツ･健康 榎町特別出張所
32 新宿シティドレッシング 街づくり オリパラ担当課
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№ アクション名 分野 担当課

33
新宿区・伊那市のこどもたちによるオリンピック・パラリン
ピックに向けた体験交流ツアー

教育 オリパラ担当課

34
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたクイズラ
リー  in 新宿

教育 戸塚特別出張所

35
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた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！

スポーツ･健康 オリパラ担当課

36 秋の文化体験プログラム 文化 文化観光課

37
柏木地区コミュニティスポーツ大会
オリンピアン星奈津美さんが一緒に競技するよ！

スポーツ･健康 柏木特別出張所

38
第25回　新宿かしわまつり
オリンピアン星奈津美さんトークショー

スポーツ･健康 柏木特別出張所

39 ミライトワ・ソメイティと踊ろう at つのはず 街づくり 角筈特別出張所
40 東京五輪音頭-2020-講習会 文化 オリパラ担当課
41 国立競技場をもっと知って東京2020大会を楽しもう！ 街づくり 四谷特別出張所
42 コミュニティスポーツ大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

令和2年度

№ アクション名 分野 担当課
1 新宿「みどりのカーテン」プロジェクト 持続可能性 環境対策課

2
新宿歴史博物館所蔵資料展
「1964オリンピックと新宿」

文化 文化観光課

3 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

令和3年度

№ アクション名 分野 担当課
1 新宿「みどりのカーテン」プロジェクト 持続可能性 環境対策課
2 新宿フィールドミュージアム2021 文化 文化観光課

令和元年度（平成31年度）

№ アクション名 分野 担当課
1 フットサル交流会「新宿グローバルカップ」 スポーツ･健康 多文化共生推進課
2 新宿「みどりのカーテン」プロジェクト 持続可能性 環境対策課
3 ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン 街づくり ごみ減量リサイクル課

4 新宿年末クリーン大作戦 街づくり ごみ減量リサイクル課

5 東京五輪音頭-2020-講習会 文化 オリパラ担当課
6 サービス介助基礎研修 教育 障害者福祉課
7 障害者スポーツ講演会 教育 障害者福祉課

8 和を伝えるプログラム 文化 文化観光課
9 新宿2020サポーター 教育 オリパラ担当課

10 沖縄音楽フェスティバル 文化 文化観光課
11 はじめてのおんがくかい 文化 文化観光課
12 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団 文化 文化観光課
13 新宿フィールドミュージアム2019 文化 文化観光課

14 大久保・百人町地区クリーン活動 街づくり 大久保特別出張所

15 人にやさしいまち　えのき 文化 榎町特別出張所
16 新宿区民総合体育大会 スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

17
東京2020オリンピック・パラリンピックあと1年！
記念イベント

スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

18 スポーツを科学する スポーツ･健康 生涯学習スポーツ課

19 新宿打ち水大作戦 持続可能性 環境対策課
20 夏休みこども文化体験プログラム 文化 文化観光課
21 やってみよう！アーティスティックスイミング スポーツ･健康 オリパラ担当課
22 地域イベントで東京2020大会を盛り上げよう 文化 落合第二特別出張所

23 新宿クリエイターズ・フェスタ2019 アーティスト展 文化 文化観光課

24 新宿区東京2020大会区民協議会
オールジャパン･世

界への発信
オリパラ担当課

25 東京2020に向けたおもてなしボランティア体験 in新宿 教育 教育支援課
26 英語キャンプ 教育 教育支援課

27
生徒会×東京2020 ＠新宿　～中学生が考える私たちのオリン
ピック・パラリンピック～

教育 教育支援課

28 パラスポーツ体験 in フレンドカフェ スポーツ･健康 柏木特別出張所
29 箪笥deダンス！～箪笥で東京2020マスコットと踊ろう～ 街づくり 箪笥町特別出張所
30 四谷特別出張所外２施設の壁面装飾及びスタンプラリー 街づくり 四谷特別出張所
31 榎町2019・ボッチャでＧＯ スポーツ･健康 榎町特別出張所
32 新宿シティドレッシング 街づくり オリパラ担当課
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№ 申請団体名 事業内容

12 信濃町町会
「信濃町展～東京1964-2020へ～」を実施する。個人が所有する東京1964オリンピック関連の
展示物（スタート用ピストル、聖火トーチ、入場券、選手村食事券、通訳バッジなど）を公開
し、1964年当時の全国的な盛り上がりや町会の取組みの様子を伝える。

13
新宿区手をつ
なぐ親の会

パラリンピックと障害についての理解啓発イベントを二部構成で実施する。
①講演会「パラリンピックが東京に教えてくれること」
②知的・発達障害疑似体験キャラバン隊とお笑い芸人のコラボレーションによる知的・発達障
害の特性や必要な配慮の理解啓発

14
新宿区落合第
二地区町会連
合会

「落合さくらまつり」の中で、東京五輪音頭-2020-を踊ったり、オリンピック競技である野
球・ソフトボールのストラックアウトやパラリンピック競技であるボッチャの体験、東京2020
オリンピック・パラリンピッククイズを実施する。

15
社会福祉法人
新宿区障害者
福祉協会

パラスポーツ体験イベントを実施して、子どもたちに各種障害者競技（シッティングバレー、
車椅子バスケ、車椅子テニス、義足歩行等）を体験してもらい、障害の大変さと、努力するこ
との大切さの理解を深め、併せて競技への興味を深めていく。

16
新宿区花道茶
道協会

和菓子と抹茶の体験及び実演を行い、大会を契機とした日本文化の継承やPRを行う。
また、活け込み体験及び実演も行い、参加者と一緒に五輪をイメージした生け花を作り上げ
る。

17
新宿区立小学
校PTA連合会

区内小学校において学校単位で競技会（オリンピック・パラリンピック）を行い、オリンピッ
ク・パラリンピックの表彰を模した表彰式で上位者にメダルを贈呈する。

18
一般社団法人
染の里おちあ
い

地場産業の染色を学び、藍の種をまき一緒に育てる事業を区内の小学校で実施する。

19
箱根山駅伝大
会2020実行委
員会

都立戸山公園の「箱根山」を、5人1組のチームがたすきをつないで周回する。各チームのたす
きやコスチュームを東京2020大会参加国にちなんだものとするほか、ゴール・スタート地点に
オリンピック・パラリンピックを連想させるデザインのゲートを設置するなど、若松地区東京
2020大会として実施する。

20

東京都公衆浴
場業生活衛生
同業組合新宿
支部

東京2020大会を契機に、日本独自の文化としての銭湯の良さをアピールする。 提灯を聖火に見
立てて、新宿区内の銭湯間を聖火リレーならぬ提灯リレーするウォーキングイベントを行う。
銭湯間の街並を提灯行列の如く東京2020はっぴを着用した参加者と練り歩く。最終ゴール地点
では、東京五輪音頭-2020-の振付講習会等の記念イベントを行う。

21

特定非営利活
動法人新宿ラ
イフケアセン
ター

車いすを使って遊ぶイベントを実施する。車いすリレーや車いす障害物リレー、車いすスラ
ロームリレー、カローリング、玉入れ等をはじめ、車いすを使って楽しむ競技種目を行う。ま
た、イベントのボランティアスタッフを対象に、車いすや障害、ダイバーシティ＆インクルー
ジョンへの理解を深めるための準備会兼講習会を行う。

22

特定非営利活動
法人あそびと文
化のNPO新宿子
ども劇場

東京2020大会の開催を機に、日本の文化の魅力の再発見や外国文化の面白さを感じてもらうた
めに、公演事業等（子ども落語や影絵ワークショップ）を実施する。各会場のロビーではパラ
スポーツ競技の紹介パネル 展示を併せて実施し、パラリンピックのPRを行う。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて中止となった事業も含め、助成金の交付が決定した全事業を掲載してい
ます。
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№ 申請団体名 事業内容

1
箪笥地域ス
ポーツ文化協
議会

小学生のバドミントン普及のため、アスリート（実業団選手）によるバドミントン教室や交流
大会を実施する。また、イベントではパラリンピックのバドミントン種目を紹介し、パラリン
ピックに対する興味関心を呼び起こす。

2
新宿区立西新
宿小学校PTA

西新宿小学校の児童が描いた絵（【表面】角筈・淀橋地域を紹介する絵【裏面】2020年に応援
したいことやチャレンジしたいことをテーマに描いた絵）を掲載したうちわを制作し、西新宿
地域の商店街やホテル等で配布し、来街者等に対して西新宿地域や東京2020大会をPRする。

3
神楽坂商店街
振興組合

夏祭りにて東京2020はっぴを着用し、地域の小学校や一般参加者とともに東京五輪音頭（2020
年版・1964年版）を踊る。他にもボッチャ体験コーナーを設けたり、リフティングの世界チャ
ンピオンによるリフティングの実技披露等を行い、オリンピック・パラリンピック競技のPRを
行う。

4 西落合町会
東京五輪音頭の講習会を行い、盆踊り大会参加者で踊る。また、オリンピックに関連するクイ
ズ大会やボッチャ体験コーナー設けたり、落合第二中学校吹奏楽部によるオリンピック関連曲
目の演奏で、参加者の大会気運を盛り上げる。

5 早稲田商店会
商店街の街路灯に、東京2020大会や早稲田スポーツを応援する様々なメッセージの入ったフ
ラッグを掲揚する。また、様々な種類のフラッグを巡るフラッグラリーを行い、来街者に向け
ての気運醸成を行う。

6
大隈通り商店
会

大学生から小学生までの子どもたちがグループとなり、運営するミニ縁日の催しと併せてボッ
チャ体験を実施し、小さな子どもにパラリンピック競技を楽しんでもらう機会をつくる。ま
た、早稲田大学と連携し、参加者に早稲田大学オリンピックミュージアムを案内し、メダリス
トの功績に触れてもらう。

7
榎町特別出張
所地区町会連
合会

ボッチャ大会として、各町会による対抗戦及び障害者・高齢者支援施設等による対抗戦を同時
に実施することで多くの住民の交流を促し、東京2020大会以後も発展継続できる事業とする。

8
新小川町自治
会

東京2020オリンピック・パラリンピックをテーマにした灯ろうを作成し、灯ろうまつりで装飾
する。また、東京2020はっぴを着用した助六太鼓家元らによって、東京五輪音頭に合わせた和
太鼓演奏を実施する。

9
新宿区テコン
ドー協会

オリンピック・パラリンピック競技であるテコンドーをPRするため、日本代表クラスの選手な
どによるテコンドー及びパラテコンドー体験や講演、演舞等を行う。

10 南元町町会
事前に東京五輪音頭-2020-の練習会を行い、イベント当日に盆踊り参加者で踊る。また、ボッ
チャ体験やオリンピック・パラリンピッククイズゲームを実施したり、東京2020大会の実施競
技をテーマにしたポスターを作成し、会場を装飾する。

11
新宿パレード
2020実行委員
会

フェスティバルパレード（著名アスリートや吹奏楽団などによるパレード）や、みこしパレー
ド（区内のみこしによるパレード）の他に、東京2020大会気運醸成コンテンツ（東京五輪音頭
-2020-の踊りや、各種スポーツ体験等）を展開する、新宿パレード2020を実施する。

■ 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実績
①令和元年度交付決定事業の概要
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№ 申請団体名 事業内容

12 信濃町町会
「信濃町展～東京1964-2020へ～」を実施する。個人が所有する東京1964オリンピック関連の
展示物（スタート用ピストル、聖火トーチ、入場券、選手村食事券、通訳バッジなど）を公開
し、1964年当時の全国的な盛り上がりや町会の取組みの様子を伝える。

13
新宿区手をつ
なぐ親の会

パラリンピックと障害についての理解啓発イベントを二部構成で実施する。
①講演会「パラリンピックが東京に教えてくれること」
②知的・発達障害疑似体験キャラバン隊とお笑い芸人のコラボレーションによる知的・発達障
害の特性や必要な配慮の理解啓発

14
新宿区落合第
二地区町会連
合会

「落合さくらまつり」の中で、東京五輪音頭-2020-を踊ったり、オリンピック競技である野
球・ソフトボールのストラックアウトやパラリンピック競技であるボッチャの体験、東京2020
オリンピック・パラリンピッククイズを実施する。

15
社会福祉法人
新宿区障害者
福祉協会

パラスポーツ体験イベントを実施して、子どもたちに各種障害者競技（シッティングバレー、
車椅子バスケ、車椅子テニス、義足歩行等）を体験してもらい、障害の大変さと、努力するこ
との大切さの理解を深め、併せて競技への興味を深めていく。

16
新宿区花道茶
道協会

和菓子と抹茶の体験及び実演を行い、大会を契機とした日本文化の継承やPRを行う。
また、活け込み体験及び実演も行い、参加者と一緒に五輪をイメージした生け花を作り上げ
る。

17
新宿区立小学
校PTA連合会

区内小学校において学校単位で競技会（オリンピック・パラリンピック）を行い、オリンピッ
ク・パラリンピックの表彰を模した表彰式で上位者にメダルを贈呈する。

18
一般社団法人
染の里おちあ
い

地場産業の染色を学び、藍の種をまき一緒に育てる事業を区内の小学校で実施する。

19
箱根山駅伝大
会2020実行委
員会

都立戸山公園の「箱根山」を、5人1組のチームがたすきをつないで周回する。各チームのたす
きやコスチュームを東京2020大会参加国にちなんだものとするほか、ゴール・スタート地点に
オリンピック・パラリンピックを連想させるデザインのゲートを設置するなど、若松地区東京
2020大会として実施する。

20

東京都公衆浴
場業生活衛生
同業組合新宿
支部

東京2020大会を契機に、日本独自の文化としての銭湯の良さをアピールする。 提灯を聖火に見
立てて、新宿区内の銭湯間を聖火リレーならぬ提灯リレーするウォーキングイベントを行う。
銭湯間の街並を提灯行列の如く東京2020はっぴを着用した参加者と練り歩く。最終ゴール地点
では、東京五輪音頭-2020-の振付講習会等の記念イベントを行う。

21

特定非営利活
動法人新宿ラ
イフケアセン
ター

車いすを使って遊ぶイベントを実施する。車いすリレーや車いす障害物リレー、車いすスラ
ロームリレー、カローリング、玉入れ等をはじめ、車いすを使って楽しむ競技種目を行う。ま
た、イベントのボランティアスタッフを対象に、車いすや障害、ダイバーシティ＆インクルー
ジョンへの理解を深めるための準備会兼講習会を行う。

22

特定非営利活動
法人あそびと文
化のNPO新宿子
ども劇場

東京2020大会の開催を機に、日本の文化の魅力の再発見や外国文化の面白さを感じてもらうた
めに、公演事業等（子ども落語や影絵ワークショップ）を実施する。各会場のロビーではパラ
スポーツ競技の紹介パネル 展示を併せて実施し、パラリンピックのPRを行う。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて中止となった事業も含め、助成金の交付が決定した全事業を掲載してい
ます。
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№ 申請団体名 事業内容

1
箪笥地域ス
ポーツ文化協
議会

小学生のバドミントン普及のため、アスリート（実業団選手）によるバドミントン教室や交流
大会を実施する。また、イベントではパラリンピックのバドミントン種目を紹介し、パラリン
ピックに対する興味関心を呼び起こす。

2
新宿区立西新
宿小学校PTA

西新宿小学校の児童が描いた絵（【表面】角筈・淀橋地域を紹介する絵【裏面】2020年に応援
したいことやチャレンジしたいことをテーマに描いた絵）を掲載したうちわを制作し、西新宿
地域の商店街やホテル等で配布し、来街者等に対して西新宿地域や東京2020大会をPRする。

3
神楽坂商店街
振興組合

夏祭りにて東京2020はっぴを着用し、地域の小学校や一般参加者とともに東京五輪音頭（2020
年版・1964年版）を踊る。他にもボッチャ体験コーナーを設けたり、リフティングの世界チャ
ンピオンによるリフティングの実技披露等を行い、オリンピック・パラリンピック競技のPRを
行う。

4 西落合町会
東京五輪音頭の講習会を行い、盆踊り大会参加者で踊る。また、オリンピックに関連するクイ
ズ大会やボッチャ体験コーナー設けたり、落合第二中学校吹奏楽部によるオリンピック関連曲
目の演奏で、参加者の大会気運を盛り上げる。

5 早稲田商店会
商店街の街路灯に、東京2020大会や早稲田スポーツを応援する様々なメッセージの入ったフ
ラッグを掲揚する。また、様々な種類のフラッグを巡るフラッグラリーを行い、来街者に向け
ての気運醸成を行う。

6
大隈通り商店
会

大学生から小学生までの子どもたちがグループとなり、運営するミニ縁日の催しと併せてボッ
チャ体験を実施し、小さな子どもにパラリンピック競技を楽しんでもらう機会をつくる。ま
た、早稲田大学と連携し、参加者に早稲田大学オリンピックミュージアムを案内し、メダリス
トの功績に触れてもらう。

7
榎町特別出張
所地区町会連
合会

ボッチャ大会として、各町会による対抗戦及び障害者・高齢者支援施設等による対抗戦を同時
に実施することで多くの住民の交流を促し、東京2020大会以後も発展継続できる事業とする。

8
新小川町自治
会

東京2020オリンピック・パラリンピックをテーマにした灯ろうを作成し、灯ろうまつりで装飾
する。また、東京2020はっぴを着用した助六太鼓家元らによって、東京五輪音頭に合わせた和
太鼓演奏を実施する。

9
新宿区テコン
ドー協会

オリンピック・パラリンピック競技であるテコンドーをPRするため、日本代表クラスの選手な
どによるテコンドー及びパラテコンドー体験や講演、演舞等を行う。

10 南元町町会
事前に東京五輪音頭-2020-の練習会を行い、イベント当日に盆踊り参加者で踊る。また、ボッ
チャ体験やオリンピック・パラリンピッククイズゲームを実施したり、東京2020大会の実施競
技をテーマにしたポスターを作成し、会場を装飾する。

11
新宿パレード
2020実行委員
会

フェスティバルパレード（著名アスリートや吹奏楽団などによるパレード）や、みこしパレー
ド（区内のみこしによるパレード）の他に、東京2020大会気運醸成コンテンツ（東京五輪音頭
-2020-の踊りや、各種スポーツ体験等）を展開する、新宿パレード2020を実施する。

■ 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　
①令和元年度交付決定事業の概要
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№ 申請団体名 事業内容

12
新宿区立落合
中学校生徒会

クラス対抗の競技会（ダブルダッチ）を実施する。また、学校独自のピクトグラムでクラス旗
を作成し、学校での行事に活用して東京2020大会のレガシーとして受け継ぐ。

13
新宿区立西新
宿中学校生徒
会

オリンピック・パラリンピックに関連した競技（ボッチャ・バスケットボール等）によるクラ
ス対抗の競技会を行い、競技と大会への興味・関心を高める。

14
新宿区立新宿
中学校生徒会

オリンピック・パラリンピックに関連した競技（シッティングバレー、ブラインドサッカー）
などを体験する競技大会を開催する。学年や男女関係なくみんなが楽しんで安全に競技を行え
るように工夫する。

15
新宿区立新宿
西戸山中学校
生徒会

障害者スポーツに親しみ、楽しむことを通して、障害者理解を深めるため、令和元年度から継
続しているボッチャ大会の第3回大会を実施する。優勝チームには、オリンピック・パラリン
ピック関連の賞品を贈呈する。

16
新宿区立新宿
養護学校生徒
会

東京2020大会に伴い新宿区内に多くの人々が訪れることから、感染症対策のため生徒がフェイ
スシールドを作成し、地域や医療機関等に寄付することで、生徒のボランティアマインドの醸
成を図る。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて中止となった事業も含め、助成金の交付が決定した全事業を掲載してい
ます。
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№ 申請団体名 事業内容

1
北新宿三丁目
町会

地域の若い世代に親子を対象としたこどもまつりを実施する。イベントでは、ボッチャ体験、
プレイパークあそびのほかに、オリンピック等の大会記録の表示でアスリートの記録を体験で
きるコーナーを設置。また、大きな白板に参加者から東京2020大会の思い出を募集し、寄せ書
きを完成させる。

2 百人町東町会
聖火リレーやトーチのコンセプトを説明する講演会を実施する。講演会の後半ではボッチャ体
験等も行う。大会の日程表などを掲載したチラシを作成し、地域住民が一体となって大会を応
援する。

3
一般社団法人
染の里おちあ
い

令和元年度事業で染色を学び、一緒に藍を育てる事業を落合地域周辺の小学校で実施した。令
和3年度は育てた藍を用いた生葉染めによる、東京2020大会応援フラッグやくるみボタン製作
のワークショップ行う。小学生以外も対象にしたイベントを染の里おちあいや東京富士大学で
も実施する。

4 早稲田商店会
商店街の街路灯に設置している早稲田にゆかりのあるオリンピアン・パラリンピアン24名の手
形を紹介する冊子を作成する。冊子には各手形のマップや各選手にまつわるエピソードなどを
掲載し、本取組みを来街者に発信する。

5
一般社団法人
新宿区サッ
カー協会

区内の子どもたちで構成した各国チームによるフットサル対抗戦「新宿グローバルカップ
2021」を実施し、子どもたちの国際交流の場を提供する。そのほかにブラインドサッカー体験
なども行い、パラスポーツへの理解を深める。

6
上落合東部町
会

新宿区登録無形民俗文化財である「上落合餅つき唄」について、若年層への理解を促し、認知
度を高め、次世代に継承するための活動を行う。プロモーション動画の制作やオリジナルサイ
トの公開による国内外へのPR活動を行い、最終的に東京2020大会と本事業を振り返る成果報
告会を実施する。

7
新宿区立小学
校PTA連合会

令和元年度と同じく区内小学校において学校単位で競技会（オリンピック・パラリンピック）
を行い、オリンピック・パラリンピックの表彰を模した表彰式で上位者にメダルを贈呈する。

8
新小川町自治
会

オリンピック・パラリンピックをテーマにした灯ろうに装飾する絵を募集し、大会のフィナー
レに合わせて実施する灯ろうまつりで作品を展示する。

9
新宿区立牛込
第二中学校生
徒会

生徒と地域住民でパラリンピック競技（ボッチャ、シッティングバレー、車いすバスケット
ボール、ゴールボール）の体験を行うとともに、競技大会を行う。

10
新宿区立牛込
第三中学校生
徒会

東京2020大会を契機として生徒会で取り組んできたボランティアマインドの育成と国際理解・
国際交流を推進する。具体的には、地域清掃ボランティアやJICAと連携して募集した外国人と
の交流で文化紹介や体験を行いながら英会話によるコミュニケーションを図る。

11
新宿区立西早
稲田中学校生
徒会

生徒会主催の講演会を行う。オリンピック・パラリンピックの開催地としてのレガシーを残し
ていくために、国際人としてのマナー・礼儀を身に付け、今後世界で活躍するためにはどうあ
るべきか講師の実体験から学ぶ。
[一部]　国際人として身に付けるべき礼儀・マナー　　[二部]　オリンピアンに学ぶ

②令和3年度交付決定事業の概要
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№ 申請団体名 事業内容

12
新宿区立落合
中学校生徒会

クラス対抗の競技会（ダブルダッチ）を実施する。また、学校独自のピクトグラムでクラス旗
を作成し、学校での行事に活用して東京2020大会のレガシーとして受け継ぐ。

13
新宿区立西新
宿中学校生徒
会

オリンピック・パラリンピックに関連した競技（ボッチャ・バスケットボール等）によるクラ
ス対抗の競技会を行い、競技と大会への興味・関心を高める。

14
新宿区立新宿
中学校生徒会

オリンピック・パラリンピックに関連した競技（シッティングバレー、ブラインドサッカー）
などを体験する競技大会を開催する。学年や男女関係なくみんなが楽しんで安全に競技を行え
るように工夫する。

15
新宿区立新宿
西戸山中学校
生徒会

障害者スポーツに親しみ、楽しむことを通して、障害者理解を深めるため、令和元年度から継
続しているボッチャ大会の第3回大会を実施する。優勝チームには、オリンピック・パラリン
ピック関連の賞品を贈呈する。

16
新宿区立新宿
養護学校生徒
会

東京2020大会に伴い新宿区内に多くの人々が訪れることから、感染症対策のため生徒がフェイ
スシールドを作成し、地域や医療機関等に寄付することで、生徒のボランティアマインドの醸
成を図る。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて中止となった事業も含め、助成金の交付が決定した全事業を掲載してい
ます。
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№ 申請団体名 事業内容

1
北新宿三丁目
町会

地域の若い世代に親子を対象としたこどもまつりを実施する。イベントでは、ボッチャ体験、
プレイパークあそびのほかに、オリンピック等の大会記録の表示でアスリートの記録を体験で
きるコーナーを設置。また、大きな白板に参加者から東京2020大会の思い出を募集し、寄せ書
きを完成させる。

2 百人町東町会
聖火リレーやトーチのコンセプトを説明する講演会を実施する。講演会の後半ではボッチャ体
験等も行う。大会の日程表などを掲載したチラシを作成し、地域住民が一体となって大会を応
援する。

3
一般社団法人
染の里おちあ
い

令和元年度事業で染色を学び、一緒に藍を育てる事業を落合地域周辺の小学校で実施した。令
和3年度は育てた藍を用いた生葉染めによる、東京2020大会応援フラッグやくるみボタン製作
のワークショップ行う。小学生以外も対象にしたイベントを染の里おちあいや東京富士大学で
も実施する。

4 早稲田商店会
商店街の街路灯に設置している早稲田にゆかりのあるオリンピアン・パラリンピアン24名の手
形を紹介する冊子を作成する。冊子には各手形のマップや各選手にまつわるエピソードなどを
掲載し、本取組みを来街者に発信する。

5
一般社団法人
新宿区サッ
カー協会

区内の子どもたちで構成した各国チームによるフットサル対抗戦「新宿グローバルカップ
2021」を実施し、子どもたちの国際交流の場を提供する。そのほかにブラインドサッカー体験
なども行い、パラスポーツへの理解を深める。

6
上落合東部町
会

新宿区登録無形民俗文化財である「上落合餅つき唄」について、若年層への理解を促し、認知
度を高め、次世代に継承するための活動を行う。プロモーション動画の制作やオリジナルサイ
トの公開による国内外へのPR活動を行い、最終的に東京2020大会と本事業を振り返る成果報
告会を実施する。

7
新宿区立小学
校PTA連合会

令和元年度と同じく区内小学校において学校単位で競技会（オリンピック・パラリンピック）
を行い、オリンピック・パラリンピックの表彰を模した表彰式で上位者にメダルを贈呈する。

8
新小川町自治
会

オリンピック・パラリンピックをテーマにした灯ろうに装飾する絵を募集し、大会のフィナー
レに合わせて実施する灯ろうまつりで作品を展示する。

9
新宿区立牛込
第二中学校生
徒会

生徒と地域住民でパラリンピック競技（ボッチャ、シッティングバレー、車いすバスケット
ボール、ゴールボール）の体験を行うとともに、競技大会を行う。

10
新宿区立牛込
第三中学校生
徒会

東京2020大会を契機として生徒会で取り組んできたボランティアマインドの育成と国際理解・
国際交流を推進する。具体的には、地域清掃ボランティアやJICAと連携して募集した外国人と
の交流で文化紹介や体験を行いながら英会話によるコミュニケーションを図る。

11
新宿区立西早
稲田中学校生
徒会

生徒会主催の講演会を行う。オリンピック・パラリンピックの開催地としてのレガシーを残し
ていくために、国際人としてのマナー・礼儀を身に付け、今後世界で活躍するためにはどうあ
るべきか講師の実体験から学ぶ。
[一部]　国際人として身に付けるべき礼儀・マナー　　[二部]　オリンピアンに学ぶ

②令和3年度交付決定事業の概要
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令和元年10月25日号

令和元年11月25日号

令和2年2月15日号

連載記事バックナンバー

107

■ なるほど！TOKYO2020（広報新宿連載）　掲載記事一覧

No. 発行号 掲載面 内容

1 6月15日号 8面 東京五輪音頭-2020-
2 7月15日号 8面 国立競技場（実施種目、完成予定時期など）
3 8月25日号 4,5面 聖火リレー（1964年の東京オリンピック聖火ランナーへのインタビュー）
4 9月15日号 8面 東京2020マスコット「ミライトワ」「ソメイティ」の紹介
5 10月5日号 8面 大会ボランティア、都市ボランティアの概要（活動内容等）
6 11月25日号 4,5面 ボランティアフォーラム2018レポート
7 12月15日号 4,5面 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト

8 1月15日号 4,5面 東京2020大会のチケット
9 2月15日号 4,5面 嘉納治五郎

10 3月15日号 8面 東京2020大会500日前記念イベント報告
11 4月25日号 8面 新宿シティドレッシング（区施設のラッピングなど）
12 5月15日号 8面 東京2020大会ピクトグラム、観戦チケット販売開始
13 6月15日号 8面 地域の皆さんの取組み（しなの会）
14 7月15日号 8面 東京2020オリンピック聖火リレートーチの紹介、聖火ランナー募集
15 8月15日号 8面 デイカウンターに桐生祥秀選手が登場
16 9月15日号 8面 オリンピック競技紹介（ラグビー）
17 10月25日号 8面 地域の皆さんの取組み（榎町地域ボッチャ大会、薬王寺児童館）
18 11月15日号 8面 新宿2020サポーター活動紹介
19 12月15日号 8面 国立競技場が完成（地元の声インタビュー）

20 1月15日号 8面 東京2020パラリンピック聖火リレーの概要、聖火ランナー募集
21 2月15日号 8面 新宿シティドレッシング（陸上競技シルエットシール、配電地上機器）

前川楓選手（東京2020パラリンピック陸上女子走り幅跳び(T63クラス)
日本代表）インタビュー

4～8月
23 9月15日号 4面 地域の皆さんの取組み（西新宿小学校）
24 10月15日号 8面 延期後の新たな競技日程
25 11月25日号 6面 おうちdeパラマスター！

新宿ゆかりのアスリート、古賀淳也選手（2009年世界水泳100m背泳ぎ金
メダリスト）インタビュー

1～3月
27  4月5日号 5面 東京2020オリンピック聖火リレーがスタートしました
28  5月15日号 8面 東京2020オリンピック・パラリンピックメダルの紹介

6月
29  7月5日号 4面 1964年東京オリンピック開会式（牛込仲之小学校鼓隊の練習風景）
30  7月25日号 7面 東京2020オリンピック学校応援タペストリー全40作品の紹介
31  8月25日号 4面 東京2020パラリンピック学校応援タペストリー全40作品の紹介

　令和3年（2021年）

　（新型コロナウイルス感染拡大により休載）

　（新型コロナウイルス感染拡大により休載）

　（新型コロナウイルス感染拡大により休載）

　平成30年（2018年）

　令和元年（2019年）

　令和2年（2020年）

22 3月25日号 8面

26 12月15日号 8面
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令和元年10月25日号

令和元年11月25日号

令和2年2月15日号

連載記事バックナンバー

107

■ なるほど！TOKYO2020（広報新宿連載）　掲載記事一覧

No. 発行号 掲載面 内容

1 6月15日号 8面 東京五輪音頭-2020-
2 7月15日号 8面 国立競技場（実施種目、完成予定時期など）
3 8月25日号 4,5面 聖火リレー（1964年の東京オリンピック聖火ランナーへのインタビュー）
4 9月15日号 8面 東京2020マスコット「ミライトワ」「ソメイティ」の紹介
5 10月5日号 8面 大会ボランティア、都市ボランティアの概要（活動内容等）
6 11月25日号 4,5面 ボランティアフォーラム2018レポート
7 12月15日号 4,5面 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト

8 1月15日号 4,5面 東京2020大会のチケット
9 2月15日号 4,5面 嘉納治五郎

10 3月15日号 8面 東京2020大会500日前記念イベント報告
11 4月25日号 8面 新宿シティドレッシング（区施設のラッピングなど）
12 5月15日号 8面 東京2020大会ピクトグラム、観戦チケット販売開始
13 6月15日号 8面 地域の皆さんの取組み（しなの会）
14 7月15日号 8面 東京2020オリンピック聖火リレートーチの紹介、聖火ランナー募集
15 8月15日号 8面 デイカウンターに桐生祥秀選手が登場
16 9月15日号 8面 オリンピック競技紹介（ラグビー）
17 10月25日号 8面 地域の皆さんの取組み（榎町地域ボッチャ大会、薬王寺児童館）
18 11月15日号 8面 新宿2020サポーター活動紹介
19 12月15日号 8面 国立競技場が完成（地元の声インタビュー）

20 1月15日号 8面 東京2020パラリンピック聖火リレーの概要、聖火ランナー募集
21 2月15日号 8面 新宿シティドレッシング（陸上競技シルエットシール、配電地上機器）

前川楓選手（東京2020パラリンピック陸上女子走り幅跳び(T63クラス)
日本代表）インタビュー

4～8月
23 9月15日号 4面 地域の皆さんの取組み（西新宿小学校）
24 10月15日号 8面 延期後の新たな競技日程
25 11月25日号 6面 おうちdeパラマスター！

新宿ゆかりのアスリート、古賀淳也選手（2009年世界水泳100m背泳ぎ金
メダリスト）インタビュー

1～3月
27  4月5日号 5面 東京2020オリンピック聖火リレーがスタートしました
28  5月15日号 8面 東京2020オリンピック・パラリンピックメダルの紹介

6月
29  7月5日号 4面 1964年東京オリンピック開会式（牛込仲之小学校鼓隊の練習風景）
30  7月25日号 7面 東京2020オリンピック学校応援タペストリー全40作品の紹介
31  8月25日号 4面 東京2020パラリンピック学校応援タペストリー全40作品の紹介

　令和3年（2021年）

　（新型コロナウイルス感染拡大により休載）

　（新型コロナウイルス感染拡大により休載）

　（新型コロナウイルス感染拡大により休載）

　平成30年（2018年）

　令和元年（2019年）

　令和2年（2020年）

22 3月25日号 8面

26 12月15日号 8面
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▼スポーツクライミング

※内扉（かご内）のデザイン▼サーフィン

▼カヌー

▼ゴールボール

（
例
）
新
宿
区
役
所
本
庁
舎

109

▼陸上競技（オリンピック）

▼車いすラグビー▼水泳

▼バレーボール

▼陸上競技（パラリンピック）

■ エレベーターラッピングデザイン一覧

▼テニス ▼車いすテニス

・オリンピック 7競技19種類
・パラリンピック 4競技10種類

競技シルエットデザイン

108108 109
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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」入賞作品一覧

小学生低学年の部

世界のなかまとマラソンおうえん

金賞

銀賞

テコンドーけりわざでノックアウト マラソンがんばれ

新種ゲットだぜ！ がんばれオリンピック
パラリンピックのせんしゅ

２０２０のＴｏｋｙｏを
ごあんない

銅賞

111

▼バレーボール

▼アーチェリー（オリ） ▼フェンシング

車いすフェンシング▲

シッティングバレーボール▲

▼サッカー

5人制サッカー▲

▼バスケットボール

車いすバスケットボール▲

▼卓球（オリ）

卓球（パラ）▲ アーチェリー（パラ）▲

▼ウェイトリフティング

パワーリフティング▲

▼空手

ボッチャ▲

※

内
扉
（
か
ご
内
）
の
デ
ザ
イ
ン

（
例
）
箪
笥
町
特
別
出
張
所

・オリンピック 8競技8種類
・パラリンピック 8競技8種類

漫画風デザイン

110110 111
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中学生の部

金賞

銀賞

銅賞

燃える期待！目指せ頂点！！

限界を決めないネバーギブアップ ボイ！ボイ！東京

柔道・腰技 カラフル 日本水泳

113

小学生高学年の部

金賞

銀賞

銅賞

楽しいボッチャ

新体操の演技を一番前で見たい この気持ちを

もっとがんばるぞ！！
水泳！！！

カラフルデザイン
ボルダリング

スケートボード

112112 113
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編集・発行    
   

新宿区東京オリンピック・パラリンピック開催等担当部 
東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課 

         東京都新宿区歌舞伎町１－４－１ 
          電話（０３)３２０９－１１１１ 

  

印刷物作成番号 

2021－10－2701 

この印刷物は、業者委託により 500
部印刷製本しています。その経費と
して、1部あたり 2,596円（税込み）
がかかっています。ただし、編集時
の職員人件費や配送経費などは含ん
でいません。 

① 銘 板（P.86）
（新宿区役所本庁舎平和の灯下）

聖火リレートーチ展示（P.86）
（新宿区役所第一分庁舎）

② 聖火リレートーチ展示（P.86）
（新宿スポーツセンター）

大会マスコット像展示（P.47）
（新宿スポーツセンター）

③ パラリンピックマラソンコース
（P.6～7）
（外苑西通り、靖国通り、外堀通り）

大会1000日前記念イベント会場（P.21）
（新宿コズミックセンター）

大会777日前記念イベント会場（P.24）
（愛日小学校、牛込箪笥区民ホール）

大会500日前記念イベント会場（P.28）
（西新宿小学校）

⑧ 大会250日前記念イベント会場（P.36）
（落合第二中学校、落合第三小学校）

①

新宿スポーツセンター

②

④
⑦

⑧

新宿コズミックセンター

国立競技場

④ 国立競技場（P.4～7）

レガシースポット カウントダウンイベント会場

競技会場

⑤

⑥

⑦

⑤

③

新宿区役所

⑥
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令和３年12月

新宿区における
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

に向けた活動報告書

新宿区
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