
東京2020大会

狭山市の取組について



はじめに

狭山市は2017年8月に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組

織委員会」という。）から東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020大会」という。）ゴルフ競技の開催会場市として承認され、2018年には専門部署である

オリンピック準備室を設置、また市の職員で構成する「東京2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会狭山市庁内推進会議」を立ち上げた。

2019年2月6日には、市内の各種団体等の代表者で組織する「東京2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会狭山市推進委員会」を設立するとともに、本市が取組むべき指針を定め

た「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 狭山市推進計画」を決定した。

そして、当該計画の3つの基本方針

1. 関係機関等と連携して東京2020大会運営の支援を行う

2. 東京2020大会に向けた機運の醸成を図る

3. 市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おもてなし”を実施する

に沿って、東京2020大会に向けた関係団体等との連携や市民等を対象とした機運の醸成、ま

た大会開催時の本市来訪者に対する駅前でのおもてなしを実施する都市ボランティアの研修

など様々な取組を行った。

当初2020年に開催が予定されていた東京2020大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大の影響により史上初の「1年延期」とされたが、そのような中でも大会に向けた取組を進

め、そして迎えた2021年、まずは7月6日にオリンピック聖火リレーが行われた。それに続く

本大会は、残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響でゴルフ競技も含めたほとんどの競

技が無観客での開催となり、当初計画していた“おもてなし”を行うことは叶わなかったが、

狭山市駅西口を七夕飾りで装飾するなどコロナ禍でもSNSによる市の魅力発信事業などを積

極的に行った。

本冊子は、こうした東京2020大会という国際的なスポーツの祭典に際して、狭山市や関係

団体そして市民が協働して実施した様々な取組の記録と今後のレガシーについてまとめたも

のである。
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正式名称 第32回オリンピック競技大会

開催期間 2021年7月23日(金)～8月8日(日)

競 技 数 33競技

1-1. 大会スケジュール

正式名称 東京2020パラリンピック競技大会

開催期間 2021年8月24日(火)～9月5日(日)

競 技 数 22競技

1-4. 大会マスコット

1-3. 大会エンブレム

スポーツには
世界と未来を変える力がある。

1964年の東京大会は日本を大きく変えた。

2020年の東京大会は、

「すべての人が自己ベストを目指し(全員が自己ベスト)」、

「一人ひとりが互いを認め合い(多様性と調和)」、

「そして、未来につなげよう(未来への継承)」

を3つの基本コンセプトとし、

史上最もイノベーティブで、

世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。

組市松紋

・「市松模様」を日本の伝統色である藍色で、粋な日本らしさを描いた。

・形の異なる3種類の四角形を組み合わせ、「多様性と調和」のメッセージを込

めた。

・オリンピック・パラリンピックエンブレムともに、同じ45ピースの四角形から

構成されている。

東京2020オリンピックマスコット

ミライトワ

ミライトワという名前は、「未

来」と「永遠(とわ)」というふた

つの言葉を結びつけて生まれた。

名前に込められたのは、素晴らし

い未来を永遠にという願い。東京

2020大会を通じて、世界の人々の

心に、希望に満ちた未来をいつま

でも輝かせる。

東京2020パラリンピックマスコット

ソメイティという名前は、桜を代表

する「ソメイヨシノ」と非常に力強

いという意味の「so mighty」から

生まれた。桜の触角を持ち、驚きの

強さを見せるソメイティ。東京2020

大会を通じて、桜を愛でる日本の心

とパラリンピックアスリートの素晴

らしさを印象づける。

ソメイティ

大会マスコットは、オリンピック・パラリンピック初の試みである「小学生の投票」により選考された。

1-2. 大会ビジョン
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競技会場 霞ヶ関カンツリー俱楽部(埼玉県川越市笠幡3398番地)

※狭山市と川越市、日高市にまたがって所在するゴルフ場

1-5. 東京2020オリンピック競技大会 ゴルフ競技概要

競技日程 男子：2021年7月29日(木)～8月1日(日)

女子：2021年8月 4日(水)～8月7日(土)
※無観客により開催

出場者数 男女各60名

日本代表 男子：松山英樹選手(オリンピックランキング 8位)

星野陸也選手(オリンピックランキング25位)

女子：畑岡奈紗選手(オリンピックランキング11位)

稲見萌寧選手(オリンピックランキング19位)

大会結果 男子：

女子：

オリンピック競技が開催される東コースをメインに、

全体面積のうち約21％が狭山市に所在している
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順位 スコア 選手名 順位 スコア 選手名 順位 スコア 選手名

1 -17 ネリー・コルダ 20T -7 サンナ・ヌーティネン 40T 0 カロリネ・マソン

2 -16 稲見 萌寧 20T -7 マデレーネ・サグストロム 40T 0 ソフィア・ポポフ

3 -16 リディア・コー 23T -5 パパンコーン・タバタナキト 43T 1 ビアンカ・パグダンガナン

4 -15 アディティ・アショク 23T -5 マリア・ファシ 43T 1 アリヤ・ジュタヌガーン

5T -13 ハナ・グリーン 23T -5 朴 仁妃 43T 1 マハ・ハディウイ

5T -13 エミリー・ペデルセン 23T -5 クララ・スピルコバ 46T 2 マノン・デルーイ

7 -12 ステファニー・メドウ 23T -5 アンナ・ノードクイスト 46T 2 ジュリア・モリナロ

8 -11 フォン シャンシャン 23T -5 レオナ・マグワイア 48 3 マリア・トレス

9T -10 笹生 優花 29T -4 カルロタ・シガンダ 49 5 アリーナ・シャープ

9T -10 金 世煐 29T -4 ミンジー・リー 50T 6 アサハラ・ムニョス

9T -10 高 真栄 29T -4 ペリーヌ・ドラクール 50T 6 ディクシャ・ダガル

9T -10 林 希妤 29T -4 ブルック・ヘンダーソン 50T 6 マリア・ウリベ

9T -10 畑岡 奈紗 33 -3 レキシー・トンプソン 50T 6 チャン ティファニー

9T -10 ナナ・マドセン 34T -2 李 旻 54 7 キム・メトロー

15T -9 ジェシカ・コルダ 34T -2 セリーヌ・ブティエ 55 8 メリッサ・リード

15T -9 徐 薇淩 34T -2 ピア・バブニク 56 13 クリスティネ・ウォルフ

15T -9 金 孝周 34T -2 ケリー・タン 57 14 アネ・ファンダム

18T -8 アルバネ・バレンスエラ 38T -1 ダニエラ・ダルケア 58 16 マグダレナ・シメルマチェル

18T -8 マティルダ・カストレン 38T -1 ガビー・ロペス 59 18 ルクレツィア・コロンボットロッソ

20T -7 ダニエル・カン 40T 0 ジョディ・シャドフ 60 25 トーニェ・ダフィンル

順位 スコア 選手名 順位 スコア 選手名 順位 スコア 選手名

1 -18 ザンダー・シャウフェレ T16 -11 トミー・フリートウッド T38 -6 ラスムス・ホイゴール

2 -17 ロリー・サバティーニ T22 -10 ジャスティン・トーマス T42 -5 ライアン・フォックス

3 -15 潘 政琮 T22 -10 パトリック・リード T42 -5 アニルバン・ラヒリ

T4 -15 コリン・モリカワ T22 -10 任 成宰 T42 -5 カルロス・オルティス

T4 -15 ミト・ペレイラ T22 -10 トーマス・デトリ T45 -4 ガン・チャルングン

T4 -15 ロリー・マキロイ T22 -10 シェーン・ローリー T45 -4 カーレ・サモーヤ

T4 -15 セバスティアン・ムニョス T27 -9 マティアス・シュワプ T45 -4 ヘンリク・ノルランデル

T4 -15 松山 英樹 T27 -9 レナート・パラトレ T45 -4 アントワヌ・ロズネ

T4 -15 ポール・ケーシー T27 -9 アティウィット・ジャネワタナノント T45 -4 マクシミリアン・キーファー

T10 -14 ホアキン・ニーマン T27 -9 サミ・ベリメキ 50 -3 マッケンジー・ヒューズ

T10 -14 キャメロン・スミス T27 -9 ヨアキムブラント・ハンセン T51 -2 マーク・リーシュマン

T10 -14 ゼップ・シュトラカ T32 -8 呉 阿順 T51 -2 アドリアン・メロンク

13 -13 コリー・コナーズ T32 -8 キム シウ T53 0 クリスティアン・ヨハンネセン

T14 -12 ビクトル・ホブラン T32 -8 グイド・ミリオッツィ T53 0 ガリック・ヒゴ

T14 -12 アブラハム・アンセル T35 -7 ハーリー・ロンク 55 1 ジュビック・パグンサン

T16 -11 ジョナタン・ベガス T35 -7 ロマン・ランガスク 56 3 ウダヤン・マネ

T16 -11 アレックス・ノレン T35 -7 ファブリシオ・サノッティ T57 4 ラファエル・カンポス

T16 -11 スコット・ビンセント T38 -6 星野 陸也 T57 4 ギャビンカイル・グリーン

T16 -11 クリスティアン・ベザイデンハウト T38 -6 アドリア・アルナウス 59 5 ホルヘ・カンピリョ

T16 -11 トーマス・ピータース T38 -6 袁 也淳 60 10 オンドジェイ・リエセル
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東京2020オリンピック競技大会におけるゴルフ競技の会場は、2013年に本市及び川越市と日高市にま

たがって所在する「霞ヶ関カンツリー俱楽部」に決定した。

本市は当初、「開催会場市」の位置付けではなかったが、開催決定後の2015年より組織委員会におい

て想定する当該会場への観客及び会場スタッフ輸送の主要拠点駅（狭山市駅・稲荷山公園駅）を有する

自治体として、会議への出席や輸送ルート案の策定、各種情報提供など、円滑な大会運営に向けて、

「開催会場市」と同レベルの協力が求められていたことから、組織委員会及び埼玉県との調整を経て、

2017年8月にゴルフ競技の「開催会場市」として位置付けられた。

開催会場市に位置付けられるための条件：①競技会場が市内に所在すること

②東京2020大会に主体的に関わっていること

2-1. 狭山市が開催会場市となった経緯

2-3. 東京2020大会に向けた狭山市の推進体制

ゴルフ競技の開催会場市として、大会に向けた全市的な取組を推進するために、庁内に「東京2020オ

リンピック・パラリンピック競技大会狭山市庁内推進会議」を2018年10月に立ち上げるとともに、関係

公共機関、市内企業、商工業団体、スポーツ団体、文化芸術団体、大学等の代表者から構成される「東

京2020オリンピック・パラリンピック競技大会狭山市推進委員会」を2019年2月に設立した。

2-2. 事務の執行体制

開催会場市に位置付けられた翌年、2018年4月1日付の組織改正により総合政策部政策企画課内にオリ

ンピック準備室が新設され、担当課長を含めた3名(1名は組織委員会出向)が配属された。

2019年4月1日には、4名(2名は組織委員会出向)が新たに配属され、合計7名体制(3名は組織委員会出

向)で事務を執行した。

(１)東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会狭山市庁内推進会議

目的：東京2020大会のゴルフ競技の開催に係る準備等を、効果的かつ着実に推進することを目的とする。

① 庁内推進会議

《主な役割》東京2020大会に関する本市の重要な取組等について審議を行い、推進委員会へ提議する。

《構成員》 市長、副市長、教育長、部長職(相当職を含む)
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② 幹事会

《主な役割》個別の課題等に関して、関係部等で整理及び調整を行う。

《構成員》 総合政策部長、次長職(相当職を含む/会計管理者を除く)、議会事務局次長

(2)東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会狭山市推進委員会

目的：

※レガシー：東京2020大会によって生じる有形・無形の次世代に残すべき遺産

① 推進委員会

《主な役割》狭山市庁内推進会議から提議された議題を審議確認する。

《構成員》

②検討委員会

《主な役割》個別の課題等に関して検討を行う。

《構成員》 推進委員又は推進委員の所属する団体が推薦する者

狭山市長（会長）
狭山市議会議長
埼玉県西部地域振興センター所長
狭山警察署署長
埼玉西部消防局局長
狭山市自治会連合会会長
狭山市文化団体連合会会長
狭山市国際交流協会会長
狭山市スポーツ協会会長
狭山市ゴルフ協会会長
一般社団法人霞ヶ関カンツリー倶楽部総支配人
狭山商工会議所会頭
狭山市観光協会会長
川越狭山工業会会長
狭山工業団地工業会会長
狭山市茶業協会会長
公益社団法人狭山青年会議所理事長

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会会長
狭山市障害者団体連絡会代表世話人
一般社団法人狭山市医師会会長
狭山市歯科医師会会長
狭山市薬剤師会会長
狭山市柔道整復師会会長
狭山市小中学校長会会長
狭山市ＰＴＡ連合会会長
西武文理大学学長
東京家政大学学長
武蔵野学院大学学長
武蔵野短期大学学長
狭山ケーブルテレビ株式会社代表取締役社長
セコム株式会社ラグビー部部長
(株)西武ＨＤ経営企画本部第一事業戦略部長
いるま野農業協同組合事業担当部長

③ 庁内検討部会

《主な役割》個別の課題に関して次の3部会で必要な検討を行う。

輸送部会 ：

機運醸成部会 ：

おもてなし部会：おもてなし環境の整備、大会期間中のイベント等に関すること。

《構成員》 輸送部会

次長職：総合政策部、市民部、都市建設部

課長職：

機運醸成部会

次長職：総合政策部、福祉こども部、生涯学習部

課長職：広報課、協働自治推進課、市民文化課、環境課、商業観光課、農業振興課

障害者福祉課、社会教育課、スポーツ振興課、教育指導課

おもてなし部会

次長職：総合政策部、市民部、環境経済部

課長職：広報課、情報政策課、市民文化課、商業観光課、農業振興課
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東京2020大会及び本市で開催されるゴルフ競技を市全体の連携・協力体制のもとに支援すると

ともに、東京2020大会の開催を契機として、本市の様々な魅力の発信や来訪者のおもてなし、

またスポーツ・文化・教育に関する多様な取組を行うことで将来へのレガシーを創出し、さら

なる本市の発展を目指すことを目的とする。

危機管理課、交通防犯課、地区センター(入間川・柏原・水富)、奥富環境セン

ター、健康づくり支援課、管理課、道路雨水課、建築審査課、みどり公園課

観客輸送の主要拠点駅(狭山市駅、稲荷山公園駅)等から会場までの

シャトルバスによる輸送等に関すること。

大会までの盛上げイベント、オリンピック・パラリンピックを通じた

スポーツ文化プログラム及び教育プログラム等に関すること。

2.開催決定から大会に向けた準備



東京2020大会に関して本市が取組むべき基本方針を以下のとおり定め、この方針に沿って具体的取組

を進めた。

2-4. 狭山市推進計画の策定

（1）関係機関等と連携して東京2020大会運営の支援を行う

（2）東京2020大会に向けた機運の醸成を図る

（3）市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おもてなし”を実施する

基本方針① 関係機関等と連携して東京2020大会運営の支援を行う

概要
観客等の輸送、セキュリティ対策及びボランティア運営等について、競技開催会場市とし
て関係機関等と密に連携を取り、大会成功に向けた円滑な運営の支援を行う。

取組内容

■観客や大会関係者の円滑な輸送の支援
■都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトの推進
■埼玉県や川越市と連携してボランティアの体制を整備する
■観客利用駅を中心としたエリアでのテロ対策訓練等の実施

目指す
レガシー

◇駅周辺等の多くの人が滞留する場所での、危機管理体制の一層の強化がはかられる
◇ボランティア等に参加した市民には、世界的スポーツイベントの運営に貢献した体験が

財産となり、市のイベント等への市民参加の機運が醸成される

基本方針② 東京2020大会に向けた機運の醸成を図る

概要
東京2020大会へ向けて狭山市、市民、団体、企業等の様々な主体によるスポーツ・文化・
教育に関連する多様な取組みを推進し、市全体で大会機運の醸成を図る。

取組内容

■オリンピック・パラリンピックの意義や歴史、競技種目等に関する理解を促す取組みの実施
■市内公共施設での大会情報の提供
■広報さやま、狭山市公式ウェブサイト、ＳＮＳなど多様な媒体を通じた積極的な情報発信
■フラッグやバナーなどによるシティドレッシングの実施
■スポーツイベントを通じた誰もが気軽にスポーツを楽しめる機会の提供
■ゴルフ競技の理解を深めるイベントの実施
■本市ゆかりの選手を応援するイベント等の実施
■市内競技施設を利用した事前トレーニングキャンプの誘致
■友好・交流都市とのスポーツ交流
■小中学校でのオリンピック・パラリンピック教育の実施
■日本文化の魅力を発信するbeyond2020プログラムの推進
■車いす体験や異文化理解の研修などを通じた心のバリアフリーの推進
■聖火リレーの誘致と実施

目指す
レガシー

◇市民誰もがスポーツや日本の文化を楽しむ機会を得られる
◇年齢、障害、性別等に関わらず、市民の相互理解が深まる
◇本市の認知度が上昇し、それにより市民の間にシビックプライドが醸成される

基本方針③ 市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おもてなし”を実施する

概要
東京2020大会の開催を本市ＰＲの絶好の機会ととらえ、本市の様々な魅力を国内外に発信
する。また本市を訪れたお客様を狭山流の“おもてなし”で出迎えて、本市のファンを増やす。

取組内容

■ポイ捨て防止、路上喫煙防止および市内一斉クリーンキャンペーンなどの環境美化対策
■狭山市駅周辺の無料Wi-Fi接続環境の整備とWi-Fi利用者への東京２０２０大会や狭山市に

関する情報を案内するWebページの作成
■都市ボランティアを狭山の観光ガイドもできるように育成する
■外国語観光マップ・避難マップ、おもてなしショップガイド等の作成・配布
■観客利用駅周辺の案内の多言語対応
■市内飲食店等を対象とした外国人も含めた来訪者へのおもてなし講座の実施
■観客利用駅周辺での来訪者に対する狭山市特産品でのおもてなし
■大会期間中のライブサイトやパブリックビューイングの設置
■大会期間中の観客利用駅周辺での暑さ対策

目指す
レガシー

◇狭山市駅周辺のWi－Fi利用環境の整備により、当該Wi-Fi利用者への狭山市のＰＲ機会の
増加と、災害時の情報発信の強化が図られる

◇来訪者への“おもてなし”による本市のＰＲとイメージ向上効果により、本市へのリピーター
が増える
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2-5. 東京2020大会が受けた新型コロナウイルス感染症の影響

当初、2020年に開催が予定されていた東京2020大会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
2020年3月24日に史上初となる「1年延期」が決定した。

その後は、狭山市推進計画の方針を堅持しつつ新型コロナウイルス感染症に対応した機運醸成の取組
を実施したほか、聖火リレーや大会時の取組計画等の見直しを進めた。

そして2021年7月6日、見直し後の計画に基づき聖火リレーが実施されたが、2021年7月23日以降の本
大会については首都圏で開催される競技を中心に「無観客」で開催された。

新型コロナウイルス感染症の影響により変更や中止等になった取組は以下の通りである。

(1)新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い中止となった主な取組

取組 内容

学校連携観戦プログラムへの参加 31ページ参照

確実な誘導体制の整備 63ページ参照

安全・安心なラストマイル環境の整備 63ページ参照

狭山市の魅力PRの展開(おもてなし) 63ページ参照

取組 内容

ポスター・チラシ第3弾の制作 20ページ参照

東京2020公式アートポスターの展示 34ページ参照

狭山市から発信！折り鶴に込めた平和への願い「PEACE ORIZURU」の実施 34ページ参照

オリンピック通信の発行 57ページ参照

「アスリートから次世代を担う子どもたちへエール発信
エールよ届け★短冊の願いとともに」の実施

58ページ参照

「狭山市から東京2020大会出場選手へエール発信
熱い応援よ届け★短冊の願いとともに」の実施

59ページ参照

競技期間中における市役所エントランスでのゴルフ競技中継 63ページ参照

市民参加による飾花事業の実施 67ページ参照

オリンピックから学ぼうゴルフの自由研究の制作 67ページ参照

霞ヶ関カンツリー俱楽部クラブハウスへのPEACE ORIZURUの展示 68ページ参照

取組 内容

東京2020ライブサイト 68ページ参照

聖火リレーへの観覧者動員及び沿道演出
市内小中学生の動員、小学生マーチングバンドの演
奏、スタート・ゴールセレモニーの実施 他

(2)東京2020大会の無観客開催決定に伴い中止となった主な取組

(3)新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い見直しをした主な取組

取組 内容

狭山市の魅力PRの展開(聖火リレー) 装飾の範囲を縮小して実施【48ページ参照】

都市ボランティアの事前研修 実地研修から映像研修等に見直し【64ページ参照】

都市ボランティアによる駅前でのおもてな
し事業(代替活動)

狭山市魅力発信サポート事業等の代替事業を実施
【64ページ参照】

(4)東京2020大会1年延期に伴い新たに実施した主な取組
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3.関係機関等と連携した東京2020大会運営の支援
3-1. 輸送の支援
3-2. ボランティア体制の整備
3-3. その他の取組
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基本方針①「関係機関等と連携して東京2020大会運営の支援を行う」に基づき、以下の取組を行った。

なお、無観客開催に伴い、大会期間中は選手や関係者の輸送支援のみ行った。

3-1. 輸送の支援

取組 組織委員会への情報提供・協力

内容
円滑な輸送が行えるように、シャトルバスの運行ルート案の提案や道路交通状

況・市内施設等の情報提供、バリアフリー対応状況等の調査協力を行った。

取組 各種会議への参加

内容
埼玉県会場周辺輸送WGや東京圏輸送連絡調整会議等に参加し、円滑な輸送に向け

て各種関係機関との調整を図った。

取組 交通規制の周知

内容

組織委員会等が作成した交通対策に関するリーフレットや横断幕等を市内公共施

設等に設置するとともに、自治会、バス協議会、工業会を対象とした説明会の場

を組織委員会へ提供した。

円滑な輸送を支援するため、関係機関へ協力を行った。

(2)観客輸送計画(参考/2021年2月末時点組織委員会作成)

(1)本市の取組み

①競技会場までの輸送方法及び人数

輸送手段 利用駅(場所) 輸送想定人数

鉄道⇒徒歩 JR川越線 笠幡駅 6,700人

鉄道⇒シャトルバス

西武新宿線 狭山市駅 2,900人

西武池袋線 稲荷山公園駅 2,170人

JR川越線・東武東上線 川越駅 730人

自家用車⇒シャトルバス

(パーク＆バスライド)

武蔵野学院大学

西武文理大学/安比奈親水公園

イオン狭山店

埼玉県中央防災基地(川島町)

4,000人

※パーク＆バスライド：自家用車等の駐車場が設けられたシャトルバス乗降場を開設し、自家用

車等を駐車してからバスで会場に行く輸送形態
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②本市のシャトルバス乗降場とラストマイル

3-2. ボランティア体制の整備

埼玉県及び各開催会場市と連携し、大会期間中に観客利用駅周辺で交通案内等のおもてなしをする都

市ボランティアの体制を整備した。

しかしながら、東京2020大会が無観客での開催となり活動機会が失われたため、当初予定していたボ

ランティア活動の代替となる活動を行った（「5-2.都市ボランティアの活動に向けた本市独自の取組」

を参照）。

(1)都市ボランティアの概要

①運営主体

県内の開催会場自治体が協働して運営する。

②活動内容

※ラストマイル：観客の最終利用駅等と競技会場とを結ぶ経路

〔狭山市駅：狭山市駅西口市民広場〕 〔稲荷山公園駅：駅前ロータリー〕

③観客利用駅シャトルバス乗降場から競技会場までの輸送ルート
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③開催会場自治体の役割分担

(2)本市における都市ボランティア

①都市ボランティアの割当数

リーダー 語学(英語以外) 語学(英語) 一般 合計

採用人数
（2018）

300名 400名 700名 4,000名 5,400名

最終人数
（2021）

239名 310名 573名 3,087名 4,209名

活動場所 リーダー 語学(英語以外) 語学(英語) 一般 合計

当初割当
(2020)

狭山市駅 11名 13名 38名 212名 274名

稲荷山公園駅 8名 13名 21名 106名 148名

合計 19名 26名 59名 318名 422名

最終割当
(2021)

狭山市駅 10名 13名 34名 180名 237名

稲荷山公園駅 8名 9名 12名 92名 121名

合計 18名 22名 46名 272名 358名

④都市ボランティアの募集

②都市ボランティア狭山市運営実施計画の策定

-14-

埼玉県が2018年8月16日から9月30日にかけて、埼玉県内の会場付近で活動をする都市ボラン

ティア 5,400名の募集を行ったところ、予定人数を大きく上回る9,650名の応募があった。

しかしながら新型コロナウイルス感染症がまん延し、東京2020大会が1年延期となったこと及び、

大会の無観客開催に伴い、最終的に1,000名以上のボランティアが活動を辞退することとなった。

狭山市内で輸送の拠点となる狭山市駅及び稲荷山公園駅には、埼玉県から以下のとおり人数の割

当があった。

都市ボランティアの狭山市における具体的な活動内容や活動場所、運営体

制等を取りまとめた都市ボランティア運営実施計画を2021年6月に策定した。

新型コロナウイルス感染症対策を取り込むなど、新しい生活様式に則した

活動内容を盛り込んだ。
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3-3. その他の取組

(1)環境に配慮した東京2020大会に向けた取組

取組 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト

内容

実施期間 2017年6月1日～2019年2月8日

実績 回収重量：1,292㎏

主催 組織委員会

(2)危機管理体制の構築

取組 埼玉県セキュリティ連絡調整会議

内容
埼玉県内の各競技会場等の特性に応じた個々具体的な検討及び関係機関との情報
共有を目的に、2018年、2019年に1回ずつ開催された。

主催 組織委員会

取組 第29回突発重大事案総合訓練

内容

霞ヶ関カンツリー俱楽部において爆発物及び銃器使用事案を
想定した訓練に参加した。
訓練内容：初動対応訓練、銃器使用・爆発物事案の対処訓練、

関係機関と連携した救出救助訓練

日程／会場 2018年11月12日／霞ヶ関カンツリー俱楽部

主催 埼玉県警察

参加機関
埼玉県警察、関東管区警察局埼玉県情報通信部、川越地区消防局、霞ヶ関カンツ
リー俱楽部、川越警察署及び狭山警察署テロ対策「彩の国」ネットワーク、飯能
市・日高市テロ防止対策「うぐせみ」ネットワーク

取組 平成30年度狭山保健所健康危機管理訓練

内容 東京2020大会に向けて、生物テロ対策を想定した訓練に参加した。

日程／会場 2018年12月7日／狭山保健所大会議室

主催 埼玉県狭山保健所

参加機関
保健所(東松山・坂戸・狭山・川越)、保健所の管内市町村職員・医師会・災害拠点
病院、警察署(狭山・所沢・飯能)、県職員、埼玉西部消防局

取組 国民保護図上訓練

内容 危機対策本部の機能と初動対応を確認する図上訓練を実施した。

日程／会場 2019年3月15日／市役所4階庁議室

主催 狭山市危機管理課

参加者 市長、副市長、教育長、各部長、関係所管
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の約
5,000個の金・銀・銅メダルを全国各地から集めたリサイ
クル金属で作る国民参画型プロジェクトに参加し、市内10
箇所に小型家電の回収ボックスを設置した。
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取組 国民保護実動訓練

内容

東京2020大会開催期間中に、バスの乗降場である狭山市駅西口ロータリーがテロ
(薬剤散布)の標的にされ、集団災害が発生したことを想定した訓練を実施した。
訓練内容：初動対応、救出活動、除染作業等

日程／会場 2020年2月4日／狭山市駅西口ロータリー

主催 狭山市危機管理課

参加機関
狭山警察署及び埼玉県警察機動隊、狭山消防署、狭山市医師会、陸上自衛隊、狭
山市消防団、東京2020大会組織委員会、狭山市関係所管

取組 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）リスクアセスメント

内容
サイバー攻撃等による東京2020大会への影響の未然防止や軽減等のため、大会を
支えるサービス提供事業者においてサイバーセキュリティ上のリスクの洗い出し
と対策を促進する「リスクアセスメント」に参加した。

主催 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター

取組 電波監視設備

内容

設置期間 2019年12月1日～2021年10月16日

設置者 総務省関東総合通信局

取組 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）情報共有システム(JISP)

内容

内閣官房内閣セイバーセキュリティセンター（NISC）内に設置される対処調
整センターが提供する「情報共有システム（JISP）」というSNSを登録し、
事案発生時に同時に全機関が事案内容や対応状況等の情報共有及び相談がで
きる体制を整えた。

運営者 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター
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東京2020大会で使用される無線システムの円滑な運用
等を確保し、首都圏の競技施設等４５箇所の電波監
視・混信対応を確実に遂行するための設備について、
ゴルフ競技会場である霞ヶ関カンツリー俱楽部の監視
をするため、狭山市役所の屋上に設置した。

3.関係機関等と連携した東京2020大会運営の支援



4.東京2020大会に向けた機運の醸成
4-1. 各種イベントの開催
4-2. 大会周知用アイテム・グッズ等の作成
4-3. 各種競技体験の実施
4-4. 都市装飾等の展開
4-5. オリンピック・パラリンピック教育の推進
4-6. 組織委員会等の主催事業への参画
4-7. 聖火リレー事業の実施
4-8. その他の機運醸成事業

-17-



基本方針②「東京2020大会に向けた機運の醸成を図る」に基づき、以下の取組を行った。

4-1. 各種イベントの開催

取組 狭山市主催 「東京オリンピックに向けた市民セミナー」

内容

①オリンピックの歴史と理念
②東京2020大会の概要
③東京2020大会に向けた狭山市の取組み
④ボランティアを含めた大会参加プログラムの紹介

実施日／会場 2018年7月30日／狭山市立中央公民館 第1ホール

参加人数 41名

効果 東京2020大会と狭山市の関係について、周知を図ることができた。

ゴルフ競技開催会場市として、東京2020大会の理解促進や機運醸成を図るため、各種イベントを開催した。

取組 東京オリンピックに向けた2年前イベントin狭山市

内容

①カウントダウンカレンダー披露 ②狭山市長とアスリートのトークセッション
③フェンシングのデモンストレーションとゴルフ競技体験
④みんなで踊ろう！「東京五輪音頭-2020-」

ゲスト 髙宮(旧姓:朝長)なつ美選手、甲斐慎太郎選手

実施日／会場 2018年8月5日／狭山市市民交流センター コミュニティホール

参加人数 約500名

協力 狭山市ゴルフ協会、スポーツボランティア28

効果 入間川七夕まつりとの同時開催により、多くの市民に当該大会の周知を図ることができた。

取組 狭山市主催パラリンピアン講演会 「強く楽しく逞しく～目標を持って生きる～」

内容

①講演「強く楽しく逞しく～目標を持って生きる～」 ②車いす体験

講師 堀江 航選手(平昌パラリンピック パラアイスホッケー日本代表)

実施日／会場 2018年9月16日／狭山市市民交流センターコミュニティホール

参加人数 69名

協力 日本体育大学、組織委員会

庁内連携課 スポーツ振興課、障害者福祉課

効果
パラリンピックの理念である共生社会の実現に向け、心のバリアフリーの醸成を図る

ことができた。
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取組 東京2020大会ゴルフ競技開催 500日前イベント

内容

①霞ヶ関カンツリー俱楽部所属選手によるゴルフデモンストレーション
②東9、10、18ホールの見学
③東京2020大会PRコーナーの設置
④小江戸ブラスファイブによる演奏会

日程／会場 2019年3月18日／霞ヶ関カンツリー俱楽部

参加人数 約500名

共催／協力 川越市オリンピック大会室／霞ヶ関カンツリー俱楽部

効果
ゴルフ競技の会場を直に見学してもらうことにより、当該大会への期待感を高めるこ
とができた。

取組 #T shot SAYAMA2019 ～東京2020オリンピック開催まであと1年～

内容

①ゴルフ競技体験(15ｍ・3ｍパター、スナッグゴルフ、おもしろパターゴルフ)
②ステージ
➤東京2020オリンピックマスコットと東京2020大会を学ぼう
➤フリースタイルフットボーラーによるフットボールパフォーマンス及び指導
➤セコムラガッツによるラグビーのデモンストレーション及びラインアウト体験
➤DREAM WONDERLANDによるダンスパフォーマンスと東京五輪音頭

③その他（1964年大会聖火リレー関連品展示、フォトスポット、パートナーブース）

実施日／会場 2019年8月3日／狭山市市民交流センター コミュニティホール

参加人数 約1,500名

協力 狭山市ゴルフ協会、埼玉県都市ボランティア、セコムラガッツ、DREAM WONDERLAND

効果
入間川七夕まつりとの同時開催により、多くの市民に更なる東京2020大会の周知と盛
上げることができた。

取組 パラスポーツで運動会しよう！ 狭山市主催「あすチャレ！運動会」

内容

あすチャレ！運動会とは、日本財団パラリンピックサポートセンターが提供する、誰

もが一緒に楽しめるパラスポーツの運動会

実施競技：ボッチャ、車いすポートボール、車いすリレー

実施日／会場 2019年9月22日・9月23日／狭山市民総合体育館

参加人数 217名

協力 狭山市スポーツ協会、埼玉県

効果
パラ競技の体験を通じ、パラリンピックの機運醸成と心のバリアフリー醸成を図るこ

とができた。
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4-2. 大会周知用アイテム・グッズ等の作成

ゴルフ競技開催会場市として、東京2020大会の理解促進や機運醸成を図るため、大会周知用アイテ

ム・グッズ等を作成し、イベント等で参加者に配付・展示した。

作成物 カウントダウンカレンダー

内容 オリンピック開催までの日数をカウントダウン表示した。

作成数 2基

設置場所 狭山市役所1階、狭山市市民交流センター

効果 オリンピック開催に向けた期待感を創出することができた。

作成物 ポスター・チラシ

内容
オリンピックゴルフ競技の概要等を記載したポスター・チラシを市内公共施設等に展示・
配架した。

作成物

3種類

設置場所 市内公共施設

効果 本市がゴルフ競技の開催会場であることの周知を図ることができた。

【第1弾】 【第2弾】 【第3弾】

作成物 クリアファイル(バッグ型)

内容
狭山市がゴルフ競技開催会場市であることを記載したクリアファイルを学校やイベン
ト会場等で配付した。

作成数

2種類計40,000部

配付先 市内公立小中学校、各種イベント、会議 他

効果 東京2020大会と本市がゴルフ競技の開催会場であることの周知を図ることができた。

【第1弾】 【第2弾】

作成物 東京2020大会デュアルエンブレムピンバッヂ

内容 イベント等で配付した。

作成数 5,000個

配付先 市内公立小中学校、各種イベント・会議、職員 他

効果 バッヂをはい用してもらうことで東京2020大会の周知を図ることができた。
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作成物 フォトスポット用パネル

内容

協力 狭山市立博物館

効果 東京2020大会の周知と機運醸成を図ることができた。

作成物 狭山茶一煎茶パック

内容
東京2020大会での狭山市おもてなしキャッチフレーズ等を記載した狭山茶一煎茶パッ
クをイベント会場等で配付した。

作成数 2,000パック

配付先 各種イベント

協働 狭山市茶業協会

効果 狭山市のおもてなしキャッチフレーズの認識と狭山茶のPRを図ることができた。

作成物 ミニタオル

内容
狭山市公式イメージキャラクター「おりぴぃ」がゴルフをしているデザインのミニタ
オルをイベント会場等で配付した。

作成数 800枚

配付先 各種イベント

協働 埼玉県(費用負担)

効果 東京2020大会と本市がゴルフ競技の開催会場市であることの周知を図ることができた。

作成物 オリンピックポロシャツ

内容
市職員及び関係団体等の希望者を対象に狭山市
のロゴとオリンピックのエンブレムが入ったポ
ロシャツを販売し、クールビズ期間に着用した。

効果
多くの職員がポロシャツを着用することで、東京2020大会の周知と機運醸成を図るこ
とができた。
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市内外の人が多く来館する博物館に、フォトスポッ
トとして、霞ヶ関カンツリー俱楽部のコース写真の
パネルとカウントダウンボード等を設置した。
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4-3. 各種競技体験の実施

東京2020大会のゴルフ競技開催会場市として、当該大会を契機としたスポーツの振興を図るため、各

種競技の体験会を実施した。

取組 SAITAMA PRIDEゴルフ競技体験キャラバン

概要
東京2020大会への機運醸成とゴルフの普及･認知拡大を図ることを目的に、埼玉県が
主体となり、スナッグゴルフの体験を実施した。

内容 スナッグゴルフの体験

日程／会場 2018年2月7日／広瀬小学校

主催／協力 埼玉県／NPO法人日本ジュニアゴルファー育成協議会(JGC)

講師 日本プロゴルフ協会所属プロ1名及び日本女子プロゴルフ協会所属プロ4名

効果 ゴルフ競技の振興を図るとともに、東京2020大会の周知を図ることができた。

(1)ゴルフ競技

取組 パターゴルフ体験(ラガッツ・デー出展)

概要
セコムラグビーフィールドを会場に開催される「ラガッツ・デー」における協力団体
紹介スペースにおいて、ゴルフ体験コーナーを出展した。

内容 パターゴルフの体験

日程／会場 2018年5月13日、2019年5月19日／セコムラグビーフィールド

主催／協力 セコムラガッツ／狭山市ゴルフ協会

効果 ゴルフ競技の振興を図るとともに、東京2020大会の周知を図ることができた。

取組 子ども大学さやまゴルフ体験

概要
地域の大学や市町村、企業・団体が連携して、子どもの知的好奇心を刺激する学びの
場を提供する事業として、武蔵野学院大学及び武蔵野短期大学、飯能信用金庫、市が
連携して取組んでいる「子ども大学さやま」事業において、ゴルフ体験を実施した。

内容 ショット・パター体験

日程／会場 2019年12月7日／武蔵丘ゴルフコース(ドライビングレンジ及びパッティンググリーン)

協働／協力 子ども大学さやま／(株)西武ホールディングス(武蔵丘ゴルフコース)、狭山市ゴルフ協会

効果
実際のゴルフ場でゴルフを体験し、ゴルフの楽しさ、難しさを学んでもらえたことに
より、ゴルフファンを増やすとともに、東京2020大会の周知を図ることができた。
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取組 かしわっ子講座（オリンピックから学ぼうゴルフの自由研究講座）

概要
柏原小学校が地域の方々を講師とした多種多様な講座を展開する「かしわっ子講座」
のメニューとして、市内小学4~6年生に配付した「オリンピックから学ぼうゴルフの
自由研究(67ページ参照)」を活用した講座を実施した。

内容
①オリンピックの概要説明
②ゴルフのルール・マナー説明
③スナッグゴルフ・パターゴルフの体験

日程／会場 2021年7月15日／柏原小学校体育館

主催／協力 柏原小学校／埼玉県プロゴルフ協会、狭山市ゴルフ協会

庁内連携課 スポーツ振興課

効果 ゴルフ競技の振興を図るとともに、東京2020大会の周知を図ることができた。

(2)その他の競技

取組 タグラグビー体験

概要
ラグビー競技の普及啓発を目的として、本市を活動拠点とするラグビーチーム「セコ
ムラガッツ」と連携したタグラグビーの体験を実施した。

内容
①タグラグビー体験
②ラガッツによるデモンストレーション

日程・対象

2017年6月10日 入間川小学校
2018年2月 9日 柏原子ども教室 はらっこ
2018年9月25日 新狭山小学童保育室
2019年1月25日 柏原子ども教室 はらっこ
2019年7月 7日 ジュニアリーダー教室

協力 セコムラガッツ (セコム株式会社ラグビー部)

効果 ラグビーワールドカップ2019の開催を契機としたラグビーの振興を図ることができた。

取組 車いすバスケットボール体験

概要
パラリンピックの理念である「共生社会の実現」の理解を深めるため、東京2020パラ
リンピックの種目にもなっている「車いすバスケットボール」の体験を実施した。

内容

①パラリンピックについてのDVD鑑賞
②車いすバスケットボール概要説明
③競技用車いす体験
④車いすバスケットボール体験

日程・対象
2019年10月11日 柏原小学校(4～6年生)
2019年12月19日 入間川中学校(2年生)

協働・協力 埼玉県／埼玉県障害者交流センター

講師 埼玉ライオンズ(車いすバスケットボールチーム)所属選手

効果 障害者に対する理解を深めるとともに、心のバリアフリーの醸成を図ることができた。
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4-4. 都市装飾等の展開

大会の機運醸成と祝祭感の演出を図るため、狭山市都市装飾計画を策定し、それに基づき市内各所で

装飾を展開した。

(1)都市装飾とは

(2)都市装飾が果たす役割

(3)ラストマイルドレッシングの展開

展開エリア① 狭山市駅西口周辺

展開期間 2021年6月18日～8月9日

写真
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都市装飾は、オリンピック・パラリンピックシンボルや大会エンブレム、マスコット等のブランド

プロパティを活用し、「会場だけでなく、街も競技大会の熱気で包む」ことを目的とした都市活動プ

ロジェクトのひとつである。

具体的には、観客最終利用駅等と競技会場とを結ぶ経路（ラストマイル）で展開する「ラストマイ

ルドレッシング」と、大会関連施設と地域社会とを結ぶ広域で展開する「シティドレッシング」に分

けられる他、オリンピックシンボルや大会固有マークなどの大型造形物(モニュメント)で展開する

「スペクタキュラー」もその一つである。

都市装飾の役割は、その設置時期により変化するもので、大会前には「大会機運を醸成」し、大会

時には「祝祭感を演出」し、大会後にはレガシーとして「東京2020オリンピック・パラリンピック競

技大会を継承」していくものとなる。
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(3)シティドレッシングの展開

展開エリア② 稲荷山公園駅周辺

展開期間 2021年6月18日～8月9日

写真

展開エリア①
狭山市駅東西自由通路
狭山市駅東口周辺

展開期間
狭山市駅東西自由通路：2021年4月1日～8月9日
狭山市駅東口周辺 ：2020年3月20日～2021年8月9日

写真
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展開エリア②
狭山市役所庁舎
外部壁面

展開期間 2021年6月18日～8月9日

写真

展開エリア③

展開期間 2021年4月1日～8月9日

写真

武蔵野学院大学 西武文理大学
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展開エリア④

展開期間
第一弾：2019年3月12日～2020年11月30日
第二弾：2020年12月1日～2021年8月9日

写真

狭山市中央通り商店街 七夕通り商店街

新狭山北口商店会 新狭山一番街商店会

第一弾

第二弾
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展開エリア⑤

展開期間 2021年4月1日～8月9日

写真

市内公共施設

(4)その他装飾の展開

展開エリア① 狭山市駅東西自由通路

展開期間 2018年3月1日～2021年3月31日

制作者 埼玉県

写真

(3)スペクタキュラーの展開

展開エリア 狭山市市民交流センター、狭山市民総合体育館

展開期間
2020年2月25日～2021年8月9日
※市民総合体育館では、レガシーとして継続的に設置

制作者 埼玉県

写真
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展開エリア② 市役所庁舎内1階総合窓口上部

展開期間 2018年3月1日～2021年8月9日

写真

展開エリア④ 狭山市駅西口スカイデッキ

展開期間 2018年12月1日～2021年5月31日

写真

展開エリア③ 市役所庁舎内1階オリンピック特設コーナー

展開期間 2018年10月10日～2021年8月9日

写真

展開エリア⑤ 市役所本庁舎エレベーター扉・正面玄関上部

展開期間 2020年3月23日～2021年8月9日

写真

展開エリア⑥ 市役所玄関前キャノピー支柱

展開期間 2021年6月1日～8月9日

写真
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4-5. オリンピック・パラリンピック教育の推進

大会の機運醸成とオリンピック・パラリンピック精神等の理解促進を図るため、市内公立小中学校に

おいて、オリンピック・パラリンピック教育の推進を図った。

取組 マスコット投票宣言

概要
東京2020大会のマスコットは、全国の小学校の学級単位による投票によって選ばれた。
マスコット投票宣言は、マスコット投票への参加を推進しようとする自治体が実施
するものであり、狭山市は全校が参加した。

投票期間 2017年11月16日～2018年2月22日

効果 子どもたちの投票によりマスコットを決定することで、当該大会への関心を高めることができた。

取組名 カウントダウンカレンダーの設置

概要

設置期間 2019年3月12日～2021年7月23日

効果
手動式のカウントダウンカレンダーを設置し、子どもたちに管理してもらうことで、
東京2020大会への関心を高めることができた。

取組 あすチャレ！スクールの展開(パラリンピック教育の推進)

概要

あすチャレ！スクールは、公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
が展開しているパラスポーツ体験型授業である。パラアスリートと共にスポーツを
体験し、リアルな声を聴くことで、「他者のことを自分ごととして考える心」、
「障がいとは何か」、「可能性に挑戦する勇気」、「“夢”や“目標”を持つ力」の４つ
を学び、人間の多様性を認め合い人間の強さやすごさを感じながら、誰もが夢と希
望を持って、いきいきと過ごせる社会を創ることを目指す事業である。
本市では、市内公立全小学校で実施した。

内容 パラスポーツデモンストレーション、パラスポーツ体験(代表者のみ)、講話

実績

効果
パラリンピックの理念である共生社会の実現に向けた心のバリアフリーの醸成を図
ることができた。

NO 日程 学校名 学年 講師

1 2017年6月22日 入間野中学校 1年生 高田朋枝氏(北京大会ゴールボール女子出場)

2 2018年6月13日 狭山台小学校 6年生 高田朋枝氏

3 6月15日 柏原小学校 3.4年生 高田朋枝氏

4 6月15日 堀兼中学校 3年生 高田朋枝氏

5 6月20日 堀兼小学校 6年生 永尾嘉章氏(パラ陸上競技7大会出場)

6 10月19日 新狭山小学校 5年生 高田朋枝氏

7 10月19日 入間川東小学校 6年生 高田朋枝氏

8 10月22日 南小学校 5年生 高田朋枝氏

9 10月23日 山王小学校 5年生 高田朋枝氏

10 10月23日 富士見小学校 5年生 高田朋枝氏

11 2019年6月13日 笹井小学校 3.4年生 高田朋枝氏

12 6月19日 入間川小学校 5年生 高田朋枝氏

13 6月20日 水富小学校 4年生 永尾嘉章氏

14 6月21日 御狩場小学校 5.6年生 永尾嘉章氏

15 10月8日 入間野小学校 4年生 高田朋枝氏

16 11月19日 広瀬小学校 5年生 高田朋枝氏

17 2020年2月18日 奥富小学校 4年生 永尾嘉章氏
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東京2020大会の機運醸成や、ゴルフ競技開催会場市としての認知度向
上、オリパラ教育等を目的に、市内公立小中学校に手動式のカウント
ダウンカレンダーを設置した。

4.東京2020大会に向けた機運の醸成



取組 JOCオリンピック教室の展開(オリンピック教育の推進)

概要

JOCオリンピック教室は、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)が、オリン
ピック・ムーブメントの普及啓発活動の一環として実施している事業であり、オリ
ンピアンが教師役となって、オリンピアン自身の様々な経験を通して「オリンピズ
ム」や「オリンピックの価値」等を伝えると同時に、この価値がオリンピアンだけ
のものではなく、多くの人々が共有し日常生活にも活かすことが出来るものである
ことを学習する授業である。
本市では、市内公立全中学校を実施対象とした。

内容
運動(50分)：運動な苦手な生徒も参加できるように工夫された授業を行う
座学(50分)：オリンピックの価値等を、オリンピックに出場した経験等を踏まえ、

生徒自身の今後に活かせるように分かりやすく伝えてもらう授業

実績

効果 オリンピックの精神とオリンピックの3つの価値の理解促進を図ることができた。

取組 学校連携観戦プログラムへの参加(※無観客開催に伴い中止）

概要

次世代を担う子どもたちに、オリンピック・パラリンピックの会場観戦を通して、
スポーツの素晴らしさや世界中の人々と交流することの楽しさを体験し、一生の財
産として、心に残るような機会を提供することを目的に、自治体や学校に2,020円で
チケットを販売する組織委員会の事業である。
※無観客開催決定に伴い中止となった

対象競技 埼玉県に所在する競技会場及びオリンピックスタジアムで実施される競技

対象人数 2,117人(2021年5月17日時点)
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NO 日程 学校名 講師

1 2018年6月6日、7日 狭山台中学校

村上佳宏氏(近代五種/北京大会出場)

宮下純一氏(水泳・競泳/北京大会 400ｍメドレー銅メダル)

松本弥生氏(水泳・競泳/ロンドン・リオデジャネイロ大会出場)

2 10月25日 入間川中学校
小菅寧子氏(セーリング/北京大会出場)

岩崎恭子氏(水泳・競泳/バルセロナ大会 200ｍ平泳ぎ金メダル)

3 11月27日、28日 入間野中学校
上田　藍氏(トライアスロン/北京・ロンドン・リオデジャネイロ大会出場)

 星　瑞枝氏(スキー・アルペン/トリノ大会出場)

4 2019年7月8日、9日 西中学校

大山加奈氏(バレーボール/アテネ大会出場)

野村智宏氏(陸上/アトランタ大会出場)

三好智弘氏(水泳・競泳/バルセロナ大会出場)

5 10月15日、16日 中央中学校
山口美咲氏(水泳・競泳/北京・リオデジャネイロ大会出場)

高尾千穂氏(スキー フリースタイル/ソチ大会)

6 11月21日 山王中学校
谷本歩実氏(柔道/アテネ大会出場  北京大会柔道女子63㎏級金メダル)

加藤　和氏(水泳・競泳/ロンドン大会出場)

7
10月11日

2020年1月11日
堀兼中学校

黒須成美氏(近代五種/ロンドン大会出場)

桑井亜乃氏(ラグビーフットボール/リオデジャネイロ大会出場)

千田健太氏(フェンシング/北京大会出場  ロンドン大会フルーレ団体銀メダル)

8 2022年3月22日(予定) 柏原中学校 楠田香穂里(バスケットボール/アテネ大会出場)



取組 東京2020参画プログラム認証事業

概要

東京2020大会の開催を一過性のイベントとするのではなく、多くの人が参画し、あ
らゆる分野で「社会が変わった」と言われる契機となることを目指し、様々な組
織・団体がオリンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら、大会に向けた
参画、機運醸成及び大会後のレガシー創出に向けたイベント等が実施できる仕組み
として、組織員会が当該アクションに対する認証とマークを付与するもの。

認証事業

4-6. 組織委員会等の主催事業への参画

東京2020大会の機運醸成等を図るため、組織委員会をはじめとした関係機関が主催する各種取組を実

施した。

№ 事業名称 実施日 担当課 分野 参加者数

1 大会マスコット投票宣言 2017/12/6～ 政策企画課 教育 10,258

2 東京2020に向けた“おもてなし”シンポジウム 2018/2/18 政策企画課 オールジャパン・世界への発信 150

3 道路及び橋りょうの改良・修繕事業 2018年度 道路雨水課 公共工事を対象とした認証 -

4 東京オリンピックに向けた市民セミナー 2018/7/30 オリンピック準備室 Tokyo 2020 2 Years to Go! 41

5 東京オリンピックに向けた2年前イベント in 狭山市 2018/8/5 オリンピック準備室 Tokyo 2020 2 Years to Go! 500

6 パラリンピアン講演会「強く楽しく逞しく～目標を持って生きる～ 2018/9/16 オリンピック準備室 Tokyo 2020 2 Years to Go! 70

7 SIFA公開講座「英語で学ぶ国際理解」 2018/9/30 市民文化課 オールジャパン・世界への発信 78

8 体力テスト会 2018/10/8 スポーツ振興課 スポーツ・健康 142

9 アダプテッドスポーツって何？チャレンジ パラリンピック競技 2018/10/13 新狭山公民館 スポーツ・健康 23

10 第1回　狭山市ドッヂビー大会 2018/11/11 スポーツ振興課 スポーツ・健康 89

11 陳式小架太極拳と扇の演武＆二胡演奏会 2018/11/25 市民文化課 文化 29

12 SIFA国際交流の集い 2018/12/9 市民文化課 オールジャパン・世界への発信 106

13 地域のつながりと支え合いを考える集い 2018/12/22 福祉政策課 教育 63

14 第22回　にほんご発表会 2019/2/3 市民文化課 オールジャパン・世界への発信 62

15 土田和歌子氏講演会「今を受け入れ、今を越える～出会い、そして挑戦～」 2019/2/14 オリンピック準備室 スポーツ・健康 136

16 狭山のまちの魅力をお茶で伝えるワークショップ 2019/3/3 市民文化課 オールジャパン・世界への発信 45

17 道路及び橋りょうの改良・修繕事業 2019年度 道路雨水課、街路整備課 公共工事を対象とした認証 -

18 初心者ゴルフ教室 2019/5/9 スポーツ振興課 スポーツ・健康 13

19 初心者バドミントン教室 2019/5/10 スポーツ振興課 スポーツ・健康 22

20 第38回壮年ソフトボール大会 2019/5/12 スポーツ振興課 スポーツ・健康 228

21 初心者卓球教室 2019/5/14 スポーツ振興課 スポーツ・健康 39

22 親子でボルダリング教室 2019/6/1 スポーツ振興課 スポーツ・健康 23

23 初心者硬式テニス教室 2019/6/10 スポーツ振興課 スポーツ・健康 15

24 ラケットテニス体験会 2019/6/13 スポーツ振興課 スポーツ・健康 7

25 2019夏至　プレミアムステージ 2019/6/22 市民文化課 文化 230

26 令和サマーフェスタ（コート狭山台自治会） 2019/7/13 オリンピック準備室 東京2020応援プログラム（祭り） 400

27 東京2020大会に向けた1年前ライトアップin狭山市 2019/7/13 オリンピック準備室 オールジャパン・世界への発信 5,000

28 さやまCITYゴルフ大会 2019/7/16 スポーツ振興課 スポーツ・健康 137

29 祇園夏祭り（祇園自治会） 2019/7/20 オリンピック準備室 東京2020応援プログラム（祭り） 500

30 初心者剣道教室 2019/7/22 スポーツ振興課 スポーツ・健康 12

31 若葉台ふるさと夏まつり（若葉台自治会） 2019/7/27 オリンピック準備室 東京2020応援プログラム（祭り） 中止

32 第7回給食センター見学会 2019/8/1 入間川学校給食センター 教育 360

33 # T shot SAYAMA 2019 ～東京2020オリンピック 開催まであと1年！～ 2019/8/3 オリンピック準備室 スポーツ・健康 1,500

34 夏休みスポーツ体験教室 2019/8/6 スポーツ振興課 スポーツ・健康 40

35 親子かけっこ教室 2019/9/1 スポーツ振興課 スポーツ・健康 51

36 スポーツ吹き矢教室 2019/9/6 スポーツ振興課 スポーツ・健康 19

37 東京2020に向けた“おもてなし”ボランティア実践ワークショップ 2019/9/7 市民文化課 オールジャパン・世界への発信 80

38 日帰りトレッキング 2019/9/7 スポーツ振興課 スポーツ・健康 33

39
パラスポーツで運動会しよう　狭山市主催「あすチャレ！運動会」～東
京2020パラリンピック 開催まであと1年！

2019/9/22 オリンピック準備室 スポーツ・健康 217

40 東京2020オリンピック開催に向けた、おもてなし英語セミナー 2019/9/29 市民文化課 オールジャパン・世界への発信 59

41 初心者弓道教室 2019/10/1 スポーツ振興課 スポーツ・健康 12

42
狭山市にオリンピック聖火リレーがやってくる！東京2020オリンピック
聖火リレーに向けた狭山市キャッチフレーズを募集

2019/10/1 オリンピック準備室 オールジャパン・世界への発信 52

43 体幹を鍛えて健康増進教室 2019/10/10 スポーツ振興課 スポーツ・健康 29

44 体力テスト会 2019/10/14 スポーツ振興課 スポーツ・健康 75

45 狭山市シニア・エンジョイスポーツ大会 2019/10/30 長寿安心課 スポーツ・健康 288

46 地域のつながりと支え合いを考える集い 2019/11/2 福祉政策課 街づくり 46

47 東京家政大学地域連携推進センターと狭山市共催シンポジウム 2019/11/2 スポーツ振興課 スポーツ・健康 120

48 第2回　狭山市ドッヂビー大会 2019/11/10 スポーツ振興課 スポーツ・健康 60

49 秋の稲荷山公園を散策しよう！　ウオーキング教室 2019/11/19 スポーツ振興課 スポーツ・健康 15

50 チャレンジパラリンピック競技「ボッチャ」にチャレンジ！ 2019/11/30 新狭山公民館 スポーツ・健康 14

51 クロスカントリーのコースを走ろう！　ランニング教室 2019/12/1 スポーツ振興課 スポーツ・健康 41

52 ジュニアラクロス教室 2019/12/14 スポーツ振興課 スポーツ・健康 中止

53 2019冬至　プレミアムステージ 2019/12/22 市民文化課 文化 257

54 令和元年度人権問題講演会 2020/1/22 政策企画課人権推進室 持続可能性 240

55 第23回にほんご発表会 2020/2/2 市民文化課 オールジャパン・世界への発信 81

56 ボウリング教室 2020/2/6 スポーツ振興課 スポーツ・健康 14

57 入間川クリーン作戦 2020/3/7 環境課 街づくり 中止

58 さやま生涯学習サークル「オリンピックに向けた応援フェスティバル2020」 2020/3/15 社会教育課 文化 中止

59 早春の狭山を歩こう！健康ウオーキング 2020/3/17 スポーツ振興課 スポーツ・健康 中止

60 道路及び橋りょうの改良・修繕事業 2020年度 道路雨水課、街路整備課 公共工事を対象とした認証 -
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主催 組織委員会

効果
市民等に東京2020大会に参画する機会を提供することにより、開催会場市であるこ
との周知を図ることができた。

取組 東京五輪音頭-2020-の普及

概要
組織委員会が東京2020大会に向けて機運を醸成するため、1964年に流行した「東京
五輪音頭」をリメイクして制作した「東京五輪音頭-2020-」の普及を行った。

普及方法

①希望団体へCD・DVDの貸出
②市内公立小中学校へのDVD配付
③指導者の派遣(普及促進団体「狭山市民踊連盟」、「DREAM WONDERLAND」)
④狭山ケーブルテレビでの放映
⑤各種イベントで市民参加型の踊ろう企画の実施

実績
貸出：31団体
派遣：2件
イベント：4件

主催 組織委員会

効果 東京2020大会に向けた機運の醸成を図ることができた。

取組 Beyond2020プログラム認証事業

概要

2020年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を活かし、
成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーの創出に資する文化プログラムを
「beyond2020プログラム」として認証し、ロゴマークを付与することで、オール
ジャパンで統一感を持って日本全国へ展開した。

実績

あじさい祭り＆国際交流の集い 2017年 6月18日
狭山大茶会 2017年11月12日
新茶と花いっぱいまつり 2018年 4月29日
チャリティーリレー 2019年10月20日

主催 内閣官房・文化庁

効果 狭山市の文化等を発信することができた。

61 狭山市から発信！折り鶴に込めた平和への願い「PEACE ORIZURU（ピース折り鶴）」 2020/8/11 オリンピック準備室 オールジャパン・世界への発信 10,734

62 かけっこ教室 2020/9/6 スポーツ振興課 スポーツ・健康 56

63 ステップアップゴルフ教室 2020/10/5 堀兼公民館 スポーツ・健康 30

64 硬式テニス教室 2020/10/6 スポーツ振興課 スポーツ・健康 20

65 レク式体力チェック普及指導員認定講習会 2020/10/11 スポーツ振興課 スポーツ・健康 47

66 初心者剣道教室 2020/10/12 スポーツ振興課 スポーツ・健康 7

67 初心者向け硬式テニス教室 2020/11/5 スポーツ振興課 スポーツ・健康 12

68 初心者バドミントン教室 2020/11/6 スポーツ振興課 スポーツ・健康 16

69 第3回狭山市ドッヂビー大会 2020/11/8 スポーツ振興課 スポーツ・健康 38

70 令和2年度平和祈念講演会 2020/12/5 社会教育課 文化 30

71 ランニングクリニック 2020/12/6 スポーツ振興課 スポーツ・健康 55

72 e-スポーツ　ほりがね2020大会 2020/12/25 堀兼公民館 文化 中止

73 早春の狭山を歩こう！健康ウオーキング 2021/3/10 スポーツ振興課 スポーツ・健康 中止

74 ラクロス体験教室 2021/3/10 スポーツ振興課 スポーツ・健康 中止

75 親子ボウリング教室 2021/3/27 スポーツ振興課 スポーツ・健康 中止

76 体力テスト向上教室 2021/4/25 スポーツ振興課 スポーツ・健康 中止

77 道路及び橋りょうの改良・修繕事業 2021/4/30 道路雨水課、街路整備課、都市計画課 公共工事を対象とした認証 -

78 第40回壮年ソフトボール大会 2021/4/30 スポーツ振興課 スポーツ・健康 117

79 初級者向け硬式テニス教室 2021/5/13 スポーツ振興課 スポーツ・健康 16

80 初心者ゴルフ教室 2021/5/24 スポーツ振興課 スポーツ・健康 10

81 ラクロス体験教室 2021/5/29 スポーツ振興課 スポーツ・健康 23

82 初心者バドミントン教室 2021/6/4 スポーツ振興課 スポーツ・健康 11

83 初心者剣道教室 2021/7/12 スポーツ振興課 スポーツ・健康 22
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取組 東京2020大会1年前連携事業

概要
東京2020大会の1年前を契機に更なる機運醸成を図るため、組織委員会との連携企
画を実施した。

内容

①1年前の「1」を作ろう
人や物などで1年前の「1」を表現していることがわかる写真を募集し、東京2020大
会1年前に合わせてSNSに投稿した。
②塔や建築物のカラーライトアップ
公的な塔や建築物において、オリンピックシンボルカラーの5色をイメージしたライ
トアップを実施した。

実績

①オリンピック準備室公式Twitterにおいて、集まった42枚の写真を投稿した。
②狭山市駅西口エスカレータ、狭山市民交流センター、狭山市市民会館においてラ

イトアップを実施した。

主催 組織委員会

効果 市民参加型の企画を実施することで、東京2020大会の更なる機運醸成を図ることができた。

取組 東京2020公式アートポスターの展示

概要

オリンピックというスポーツ・文化イベントへの認知と理解を促進するとともに、
大会の特色を世界に伝えるため、20世紀初頭から各大会で制作されているポスター
であり、東京2020大会では、オリンピック・パラリンピックをテーマとした作品を
19組のアーティスト等により20枚制作され、東京2020大会の機運醸成に活用された。

実績

①入曽地域交流センター(期間：2020年12月1日～12月28日)
②狭山市地区センター巡回展示(期間：2021年1月4日～7月中旬)
③市役所庁舎1階(期間：2021年4月1日～4月23日)
④狭山市民総合体育館(期間：2021年4月24日～8月9日)

主催 組織委員会

効果 文化的な側面から東京2020大会の機運醸成を図ることができた。

取組 狭山市から発信！折り鶴に込めた平和への願い「PEACE ORIZURU」

概要
平和の象徴である「折り鶴」作りを通して、国際オリンピック委員会が提唱する「オリ
ンピック休戦」の認知拡大と、それによる戦争や争いのない世界を実現していく取組で
ある。

内容

①市民が大会組織委員会オリジナルデザインの折り紙に、平和への願いを込めた
メッセージを記入した折り鶴をオリンピック準備室に提供

②折り鶴写真は狭山市オリンピック準備室公式Twitterで発信
③折り鶴は市内公共施設などに展示

実績

①約4,000羽収集 ②10件投稿 ③市役所庁舎、一部公民館に展示

主催 組織委員会

庁内連携課 政策企画課、社会教育課

効果 オリンピックを通じた平和意識高揚と大会への機運醸成を図ることができた。
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4-7. 聖火リレー事業の実施

東京2020大会同様聖火リレー事業も1年延期のうえ、開催された。

(1)東京2020オリンピック聖火リレー実施概要

①主催・共催

主催 組織委員会

共催
各都道府県聖火リレー実行委員会
※埼玉県については埼玉県聖火リレー実行委員会が共催

②コンセプト

支えあい、認めあい、高めあう心でつなぐ聖火の光が、
新しい時代の日の出となり、人々に希望の道を照らしだす

③都道府県別実施日 ※全体スケジュール 2021年3月25日～7月23日

日程 日程 日程 日程

1 福島県 3/25～3/27 13 高知県 4/19～4/20 25 広島県 5/17～5/18 37 青森県 6/10～6/11

2 栃木県 3/28～3/29 14 愛媛県 4/21～4/22 26 岡山県 5/19～5/20 38 北海道 6/13～6/14

3 群馬県 3/30～3/31 15 大分県 4/23～4/24 27 鳥取県 5/21～5/22 39 岩手県 6/16～6/18

4 長野県 4/1～4/2 16 宮崎県 4/25～4/26 28 兵庫県 5/23～5/24 40 宮城県 6/19～6/21

5 岐阜県 4/3～4/4 17 鹿児島県 4/27～4/28 29 京都府 5/25～5/26 41 静岡県 6/23～6/25

6 愛知県 4/5～4/6 18 沖縄県 5/1～5/2 30 滋賀県 5/27～5/28 42 山梨県 6/26～6/27

7 三重県 4/7～4/8 19 熊本県 5/5～5/6 31 福井県 5/29～5/30 43 神奈川県 6/28～6/30

8 和歌山県 4/9～4/10 20 長崎県 5/7～5/8 32 石川県 5/31～6/1 44 千葉県 7/1～7/3

9 奈良県 4/11～4/12 21 佐賀県 5/9～5/10 33 富山県 6/2～6/3 45 茨城県 7/4～7/5

10 大阪府 4/13～4/14 22 福岡県 5/11～5/12 34 新潟県 6/4～6/5 46 埼玉県 7/6～7/8

11 徳島県 4/15～4/16 23 山口県 5/13～5/14 35 山形県 6/6～6/7 47 東京都 7/9～7/23

12 香川県 4/17～4/18 24 島根県 5/15～5/16 36 秋田県 6/8～6/9

都道府県名 都道府県名 都道府県名 都道府県名

④埼玉県における実施日

実施日程 通過自治体

7/6
（火）

川口市→蕨市･戸田市→戸田市→和光市･朝霞市･新座市→日高市→狭山市
→富士見市･三芳町･ふじみ野市→所沢市

7/7
（水）

草加市→八潮市･三郷市→吉川市･越谷市→秩父市･皆野町･長瀞町→春日部市

→杉戸町･宮代町→久喜市･加須市→行田市→熊谷市

7/8
（木）

川越市→鶴ヶ島市･坂戸市→本庄市･深谷市→嵐山町･東松山市･滑川町
→鴻巣市･北本市 →桶川市･上尾市→さいたま市
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(2)本市における聖火リレー実施概要

①実施日時

日程 2021年7月6日(火) ※8区間中6区間目

実施時間 15：53～16：19

②実施ルート

③東京2020オリンピック聖火リレーに向けた狭山市のキャッチフレーズ

市民との協働による東京2020オリンピック聖火リレーの機運醸成を目的に一般公募により決定

※応募件数52件 市内公立小学校在学児童の応募作品を採用

出発地 下諏訪付近(七夕通り西端)

ゴール 狭山市役所ロータリー

総距離 2.07ｋｍ・聖火ランナー10名
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(3)聖火リレー誘致

①ルート案の提出

《概要》

《ルート案》

②ダイアプラン構成市首長による圏域内ルートの聖火リレー誘致に向けた要望書の提出

③聖火リレールートの決定

-37-

ルート案 名称 ルート 選定理由

①
狭山市入間川七夕ルート

(3.2ｋｍ)

狭山市役所→狭山市駅前→

七夕通り商店街→

県営狭山稲荷山公園

中心市街地を通過するため、どの地点も鉄道駅から近く、市内外からのアクセスが非常

に良好なエリアとなることから、聖火リレーを多くの人が見ることができる。また、当

該ルートについては、片側1車線だが、大部分で歩道が確保されているとともに、狭山

市入間川七夕まつりやホンダ野球部の優勝パレードでの交通規制の実績を有するルート

であり、安全確実な聖火リレーを展開することも可能である。通過地点についても、再

開発エリア、伝統文化である「七夕」を象徴する商店街（通過時にルート上の七夕装飾

も想定）、稲荷山公園（ジョンソン基地）という“狭山市の歴史と未来を繋ぐ”ルートで

あり、地域の伝統と誇り、そして将来への希望を醸成できるルートである。

② 狭山茶ルート(2.2ｋｍ)

狭山台中央公園→あぐれっ

しゅげんき村→

堀兼・上赤坂公園

狭山市の中央部から埼玉県道126号所沢堀兼狭山線を上るルートであり、公共交通機関

や車での市内外からのアクセスも良好なエリアとなることから、聖火リレーを多くの人

が見ることができる。また、当該県道については、中央分離帯のある片側2車線道路で

歩道幅も十分確保されていることから、安全確実に聖火リレーを実施することも可能で

ある。通過地点についても、狭山市の農業、特に狭山茶の伝統農業システムを体現して

いる地域であり（世界農業遺産および日本農業遺産認定申請中）、全世界に対して“狭

山茶”と生産地域のプロモーションが展開できるとともに、未来に向けた“狭山茶”を軸

としたシビックプライドを醸成できるルートである。

③ 霞ヶ関ルート(2.5ｋｍ)

入間川河川敷中央公園→

「奥州道」交差点→

智光山公園

起点の入間川河川敷中央公園は狭山市駅から徒歩圏内に位置し、終点の智光山公園も公

共交通機関や車での市内外からのアクセスも良好な場所であり、聖火リレーを多くの人

が見ることができるルートである。また、当該ルートにおいては片側1車線道路だが、

歩道幅が十分に確保されていることから、安全確実に聖火リレーを実施することも可能

である。通過地点についても、オリンピックのゴルフ競技会場である「霞ヶ関カンツ

リー俱楽部」の名称の由来となったと言われるエリアを通過する“オリンピックゆかり”

のルートであり、オリンピックの盛り上げと地域のプロモーション、そして地域の誇り

を醸成できるルートである。

狭山市長の呼びかけにより、構成市ごとに様々な特徴を有した魅力ある

圏域として、東京2020オリンピック競技大会に向けた機運醸成と大会の成

功、そしてレガシーの創出のために聖火リレーが圏域内を通過するよう要

望書を提出した。

2019年6月1日、ルート案①「狭山市入間川七夕ルート」を基本としたルートにより、狭山市内で

実施されることが決定した。(ルートは前ページ参照)

聖火リレーのルートは、基本的な考え方として、「できるだけ多くの人々が見に行くことができ

るルート」、「安全かつ確実に実施できる場所」を原則に、さらには、「地域が国内外に誇る場所

や地域の新たな一面を気づかせる場所」、「人々に新たな希望をもたらすことができる場所」を選

定するという考え方に基づき、各都道府県が選定することになっていたことから、埼玉県に対して

狭山市として聖火リレーの実施を希望するとともに、以下のルート案を提出した。
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(4)東京2020オリンピック聖火リレー 狭山市運営計画の策定

①策定の背景

②計画を構成する3つの柱

柱1
交通規制の展開

～安全・確実に聖火リレーを実施しながら市民生活等への影響を最小限に抑える～

柱2
運営体制の構築

～安全・確実に聖火リレーを運営できる人員体制を確保する～

柱3
狭山市の魅力PRの展開

～聖火リレールートの沿道を七夕飾りで装飾し狭山市の魅力を発信する～

③柱1 交通規制の展開

➤交通規制範囲・時間

➤本市における交通規制概要

規制区分 1次規制

規制日時 2021年7月6日(火) 13：00～17：00

規制概要

〇七夕通り商店街にやらい飾りを設置・撤去するための交通規制
〇交通規制エリア内へはすべての車両の進入が禁止

なお、自転車については、降りた上で自転車を押して歩道通行可
〇交通規制や迂回については、交通規制境界線上に配置するスタッフが指示等を

行った

展開エリア 次ページ参照
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聖火リレーを主催する組織委員会及び埼玉県(埼玉県聖火リレー実行委員会)

と連携し、リレーを安全かつ確実に実施し、次の開催場所へ、そして大会開

催都市の東京都まで聖火をつなぐとともに、本市の魅力を発信し「一生に一

度」の貴重な機会となる聖火リレーを市民一人ひとりの記憶に残るものにす

るために本計画を策定した。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、都度計画の見直しを

行った。

安全・確実に聖火リレーを実施しながらも、市民生活等への影響を最小限に抑えることを念頭に

置いたうえで、現場で規制が必要な場所の確認を行い、交通規制エリア及び規制時間の案を作成し、

それを基に狭山警察署と協議し決定した。

七夕通り商店街に入間川七夕まつりの装飾に使われるやらい飾りを設置・撤去するための「1次

交通規制」、聖火リレーの実施及びそれに伴う人員や資機材配置のための「2次交通規制」の2回に

分けて交通規制を実施した。
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規制区分 2次規制

規制日時 2021年7月6日(火) 15：00～16：30

規制概要

〇聖火リレー実施及びそれに伴う人員や資機材配置のための交通規制
〇交通規制エリア内へのすべての車両の進入を禁止

なお、自転車については、降りた上で自転車を押して歩道通行可
〇交通規制中及び聖火ランナー走行中は、歩行者を含めすべての人のルート内への

出入りや横断を制限
〇交通規制における迂回案内は、交通規制境界線上に配置するスタッフが指示
〇交通規制中であっても狭山市役所は富士見一丁目交差点側から利用可

展開エリア

●交通規制の周知

周知方法① 狭山ケーブルテレビでの放映

内容
〇交通規制の展開日時、展開エリア
〇迂回のお願い
〇観覧時の注意事項、ライブストリーミングの概要

放映日時 2021年5月28日～7月6日
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周知方法② 交通規制のお知らせの配布

内容 交通規制の日時、エリア等

印刷枚数 30,000枚

配布先
市内公共施設、鉄道駅、市内企業、入間川地区全戸配布、市内小中高校、自治会連
合会、バス協議会 他

周知方法③ ホームページ・SNSでの発信

内容 交通規制を実施する日時、エリア等の情報

周知方法④ 自治会への説明

内容
交通規制概要の説明、交通規制実施時の注意事項、交通規制への理解と協力の依頼
他

説明日
狭山市自治会連合幹事会：2021年5月6日
入間川地区自治会連合会：2021年5月18日

周知方法⑤ 聖火リレールート沿道事業者等への説明

内容
交通規制概要、交通規制実施時の注意事項、交通規制への理解と協力、事業活動と
の調整の依頼、事業所スタッフへの交通規制リーフレット配付の依頼 他

説明事業者 銀行、病院、配送会社、交通機関 他

周知方法⑥
a

交通規制周知看板・横断幕の設置(国道)

設置場所
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デザイン

鵜ノ木歩道橋(1)、あいさつ橋(3)

鵜ノ木歩道橋(2)、あいさつ橋(4)

新富士見橋歩道橋(5.6.7)

昭代橋歩道橋(8.9.10)

上奥富横断歩道橋(11.12)

案内看板(13.14.15.16)

(5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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周知方法⑥b 交通規制周知看板の設置(県道)

設置場所

デザイン

-42-

4.東京2020大会に向けた機運の醸成



周知方法⑥c 交通規制周知看板の設置(市道)

設置場所

デザイン
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④柱2 運営体制の構築

人員及び資機材の配置場所・配置数等の当日の運営体制については、現場で確認を行ったうえで、

狭山警察署と協議し決定した。

➤運営体制及び当日の人員体制

・運営体制図

・人員体制(全体)

人員 人数 人員 人数

狭山市オリンピック準備室 4 統括責任スタッフ(市委託) 26

コース運営責任者(市委託) 3 狭山市交通安全協会 115

狭山市危機管理課 1 市職員 94

埼玉県実行委員会 2 狭山市消防団 18

コース警備責任者(県委託) 1 警備長(県委託) 11

警察官 18 交通警備員(県委託) 40

エリア統括ディレクター(市委託) 3 雑踏警備員(県委託) 48

合計 384
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狭山市における聖火リレーの運営については、市が業務委託して実施したが、交通規制に必要

となる警備員については、東京2020大会の開催により全国的に需要が高まっており、各自治体が

個別に対応した場合十分な人員が確保できず、安全・確実な実施に支障が生じる可能性があった

ことから、県内実施分については「2020オリンピック･パラリンピック/ラグビーワールドカップ

2019埼玉県推進委員会（埼玉県）」が一括して調達し、それに要する経費を本市が負担した。

警備員の他に必要となる人員については、狭山市交通安全協会、狭山市消防団、市職員に協力

を依頼した。
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➤1次規制実施に係る人員・資機材の配置及び役割

➤2次規制実施に係る人員・資機材の配置及び役割

人員 人数 役割

統括責任スタッフ(市委託) 1 現場での判断・指示

スタッフ(市委託)
※2次規制では統括責任スタッフに役割変更

8 交通規制エリア内への車両等進入監視

資機材 個数 資機材 個数

カラーコーン 13 迂回誘導看板 2

コーンバー 11
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設置場所 設置時間 配置人員

中央公民館第5学習室
9:00
～

18:00

人員 人数 役割

エリア統括ディレクター(市委託) 3 統括責任スタッフとの連絡調整

統括責任スタッフ(市委託) 26 現場での判断・指示

警察官 18 信号操作・警察車両の配置

警備長(県委託) 11 交通警備員・雑踏警備員への指示

交通警備員(県委託) 40 聖火リレールートへの車両進入監視、迂回誘導案内

雑 踏警備員(県委託) 48 観覧者・通行者の監視

狭山市消防団 18 消防団車両の配置

狭山市交通安全協会 115
※配置場所によって役割が異なる
横断歩道の安全管理、
聖火リレールート沿道にある駐車場からの車両出庫監視

市職員 85
※配置場所によって役割が異なる
観覧者・通行者の監視、迂回誘導案内、市車両の配置、備品
の設置、聖火リレールート沿道の駐車場からの車両出庫監視

資機材 個数 資機材 個数

警察車両 5 コーンバー 122

消防団車両 9 カラーコーン 882

狭山市車両 6 規制テープ 1,467ｍ

Ａ型バリケード 20 迂回誘導看板 14

➤運営本部の設置

➤救護所の設置

設置場所 設置時間 配置人員・資機材

①狭山市市民交流センター
1階救護スペース

②狭山市商工会館和室
③狭山市役所男子休養室

15:00
～

16:30

市職員(保健師)6名(各会場2名)
市職員(本部との連絡）3名(各会場1名)
応急セット(熱中症・傷病)3個(各会場1個)

※スタッフには役割ごとに色分けしたビブスを着用してもらった
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狭山市オリンピック準備室 2名
狭山市危機管理課 1名
コース運営責任者(市委託) 2名
埼玉県実行委員会 2名
コース警備責任者(県委託) 1名
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➤トイレの確保

聖火リレールート沿道の公共施設等の情報を配置人員内で共有し、必要に応じて案内を行った。

➤運営者の事前研修

以下のとおり、事前研修を実施した。

研修対象者 研修内容 研修方法

・エリア統括ディレクター(市委託)
・統括責任スタッフ(市委託)
・交通警備員(県委託)
・雑踏警備員(県委託)
・狭山市消防団
・狭山市交通安全協会
・市職員

①本市の東京2020オリンピック聖火
リレーの実施内容の把握・理解

②本市独自の取組内容の把握・理解
③リレールートの周辺施設の把握・理解
④当日の各個人の配置場所と役割の把

握・理解
⑤活動当日のスケジュールの把握・理解
⑥活動当日の指揮命令系統と情報伝達

系統の把握・理解

研修
マニュアル

送付

➤運営者に対する新型コロナウイルス感染症対策

・聖火リレー実施14日前(6月22日)から、健康管理チェックシートにより

体調管理を行うとともに、当日の手指消毒及び検温の徹底を図った。

・活動後の14日以内に「新型コロナウイルスに感染した場合」、「濃厚接

触者と判定された場合」は当室への連絡を求めた(連絡なし)。

・案内、誘導等の対応時における大声防止のため、拡声器やスピーカー、

プラカード等を活用した。

施設 施設位置

①子の神公園
②狭山市商工会館
③七夕通り商店街公衆トイレ
④狭山市社会福祉会館
⑤狭山市立中央図書館
⑥狭山市駅西口駐車場
⑦狭山市産業労働センター
⑧狭山市市民交流センター
⑨狭山市駅前公衆トイレ
⑩狭山市役所
⑪狭山市市民会館

氏名

①聖火リレー運営に関わる14日前から、ご記入ください（月日の記入をお願いします）。

②体調管理チェックシートは、該当しない項目には、✓を記入し、該当する項目には〇を記入してください。体温については、0.1℃単位で記入してください。

14日前 13日前 12日前 11日前 10日前 9日前 8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 当日

　6月 22日 6月 23日 6月 24日 6月 25日 6月 26日 6月 27日 6月 28日 6月 29日 6月 30日 7月　1日 7月　2日 7月　3日 7月　4日 7月　5日 7月　6日

1 平熱を超える発熱がある 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2 体温

3 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4 だるさ、倦怠（けんたい）感がある 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5 息苦しさ、呼吸困難がある 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 嗅覚や味覚の異常がある 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がある 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

体調管理チェックシート

No チェック項目

所属企業／団体名

◇本チェックシートは、狭山市が、聖火リレーの実施にあたって、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を防⽌するため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。

◇ご参加される方のうち、65歳以上の方、基礎疾患を有する方（※）におかれましては、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化リスクが高いことから、十分な対策を講じられますようお願いいたします。

 （※）糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方を指します。

➤観覧者に対する新型コロナウイルス感染症対策

・マスク未着用者には着用を呼びかけ、マスクを配付した。

・観覧時の大声での会話や応援を禁止し、飛沫感染を防止した。

・警備員やスタッフによる観覧場所の案内・誘導を徹底し、観覧者の密集・密接の発生を防止した。

・インターネットによるＮＨＫライブストリーミングの視聴を事前に推奨した。
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⑤柱3 狭山市の魅力ＰＲの展開

聖火リレー実施の際の演出として、スタート地点(下諏訪付近)、七夕通り商店街、狭山市駅西口

市民広場、狭山市役所ロータリーを七夕装飾で彩り、狭山市の魅力ＰＲを展開した。

設置場所① スタート地点(下諏訪付近)・七夕通り商店街

概要
聖火リレーが七夕通りを通過することから、狭山市の夏の風物詩である入間川七夕
まつりの「やらい飾り」を同まつりの出展団体等の協力のもとに設置した。

設置方法

入間川七夕まつりでは道路を横断する形で設置するが、聖火が飾りに燃え移らない
ようにするため、道路に平行に設置した。
また、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底するため、飾りの高さを地上から
2ｍとした。

設置数 28基(28団体)

協力団体の
選定方法

商業観光課の協力のもと、入間川七夕まつりでやらい飾りを出展している団体に意
向調査を行った。

協力団体
出展場所

庁内連携課 商業観光課

 

 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

㉑ 

聖火リレー実施における七夕装飾出展場所一覧（七夕通り商店街） 

㉒ 

㉔ 

㉓ 

スタート地点

七夕通り商店街
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設置写真

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯

⑰ ⑱ ⑲ ⑳
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設置場所③ ゴール地点(市役所ロータリー)

概要
狭山市聖火リレーに向けたキャッチフレーズ「聖火よ届け★短冊の願いとともに」
を体現するため、市内の公立小中学校の児童生徒が願いを記した約1万枚の短冊を
掲出した。

設置方法
短冊をグリーンネットに取付け、市役所本庁舎高層棟南側のベランダ(1～3階)に設
置した。

協力 市内公立小中学校

設置写真

設置場所② 狭山市駅西口市民広場

概要
入間川七夕まつりをＰＲするため、同まつりにおいて、やらい飾りを設置している
西口市民広場に同様の飾りを設置した。

設置数 8基(既製品)

庁内連携課 商業観光課

設置写真

㉑ ㉒ ㉓ ㉔

㉕ ㉖ ㉗ ㉘
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(5)聖火リレー当日の概要

当初の予定より聖火ランナーの走行に時間を要したことから、交通規制の解除に若干の遅れがみら

れたものの、七夕飾りで彩られた約2kmのコースを、10人のランナーがそれぞれの想いを込めて聖火

を繋いだ。約2,500人の観覧者が見守る中、喜びや情熱と共に聖火ランナーが走り抜けた姿は、東京

2020オリンピック聖火リレーの「Hope Lights our Way」のコンセプトを具現化したものとなった。

当日の概要は以下のとおり。

①聖火ランナー

スロットNO スロット名称 ランナー

1 下諏訪付近(七夕通り西端) 松原 幹 氏(狭山市在住者)

2 家庭用品雑貨店付近 飯田 政巳 氏

3 中之坂交差点手前 池澤 友章 氏

4 薬局前 小池 新一 氏

5 霞野坂交差点手前 若尾 一輝 氏

6 狭山市立中央図書館入口前 小山田 里菜 氏

7 狭山市駅前交番手前 新井 誠治 氏

8 市民交流センター付近 宮川 麻里 氏

9 市役所入口バス停付近 渡部 美和 氏

10 ENEOS狭山シティ店付近 田口 伸一 氏(狭山市在住者)

②各市の推定観客者数(埼玉県聖火リレー実行委員会発表数)

日 市町 観客者数 日 市町 観客者数

DAY
-1

(7/6)

川口 無観客

DAY
-2

(7/7)

杉戸・宮代 1,800

蕨・戸田 3,300 久喜・加須 2,600

和光・朝霞・新座 3,800 行田 1,300

日高 900 熊谷 2,800

狭山 2,500

DAY
-3

(7/8)

川越 2,300

富士見・三芳・ふじみ野 3,200 鶴ヶ島・坂戸 2,400

所沢 2,800 本庄・深谷 2,200

DAY
-2

(7/7)

草加 1,500 嵐山・東松山・滑川 1,800

八潮・三郷 1,900 鴻巣・北本 3,000

吉川・越谷 2,200 桶川・上尾 2,900

秩父・皆野・長瀞 1,400 さいたま 無観客

春日部 2,500

※スロット：一人のランナーが走る区間のこと
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③聖火リレー実施中における事案

案件 救護対応

概要 狭山市市民交流センター前歩道付近において、観覧者1名が心肺停止により転倒した。

対応

統括責任スタッフによる救急通報
現場に居合わせた埼玉石心会病院の看護師3名による心臓マッサージ
小学生3名による近隣のマンションに設置されているＡＥＤの持ち込み
近隣の宮田クリニックの医師及び看護師による、酸素吸入
など、その場に居合わせた方の連係プレーにより、救急車が来る前に意識を取り戻し、
救急車で搬送された。対象者の命に別状はなかった。

協力者
埼玉石心会病院看護師3名
近隣マンション住民小学生3名
宮田クリニック医師及び看護師(倒れた観覧者の主治医)

④ランナー走行の様子

スタート地点付近 七夕通り商店街

七夕通り商店街 七夕通り商店街

狭山市駅西口付近 狭山市駅西口付近

案件 富士見一丁目交差点の規制における情報伝達不足

概要
市役所利用者等に対しては、2次規制時間内(15:00～16:30)であっても富士見一丁目
交差点から市役所間の車両通行を可としていたが、交通警備員(県委託)への情報伝達
が不十分であったことから、同交差点から市役所への車両の進入ができなかった。

4.東京2020大会に向けた機運の醸成
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⑤交通規制の様子

⑥スポンサー車両等の様子

狭山市駅西口付近 狭山市役所

狭山市駅入口交差点

狭山市駅西口付近から
狭山市駅入口交差点 七夕通り商店街

-53-

4.東京2020大会に向けた機運の醸成



⑦スタートランナー・ゴールランナーとの記念撮影

※キャッチフレーズ採用者 吉野 菜緒さん(右)

スタート地点 ゴール地点
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(6)東京2020パラリンピック聖火ビジット

①パラリンピック聖火リレーの概要

②埼玉県におけるパラリンピック聖火リレー概要

③狭山市におけるパラリンピック聖火ビジット概要

取組名 東京2020パラリンピック聖火ビジット

概要
本市における聖火ビジットは、観覧者を管理できる市内の福祉施設で、一般非公開
にて実施した。

日程 2021年8月19日

実施施設
青い実学園、中新田自立スクエア、多機能型支援施設みのり、大樹の家、大樹の森、

リバーサイド

-55-

パラリンピック聖火は、オリンピック聖火と異なり、一つの火を繋げるのではなく、パラリン

ピック発祥の地であるイギリスのストーク・マンデビルのほか、各都道府県がそれぞれの共生社会

への思いを込めながら、独自の手法にて採火した火を開催都市に集め、一つの火とする。

新型コロナウイルス感染症の影響により、公道でのリレーは中止となった。

すべての式典を朝霞市に集約し、無観客において開催をするとともに、聖火ビジットの実施判断

は各市町村に委ねられた。
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実施の流れ

10：00～10：50 集火式、ランタンへ分火【朝霞市】
10：50～12：00 運搬【朝霞市→狭山市役所】
12：00～12：20 各施設聖火ビジット用に分火【狭山市役所】
12：20～15：00 運搬【狭山市役所→各施設】
12：30～19：30 展示【各施設】

庁内連携課 障害者福祉課

実施写真
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4-8. その他の機運醸成事業

上記の取組の他、東京2020大会の機運醸成を図るために、数々の取組みを展開した。

取組 オリンピック通信の発行

概要
職員が一丸となって東京2020大会を盛上げるため、市職員に向けたオリンピック
通信を発行し、大会関連情報や市の取組情報等を共有した。

発行実績

効果
東京2020大会に関する職員の理解を深め、一丸となって大会を盛上げることにつ
なげることができた。

号 発行日 タイトル 閲覧数

2020年

1 7月7日
「アスリートから次世代を担う子どもたちへのエール発信～エールよ届け★短冊の

願いとともに」動画完成！7月7日（火）【七夕の日】から放送開始！
不明

2 7月15日 狭山市と東京2020大会の関係 不明

3 7月22日 東京2020大会の競技新日程が決定 不明

4 7月31日
狭山市から発信！折り鶴に込めた平和への願い 「PEACE ORIZURU（ピース折り

鶴）」にご参加ください！
295

5 8月6日
東京2020パラリンピック競技大会の競技スケジュールが決定 狭山市ゆかりの選手

を応援しよう！
643

6 8月18日
今後の「庁内オリンピック通信」のテーマ～市のHPでは入手できない情報をお届け

します～
430

7 8月26日
東京2020大会延期に伴う東京2020オリンピック競技大会の「ロードマップ」が発

表されました
425

8 9月4日 霞ヶ関カンツリー倶楽部への観客輸送 446

9 9月10日 学校におけるオリンピック関連の取組 350

10 9月18日 近代五種の髙宮なつ美選手を応援しよう！ 362

11 10月2日 東京2020オリンピック聖火リレーの実施概要が発表されました 293

12 10月8日
東京2020大会を「新しい大会」に！東京2020大会の開催に向けて52項目の簡素化

を発表
204

13 10月14日 ゴルフ競技大会当日における霞ヶ関カンツリー倶楽部周辺の交通対策 365

14 10月22日 オリンピック準備室の取組を紹介 282

15 10月30日 オリンピック準備室の取組を紹介② 223

16 11月6日 三輪颯太選手、陸上短距離で快挙達成！ 254

17 11月12日 東京2020オリンピック聖火リレートーチの巡回展示を埼玉県内で開催中！ 216

18 11月20日 安全・安心な大会開催に向けて準備中 205

19 11月27日 オリンピックへの出場期待選手と現在のランキング 328

20 12月3日 第1弾！東京2020大会を盛り上げる狭山市の取組 284

21 12月10日 短冊の願いが叶いました★狭山市Hondaが都市対抗野球大会で優勝！ 288

22 12月17日 狭山市在住の聖火ランナーを紹介！ 351

23 12月25日 安全・安心な大会開催に向けて準備中② 259

2021年

24 1月7日 ゴルフ競技のルール・見どころと現在のランキング 224

25 1月19日 今後お届けする「庁内オリンピック通信」の内容 305

26 2月2日 第2弾！東京2020大会を盛り上げる狭山市の取組 334

27 2月16日 パラリンピック金メダリストの職員を紹介！ 389

28 3月5日 聖火リレーにおけるコロナ対策及び狭山市通過時間・ルートの発表 473

29 3月26日 第3弾！東京2020大会を盛り上げる狭山市の取組 323

30 4月14日 大会まであと100日！東京2020大会を盛り上げる狭山市の取組 569

31 5月25日 7/6（火）東京2020オリンピック聖火リレー狭山市における交通規制のお知らせ 886

32 6月29日 7/6（火）東京2020オリンピック聖火リレー最終判断「原則として実施する」 705

33 7月13日 7/6（火）聖火リレー無事終了！そして…オリンピックゴルフ競技の無観客決定… 462

34 7月20日 第4弾！東京2020大会を盛り上げる狭山市の取組 344

35 7月28日
東京2020大会開幕！狭山市ゆかりのアスリート出場競技及びゴルフ競技のスケ

ジュール
327

36 8月3日 東京2020大会開催期間中の狭山市独自の取組 341

37 8月16日
東京2020オリンピック競技大会閉幕！狭山市ゆかりの選手の競技結果及びゴルフ競

技結果
394

38 8月24日
東京2020パラリンピック競技大会本日24日開幕！狭山市ゆかりのアスリート出場競

技スケジュール及び聖火ビジット報告
429

39 9月9日 東京2020パラリンピック競技大会閉幕！狭山市ゆかりの選手の競技結果 301

13,309合計閲覧数
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取組
アスリートから次世代を担う子どもたちへエール発信
エールよ届け★短冊の願いとともに

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツや文化活動に限らず、学校生活
や日常生活において多くの制限を受けている子どもたちが、この困難な状況を乗り
越え、希望と共に生き方の創造を探求するための一助とするべく、アスリートから
エールを送った。
また、狭山市の伝統行事である「狭山市入間川七夕まつり」に因み、アスリートに
とっての生き方の創造の探求として、自身の活動における決意や目標、願いを短冊
に記した。

内容

動画によるエール発信(2020年7月7日より狭山市公式YouTubeチャンネルに掲載中)
尺：アスリート1名あたり2～3分程度
内容：(1)タイトル（エールよ届け★短冊の願いとともに）

(2)アスリート紹介
(3)インタビュー①：当り前じゃない「いま」に対する不安
(4)インタビュー②：目標に向けた「これから」に対する意気込み
(5)短冊に込める願い
(6)みんなにエール～狭山の子どもたちへ～
(7)タイトルコール（エールよ届け★短冊の願いとともに）

協力
アスリート

協力
JAY’S GARDEN(狭山市観光大使)

※動画演出のための背景音楽として「All for one」を使用

庁内連携課 スポーツ振興課

効果
狭山市の子どもたちへアスリートからの前向きなメッセージを届けられるとともに、
アスリートの認知度の向上を図ることができた。
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選手名(五十音順) 競技 所属先 備考

佐野優人 選手 ゴールボール 日本ゴールボール協会 本市出身

澤山あおい 選手 パワーリフティング 東京家政大学 市内大学

設楽悠太 選手 長距離走・駅伝 Honda陸上競技部 市内チーム

柴多慧 選手 バスケットボール 西武文理大学 市内大学

髙島理久也 選手 社会人ラグビー セコムラガッツ 市内チーム

髙宮なつ美 選手 近代五種 警視庁 本市出身

土田和歌子 選手 パラトライアスロン・車いすマラソン 八千代工業株式会社 市内企業

土谷恵介 選手 社会人野球 鷺宮製作所硬式野球部 市内チーム

長野風花 選手 女子サッカー ちふれASエルフェン埼玉 市内発祥チーム

福島由登 選手 社会人野球 Honda硬式野球部 市内チーム

緑川大輝 選手 バドミントン 早稲田大学 本市出身

吉田愛実 選手 チアダンス DREAM WONDERLAND 市内チーム
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取組
狭山市から東京2020大会出場選手へエール発信
熱い応援よ届け★短冊の願いとともに

概要

東京2020大会の無観客開催が決定し、アスリートを会場で直接応援することがで
きなくなった。
コロナ禍で不安を抱える私たちに「応援メッセージ」で熱い応援を送ってくれたア
スリートたちを、今度は私たちがそれぞれの“想い”を熱い応援に変えて全力で応援
をするため、応援企画を実施した。

内容

①応援メッセージの収集
期間：2021年7月16日～7月25日
対象：市民、都市ボランティア、市職員
内容：本市ゆかりの出場選手に向けた応援メッセージを短冊に記入

記入者と短冊を撮影した写真と短冊をオリンピック準備室に提供

②オリンピック準備室Twitterでの応援メッセージ発信
期間：2021年7月21日～9月5日
内容：応援メッセージ画像と以下の文章を発信

＼狭山市ゆかりの ＃アスリート を応援しよう！！／
狭山市民、CityCast、市職員から、#Tokyo2020 出場選手へエールを送ります★
皆さんも、リモートにて熱い声援をお願いします！！

③デジタルサイネージと七夕装飾による応援メッセージ発信
期間：2021年7月26日～9月3日
内容：狭山市役所及び狭山市民交流センターのエントランスホールに設置するデジ

タルサイネージにおいて①で撮影した画像の発信
デジタルサイネージ横に笹を設置し①で回収した短冊を取付け

④応援メッセージ画像を出場選手へ贈呈
内容：①で収集した写真を動画に編集し、出場選手に贈呈

実績

①参加者数

427人（市民：262人 CityCast：66人 市職員：99人）

②撮影画像数

325枚（市民：182枚 CityCast：65枚 市職員：78枚）

③短冊記入数

398枚（市民：232枚 CityCast：76枚 市職員：90枚）

効果
市民が一体となってアスリートを応援することで、大会機運を盛り上げることがで
きた。
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取組 東京2020大会に関する狭山市の取組映像制作

概要 狭山市の東京2020大会に向けた取組を発信するため、年度ごとに取組映像を制作した。

活用方法 オリンピック特設コーナーにおいて随時放映、狭山市公式ホームページに掲載

作成年度 2018年度～2021年度

効果
狭山市の取組み等を発信することで、オリンピックの理解を深められたと同時に、
大会に向けた機運醸成を図ることができた。

取組 DREAM STAGEへの出展

概要
狭山市観光大使DREAM WONDERLANDが開催したDREAM STAGE(市後援事業)に
おいて、ブース出展を行った。

日程／場所 2019年9月14日／狭山市市民会館

出展内容

①フォトスポットの設置(写真撮影者にクリアファイルをプレゼント)
②狭山市オリンピック準備室公式Twitterをフォローしてくれた方を

対象にピンバッヂのプレゼント

効果
狭山市内外の人が参加するイベントに出展をすることで、東京2020大会の更なる
PRと機運醸成を図ることができた。

取組 全国校区・小地域福祉活動サミットinさやまへの出展

概要
狭山市社会福祉協議会及び狭山市が共催する全国校区・小地域福祉活動サミットin
さやまにおいて、ブース出展を行った。

日程／場所 2020年1月25日／狭山市市民会館

出展内容
①フォトスポットの設置(写真撮影者にクリアファイルをプレゼント)
②狭山市オリンピック準備室公式Twitterをフォローしてくれた方を対象にピン

バッヂのプレゼント

効果
全国から多くの人が集うイベントに出展することで東京2020大会の更なるPRと機
運醸成を図ることができた。

取組 ボッチャの推進

概要
パラリンピックへの関心を高め、パラリンピック精神の「共生社会の実現」に寄与
するため、ボッチャ用具を購入し、ボッチャ体験機会を提供した。

セット数 4セット

実績 市内公立小学校や福祉施設、庁内所属等多数の貸出を行った。

効果
パラリンピック競技の体験機会を提供することでパラリンピックへの関心を高める
ことができた。

取組 狭山市オリンピック準備室公式Twitterアカウントの開設

概要 東京2020大会関連情報や、市の取組みを発信するため、Twitterアカウントを開設した。

開設日 2018年8月24日 ※2022年3月31日アカウント(@citysayamagorin)削除

フォロワー数 434フォロワー(最大数)

総閲覧数 1,642,024回(2021年11月末時点)

効果
狭山市の取組み等を発信することで、オリンピックの理解を深められるとともに、
大会に向けた機運醸成を図ることができた。
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5.市の魅力を発信しイメージアップにつながる
“おもてなし”の実施

5-1. おもてなし計画
5-2. 都市ボランティアの活動に向けた本市独自の取組
5-3. おもてなしに関するその他の取組
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基本方針③「市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おもてなし”を実施する」に基づき、以下

の取組を行った。

5-1. おもてなし計画

(1)おもてなし計画の策定

①策定の背景

②“狭山流おもてなし”のコンセプト

(てぃーしょっとさやま)

③“狭山流おもてなし”を構成する5つの柱と無観客開催に伴う実施の有無

柱
実施の

有無

柱1
確実な誘導体制の整備

～観客の駅とシャトルバス乗降場間のスムーズな移動を実現する～
無

柱2
安全・安心なラストマイル環境の整備

～長時間のオペレーションで発生する諸事態に対応できる体制を構築する～
無

柱3
全市的な祝祭感の演出

～七夕飾りとオリンピック装飾などで観客を迎え大会を盛上げる～
有

柱4
狭山市の魅力PRの展開

～狭山茶と伝統文化で狭山市の魅力を発信する～
無

柱5
競技の中継と大会関連情報の発信

～ゴルフ競技を中心とした大会の最新情報を随時発信する～
有
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本計画は、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会狭山市推進計

画」に位置付けられている「市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おも

てなし”の実施」を具体的に推進するために策定したものである。

なお、本計画は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、数次にわたり

改定するなど、当初計画から大幅な見直しを行った。

また、新型コロナウイルス感染症の影響による無観客開催に伴い、駅周辺で

実施を予定していた取組は原則中止となった。

ゴルフ競技開催会場の自治体である本市だからこそできる「狭山流おもてなし」として、市民と

観客、ボランティア、関係者の安全・安心を最優先に、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底

した上で「Tea(狭山茶)」「Tee(ゴルフ)」「Triangle(市民×事業者×行政の三位一体)」の3つのT

で、本市に訪れる全ての観客がいつでも安全かつ確実に競技会場に行くことができる環境を整備す

るとともに、観客輸送拠点駅の周辺を中心に本市の魅力を発信する演出を展開し、大会満足度の向

上とシティプロモーションの推進を図る。

5.市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おもてなし”の実施



(2)確実な誘導体制の整備(中止)

駅とシャトルバス乗降場間の観客のスムーズな移動を実現するため、案内看板の設置や都市ボラン

ティアの配置、案内所の設置等を予定していたが、無観客開催となったことから実施することができ

なかった。

なお、それに伴い、都市ボランティアが活動機会を失ったが、長い年月をかけて東京2020大会に向

けて準備をしてきた都市ボランティアの「想い」を実現するため、代替事業を実施した(実施詳細は

次ページ「5-2.都市ボランティアの活動に向けた本市独自の取組」のとおり)。

(3)安全・安心なラストマイル環境の整備(中止)

長時間のオペレーションで発生する諸事態に対応できる体制を構築するため、暑熱対策や救護所の

設置、運営本部等の設置を予定していたが、無観客開催に伴い実施することができなかった。

(4)全市的な祝祭感の演出

東京2020大会は無観客開催となったが、2年連続で中止になった入間川七夕まつりの翌年度以降の

開催に向けた機運を高めるため、当初の予定通り、狭山市西口市民広場において七夕装飾を展開した。

取組 七夕装飾の展開

概要 入間川七夕まつりのPR等を図るため、七夕装飾を展開した。

装飾内容

①やらい飾り8基(既製品)
②市内公立小中学生が願いを記した短冊飾り(約1万枚)
③竹飾り(計16本)※ゴルフ競技期間中、男女の2回に分けて8本ずつ設置

日程／場所 2021年7月28日～8月7日／狭山市駅西口市民広場

協力 市内公立小中学校

庁内連携課 商業観光課

(5)狭山市の魅力PRの展開(中止)

狭山茶と伝統文化で狭山市の魅力発信を予定していたが、無観客開催に伴い実施することができなかった。

(6)競技の中継と大会関連情報の発信

ゴルフ競技を中心とした大会の最新情報を発信した。

取組 ゴルフ競技の競技中継

概要 ゴルフ競技の進行状況を把握できるように競技中継を行った。

日程／場所 2021年7月29日～8月1日、8月4日～8月7日／狭山市役所本庁舎1階エントランス

取組 情報発信

概要 ゴルフ競技の開催結果や狭山市ゆかりのアスリートの競技情報等を発信した。

内容
①狭山市オリンピック準備室公式Twitterにおける発信
②狭山市ゆかりのアスリートの紹介コーナーの設置
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(1)事前研修

取組 狭山市魅力発信サポート活動

概要
市内(狭山市駅及び稲荷山公園駅周辺)を活動場所とする都市ボランティアを対象に、
当初の活動内容である「魅力PR」及び「環境美化活動」に主眼を置き、東京2020大
会期間中に狭山市駅西口市民広場で展開する七夕装飾の魅力発信と清掃活動を行った。

活動内容

①七夕装飾の見所や魅力の紹介
➤入間川七夕まつりの魅力を紹介した画像を撮影し、狭山市オリンピック準備室

公式Twitterにて発信
②七夕装飾の管理
➤装飾展開中に風雨で外れた短冊装飾の回収と再設置

③装飾エリアでの環境美化活動
➤落ちた竹の葉や千切れた短冊の回収や打ち水等を行う

実施日時
2021年7月28日～8月7日
1回目9:00～10:00 2回目15:00～16:00

活動場所 西口市民広場(七夕装飾展開エリア)

5-2. 都市ボランティアの活動に向けた本市独自の取組

取組 「狭山流おもてなし」映像研修

概要

都市ボランティアによる大会当日の案内業務や「おもてなし活動」を効率的かつ効
果的に展開するとともに、ボランティア自身の機運の再醸成や意欲向上を図ること
を目的に、本市の概要や魅力を事前に分かりやすく伝える3本の動画を制作し、狭山
市公式YouTubeチャンネルに公開した。

内容

動画①：狭山市の概要
⇒ロケーション、プロフィール、あゆみ、農業、観光、自然など
動画②：狭山市入間川七夕まつりの紹介
⇒歴史、特徴、飾り、おりぴぃなど
動画③：狭山茶の紹介
⇒歴史、特長、淹れ方、お茶の種類、製品紹介など

研修方法 各自が狭山市公式YouTubeチャンネルを視聴した。

(2)代替活動

取組 大会直前研修用資料の配付

概要
本市で活動をする都市ボランティアを対象に、大会本番での実際の活動に必要な諸
知識の習得を目的に、研修資料を送付した。

内容

ユニフォームに関すること
活動内容・活動の流れ
諸施設の場所
緊急時の対応 他

研修方法 まん延防止等重点措置発令に伴い、書面での研修とした。
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都市ボランティア育成のための研修については、共通で行う研修は県が運営する一方、活動場所の

現地確認や活動場所付近の観光案内等自治体ごとの内容のものは、開催会場自治体それぞれが企画・

運営した。

本市では、以下のとおり研修を行った。

2021年7月8日(木)に、東京2020オリンピック競技大会の本県を含む1都3県での開催については

「無観客」と決定され、全ての都市ボランティアが現場での活動の機会を失った。

「無観客」であっても都市ボランティアの「想い」を実現するため、本市独自の取組として、以下

のとおり代替活動を行った。

5.市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おもてなし”の実施



活動形態 各回ごとに1グループが活動(1グループ5名程度)

取組実績
実施回数：21回
参加者数：50名(延べ93名)

取組 短冊取付け活動

概要
狭山市魅力発信サポート活動を実施するにあたり、狭山市の魅力である七夕装飾の
理解を深めてもらうため、西口市民広場に装飾する短冊の取付け作業等を行った。

活動内容

①研修用動画「狭山市入間川七夕まつり紹介」を活用した七夕まつりの説明
②笹飾りへの短冊の取付け

実施日時
2021年7月28日
13:00～14:30

活動場所 狭山市民交流センターコミュニティホール、西口市民広場(七夕装飾展開エリア)

参加者数 30名

(3)その他

感染症対策及びシティプロモーション等の取組として、以下のとおりマスクを配付した。

取組 お茶香るまちのマスク～With Tea～の配付

概要
都市ボランティアを対象に、狭山市茶業協会と有限会社エムエムワンが協働で制作
した「お茶香るまちのマスク～With Tea～」を活動時の感染症対策及び着用する
ことによる狭山市のシティープロモーション等を目的に配付した。

マスクの
概要

・マスクはUVカット･防臭･消臭加工
・マスクの左側に｢SAYAMA｣のロゴマーク入り
・マスク裏側のメッシュ部分には飲料用のティーバッグを

入れることが可能で、狭山茶の香りを楽しみながらカテ
キンによる抗菌効果を期待

・ マスク1枚とティーバッグ2袋が1セット
・ 市販のティーバッグも使用可能

(香りのカスタマイズが可能)

配付者数 415名
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5-3. おもてなしに関するその他の取組

取組 無料公衆無線LANの整備

概要

開催会場市として、競技開催期間中には狭山市駅前エリアを中心に、国内外を問わず
多数の来場者が見込まれていたことから、大会の円滑な運営のために輸送も含めた大
会関連情報のリアルタイムな提供に加え、災害等の不測の事態が発生した際にも的確
な情報を提供できる環境を整備するため、狭山市駅周辺に公衆無線LANを整備した。

運用開始日 2019年1月1日

運用エリア
狭山市駅西口ロータリー、狭山市駅西口市民広場、狭山市市民交流センター内
狭山市駅東口ロータリー

SSID Sayama_Free_Wi-Fi

効果 狭山市駅西口周辺の通信環境改善及び危機管理体制等の構築に寄与した。

取組 バリアフリーマップの作成

概要
大会期間中、国内外から多くの来訪者が見込まれる狭山市駅、稲荷山公園駅におい
て、全ての人が安心してゴルフ競技の会場である霞ヶ関カンツリー倶楽部へ向かう
ことができるよう、環境整備の一環として、バリアフリーマップを作成した。

内容
歩道の幅員や勾配、段差、点字ブロックの有無等の歩行空間データの収集を行
い、大会期間中のオリンピック公式アプリに反映した。

実施場所 狭山市駅周辺、稲荷山公園駅周辺

協働 オリンピックパラリンピック等経済界協議会

協力 狭山市社会福祉協議会、狭山市障害者団体連絡会

庁内連携課 障害者福祉課

効果 安心して狭山市を訪れてもらえるような環境整備を図ることができた。

取組 インバウンドビジネスセミナーの実施

概要
東京2020大会も視野に入れた地域の魅力を生かしたインバウンドビジネスのノウハ
ウについてセミナーを行った。

内容

①狭山市における東京２０２０オリンピック競技大会に関連した取組みについて
②講演(法人外国人観光客・居住者の増加に伴い、今こそ、消費額アップ戦略を考えたい！)

⇒外国人旅行者が増え続けていることから、外国人旅行者に訪問してもらえる仕
組みや地域の魅力の打ち出し方、富裕層の外国人旅行者が求めているものなど、
役立つポイントを説明してもらった。

日程／会場 2020年2月5日／狭山市産業労働センター

講師 株式会社ジャーマン・インターナショナル CEO ルース・マリー・ジャーマン氏

主催 狭山市、狭山市商工会議所、東京海上日動

効果
市内事業者等に東京2020大会の周知を図るとともにインバウンドビジネスへの関心
を高めることができた。
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取組 オリンピックから学ぼうゴルフの自由研究の制作

概要

ゴルフ競技の理解促進と東京2020大会への期待感創出を図るとともに、ゴルフ競技開
催期間中の来訪者を本市に迎える機運を醸成し、更には大会後のレガシーとして、オ
リンピックの価値の認識とスポーツ参加意欲の向上につなげることを目的に、「ゴル
フ競技の魅力」等を紹介する冊子を作成し、次世代を担う子どもたちに配付した。

内容

1.2ページ ：オリンピックの概要や価値、東京2020大会の概要
3.4ぺージ ：ゴルフのルール、マナー説明
5.6ページ ：ゴルフすごろく
7.8ページ ：霞ヶ関カンツリー俱楽部の概要、インタビュー
9.10ページ：ゴルフ協会紹介、狭山市出身のジュニア選手の紹介、世界の挨拶と国旗

配付先
市内公立小学生4～6年生、市内公立中学生、西武文理小学校4~6年生、西武文理中
学校、特別支援学校(狭山・日高)、都市ボランティア、市内公共施設

協働 狭山市ゴルフ協会、霞ヶ関カンツリー俱楽部

庁内連携課 スポーツ振興課

効果
ゴルフ競技を理解してもらうことにより、来訪者を迎える機運を醸成することがで
きた。

【表紙 裏表紙】 【1.2ページ】 【3.4ページ】

【5.6ページ】 【7.8ページ】 【9.10ページ】

取組 市民参加による飾花事業

概要

東京2020大会をみんなで盛り上げ、来訪者をみんなで“おもてなし”するため、「元
気」と「笑顔」が花言葉であるミニひまわりを市内各所で咲かせ、来訪者を歓迎す
るとともに、市内全域に笑顔と元気をもたらすことを目的にミニひまわりの種を配
付し、栽培してもらった。

実施の流れ

2021年3月 ミニひまわりの種を配付
4月～6月 各自治会等が任意の場所で種植え・栽培
7月～8月 開花

配付数 13,000袋

協働 狭山市自治会連合会、西口花壇の会、都市緑化植物園

庁内連携課 協働自治推進課

効果 来訪者を本市に迎える機運を醸成することができた。
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取組 霞ヶ関カンツリー倶楽部クラブハウスへのPEACE ORIZURUの展示

概要
市民が平和の願いを込めて折った「PEACE ORIZURU」を、柏原中学校の生徒たちが
紡ぎ合わせ、ひとつの大きな願いとして、オリンピック選手が使用するクラブハウス
に展示した。

取付数
約3,000羽
市民が制作した折り鶴と柏原中学校で制作した折り鶴

取付作業

柏原中学校美術部による折り鶴の紐づけ作業
2021年6月下旬～7月16日

事務局による霞ヶ関カンツリー倶楽部クラブハウスへの設置
2021年7月19日

掲出期間 ゴルフ競技開催期間：2021年7月29日～8月7日

協力 柏原中学校

効果 選手へのおもてなしを図ることができた。

取組 東京2020ライブサイト(※新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止)

概要
東京2020大会の開催期間中、競技会場外に設置する大型スクリーンを利用した競技
中継等を通じて競技観戦を楽しみ、大会の感動と興奮を共有するもの。
※感染症予防の観点から、当該大会の1年延期が決定したタイミングで中止とした

実施日程 2020年8月8日※ゴルフ女子決勝日

実施場所 狭山市市民会館

テーマ
狭山市が東京2020大会に携わってきた集大成として、東京2020大会を“体感”“参
加”“記憶”できる場をライブサイトで創出する。

内容

①競技中継
②競技体験
③ステージイベント
④大会マスコット出演
⑤東京2020大会パートナー出展
⑥東京2020大会公式ラインセンス商品販売
⑦フォトスポットの設置
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6.レガシーの創出
6-1. 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会狭山推進計画」

に沿ったレガシーの創出
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「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会狭山市推進計画」では、東京2020大会に向けて様々

な主体と協働して行う大会準備や大会期間中の取組により創出される「目指すレガシー」を3つの基本方

針ごとに示したが、新型コロナウイルス感染症の影響で大会が一年延期の後、無観客開催となったことか

ら、計画していた取組に変更や中止が生じた。

こうしたことから、本冊子に記載したこれまでの取組によって創出されたと考えられるレガシーを「創

出されたレガシー」とし、このレガシーを持続的なものとするため今後も継続すべき取組を「今後も継続

が期待される取組」として以下にまとめた。

6-1. 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会狭山市推進計画」に沿ったレガシーの創出

①目指すレガシー

◇駅周辺等の多くの人が滞留する場所での、危機管理体制の一層の強化が図られる

◇ボランティア等に参加した市民には、世界的スポーツイベントの運営に貢献した体験が財産とな

り、市のイベント等への市民参加の機運が醸成される

③今後も継続が期待される取組

・多くの関係機関と連携した実践的な国民保護実動訓練等の継続的な実施

・「みんなのメダルプロジェクト」を契機とした小型家電回収の更なる推進

①目指すレガシー

◇市民誰もがスポーツや日本の文化を楽しむ機会を得られる

◇年齢、障害、性別等に関わらず、市民の相互理解が深まる

◇本市の認知度が上昇し、それにより市民の間にシビックプライドが醸成される

(1)基本方針1 「関係機関と連携して東京2020大会運営の支援を行う」

(2)基本方針2 「東京2020大会に向けた機運の醸成を図る」
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6.レガシーの創出

②創出されたレガシー

◆安全安心に関する関係機関の連携や市民の意識の向上

◆市民の資源リサイクルに対する意識の向上

②創出されたレガシー

◆市民のスポーツへの関心の高まりによる、スポーツ活動の促進

◆多様性を認め合う共生社会に向けた市民の意識の向上

◆シビックプライドの醸成

③今後も継続が期待される取組

・次世代を対象としたゴルフ競技や、タグラグビー体験等の継続的な実施

・障害などについて理解を深めるための、パラスポーツの推進やパラリンピック教育の継続的な実施

・市民一人一人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、誰もが自分らしく生きられる

社会の実現を目指した「狭山市パートナーシップ宣誓制度」の運用

・「東京2020大会の関連品等の展示スペース」「スペクタキュラー」「銘板」を設置することに

よる、本市がゴルフ競技開催会場市であったことの後世への継承



(3)基本方針3 「市の魅力を発信しイメージアップにつながる“おもてなし”を実施する」
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6.レガシーの創出

①目指すレガシー

◇狭山市駅周辺のWi-Fi利用環境の整備により、当該Wi-Fi利用者への狭山市のPR機会の増加と、災

害時の情報発信の強化が図られる

◇来訪者への“おもてなし”による本市のPRとイメージ向上効果により、本市へのリピーターが増える

◆市民の情報リテラシーの向上や環境美化の意識の向上

◆市民参加の取組による協働の推進

◆狭山市のファンの増加

②創出されたレガシー

・狭山市をPRする機会の増加と災害時の情報発信力を強化するための、狭山市駅周辺のWi-Fi利用

環境維持

・狭山市駅西口ロータリーなどでの市民主体による飾花事業の継続した実施

・SNS等の活用による情報発信の更なる充実

③今後も継続が期待される取組
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