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東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会鹿嶋市推進協議会 

設 立 総 会 ・ 第 １ 回 総 会  次 第 

 

 日 時：平成 30年 5月 29日(火)13:30～ 

場 所：市役所３０１・３０２会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に係る経過概要 

 

４ 議 事 

・第 1号議案 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 

鹿嶋市推進協議会設立趣旨（案）      

 

・第 2号議案 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 

鹿嶋市推進協議会規約(案)     

 

    ・第 3号議案 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向けた鹿嶋市の取り組 

みに関する基本的な考え方 (案)     

 

・第 4号議案 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 

鹿嶋市推進協議会平成３０年度事業計画(案)    

 

５ 講 話   

 ・講師 真田 久 氏 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会 参与 

     「 題目：東京オリンピック・パラリンピックへの地域社会の関わり」 

 

６ 閉 会 
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東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に係る経過概要  資料１ 

 

オリンピックエンブレム     パラリンピックエンブレム 

  

 

１ 大会概要 

東京２０２０オリンピック競技大会 

・正式名称  第 32回オリンピック競技大会（2020／東京） 

・開催期間  ２０２０年７月２４日（金）～８月９日（日）（17日間） 

・競技数   ３３競技 ３３９種目 

・会場数   ４２会場（東京都内２５会場，東京都外１７会場） 

  

 東京２０２０パラリンピック競技大会 

・正式名称  東京２０２０パラリンピック競技大会 

・開催期間  ２０２０年８月２５日（火）～９月６日（日）（１３日間） 

・競技数   ２２競技 ５３７種目 

・会場数   ２１会場（東京都内１５会場，東京都外６会場） 
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参考 開催競技一覧 

オリンピック 33競技 

水泳 アーチェリー 陸上競技 

バドミントン 野球・ソフトボール バスケットボール 

ボクシング カヌー 自転車競技 

馬術 フェンシング サッカー 

ゴルフ 体操 ハンドボール 

ホッケー 柔道 空手 

近代五種 ボート ラグビー 

セーリング 射撃 スケートボード 

スポーツクライミング サーフィン 卓球 

テコンドー テニス トライアスロン 

バレーボール ウエイトリフティング レスリング 

 

パラリンピック 22競技 

アーチェリー 陸上競技 バドミントン 

ボッチャ カヌー 自転車競技 

馬術 5人制サッカー ゴールボール 

柔道 パワーリフティング ボート 

射撃 シッティングバレーボール 水泳 

卓球 テコンドー トライアスロン 

車いすバスケットボール 車いすフェンシング ウィルチェアーラグビー 

車いすテニス   

 

２ 東京 2020大会のビジョン 

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。 
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３ サッカー競技概要 

○競技会場  ７会場〈うち都外５会場〉 

新国立競技場（オリンピックスタジアム），東京スタジアム，札幌ドーム，宮城ス

タジアム，埼玉スタジアム２００２，横浜国際総合競技場，茨城カシマスタジアム 

○試合日程（立候補ファイルによる） ※今後変更の可能性あり  

７月２２日から８月８日までの 18日間に 13日の試合日程が予定されている。 

（男子予選） ７月２３日，２６日，２９日 

（女子予選） ７月２２日，２５日，２８日 

（男子決勝トーナメント） ８月１日，４日，７日，８日（決勝） 

（女子決勝トーナメント） ７月３１日，８月３日，６日（決勝） 

○出場枠 

   開催国のほか，各大陸に出場枠が割り当てられ，各大陸予選を勝ち抜いた国が出

場権を得る。各大陸の出場枠は大会ごとに変動する。（男子：１６ヵ国，女子：１２

ヵ国） 

 

４ 東京２０２０オリンピック これまでの経過 

平成 23年 12月 13日 東京招致について閣議了解 

平成 24年  2月 13日 招致委員会による立候補申請ファイルの提出 

平成 24年  5月 23日 立候補都市選出 

（東京，イスタンブール，マドリード） 

平成 25年  9月 ７日 ブエノスアイレスにて開催都市が東京に決定 

平成 26年  1月 24日 東京 2020組織委員会設立 

平成 27年  2月 27日 大会開催基本計画策定 

平成 27年 11月 27日 東京 2020大会の政府基本方針について閣議決定 

平成 28年  4月 25日 大会エンブレム決定 

平成 28年  8月  3日 追加種目（5競技）の決定 

平成 30年  2月 28日 大会マスコット決定 

平成 30年  ５月  2日 サッカー競技７会場の決定 
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５ 茨城カシマスタジアムにおけるサッカー競技開催について 

会場決定に係る経過及び機運醸成の内容 

平成２７年３月６日 日本サッカー協会（ＪＦＡ）が各都道府県サッカー

協会に会場募集通知 

平成２７年３月２７日 茨城県サッカー協会からＪＦＡへ開催希望書類の

提出 

平成２７年４月１０日  ＪＦＡが東京オリンピック・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。）に３

か所（カシマサッカースタジアム（茨城），吹田サ

ッカースタジアム（大阪），豊田スタジアム（愛知））

の会場候補地を通知 

平成２８年８月５日 

（参考 1） 

未来（あした）への道 1000km縦断リレー2016 

実施 

平成２８年８月５日 

（参考２） 

パブリックビューイング- サッカー男子日本代表

戦（カシマサッカースタジアム） 

平成２９年５月１８日 ＪＦＡ理事会において，３つの候補会場の中から，

カシマサッカースタジアムを第一に追加すると決

議 

平成２９年６月１2日 組織委員会において，「７月の国際オリンピック委

員会（ＩＯＣ）理事会で,茨城カシマスタジアムを

追加会場として提案する」ことを承認 

平成２９年７月１０日 

（参考３） 

ＩＯＣ理事会において，正式に承認 

平成２９年７月２９日 

（参考４） 

「東京 2020オリンピック・パラリンピックフラッ

グツアー」開催 

平成２９年１０月２１日

（参考５） 

東京２０２０オリンピックのカウントダウンボー

ド披露 

平成３０年３月１９日 

（参考６） 

オリンピック標語コンクールを開催 

平成３０年３月３1日 

（参考７） 

「サッカーフォーラム ｉｎ 鹿嶋」を開催 

平成３０年５月２９日 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会

鹿嶋市推進協議会 総会 
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○参考 1 

「未来（あした）への道 1000km縦断リレー 2016」［H28.8.5］ 

 青森から東京まで，東日本大震災の被災地域をランニングと自転車によるたすきリレ

ーでつなぐイベント。カシマスポーツセンターにおいて，子どもや障害者など誰もが参

加可能なふれあいランニングが開催され，総勢約１０００名のランナーが参加しセレモ

ニーもおこなわれた。※ 東京都等が主催となり 2012年（平成 24年）から毎年開催 

 

○参考 2 

「パブリックビューイング- サッカー男子日本代表戦- 」（カシマスタジアム）［H28.8.5］ 

 リオオリンピック 2016 大会の大型ビジョンによるパブリックビューイングが，カシ

マサッカースタジアムで行われた。日本代表にはＪ１・鹿島アントラーズからＤＦ植田

直通とＧＫ櫛引政敏（平成２８年当時）の両選手が選ばれており，大型画面に映し出さ

れる両選手らに観客は熱い声援を送った。 ※茨城県主催 
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○参考３ 

「東京 2020オリンピック」サッカー会場に決定［H29.7.10］ 

 ＩＯＣ理事会において茨城カシマスタジアムが東京オリンピックサッカー会場に承

認。開催決定時に懸垂幕，横断幕，のぼり旗を掲示し機運醸成を行った。 

 7月 22日に広報鹿嶋オリンピック開催決定の臨時号を発行した。 

 

○参考４ 

「東京 2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー」開催［H29.7.29］ 

 オリンピックフラッグ，パラリンピックフラッグの両旗が県内各地を巡回するフラッ

グツアーに先立ち，カシマスポーツセンターで受渡しのセレモニーが開催された。鹿嶋

市では 7月 30日から 8月 1日までフラッグの展示を行った。 
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○参考５ 

東京２０２０オリンピックのカウントダウンボード披露〔H29.10.21〕 

 鹿嶋まつりのオープニングセレモニーで，東京２０２０オリンピック開催までの日数

を表示するカウントダウンボードを披露 

※ 現在，鹿嶋市役所と大野出張所に設置している。 

 

○参考６ 

オリンピック標語コンクールを開催［H30.3.19］ 

 本市内で開催される東京オリンピックを盛り上げていくため,市内の小中学校及び県

立鹿嶋特別支援学校の児童生徒を対象に，オリンピックへの夢や希望，将来の夢などテ

ーマとしたコンクールを実施。4302 点の応募作品の中から，選ばれた市長賞 3 作品，

教育長賞３作品の表彰式を実施しました。 
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○参考７ 

「サッカーフォーラム ｉｎ 鹿嶋」を開催［H30.3.31〕 

➢ 東京 2020 オリンピックの開催（サッカー競技）を記念し，元サッカー日本代表と

して活躍された，鹿島アントラーズ中田浩二氏，名良橋晃氏，ラモス瑠偉氏などをお招 

きし，オリンピックやサッカー競技をテーマにしたフォーラムを開催しました。 
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第１号議案                            

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会鹿嶋市推進協議会 

設立趣旨（案） 

 

 平成２９年７月１０日，国際オリンピック委員会（IOC）理事会において，茨

城県立カシマサッカースタジアムが，東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック競技大会におけるサッカー競技会場（会場名「茨城カシマスタジアム」）と

して承認されました。 

 

 オリンピックには世界中の国と地域から選手や大会関係者が参加するほか，

サッカー競技を開催する本市にも多数の観客が訪れます。さらに，オリンピッ

ク開催は全世界が注目するビッグイベントであり，テレビ配信等を通じて約４

８億人が観戦すると言われており，世界中の人に茨城鹿嶋の魅力を発信する絶

好の機会となります。このような中，本市は東京オリンピック・パラリンピッ

ク大会ビジョン「スポーツには 世界と未来を変える力がある。」に賛同した大

会づくりを目指すとともに，オール茨城・鹿嶋で大会を盛り上げることは大会

成功の重要な取り組みであります。 

 

 大会の成功に向けては，市民への機運醸成を図り，世界中から訪れる多くの

方々をあたたかく「おもてなし」するとともに，多くの来訪者の皆様が，安全

安心な環境で参加していただけるよう，東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会や茨城県をはじめ，関係機関と連携し，交通輸送や

セキュリティ，救急医療，環境美化などの対策を進める必要があります。また，

オリンピックを契機とした国際交流や地域の活性化を進めるとともに，大会の

開催効果をレガシーとして本市の更なる発展につなげていく必要があります。 

 

 このためには，多くの関係者（自治体，企業，学校，各種団体）の皆様のご

賛同・ご協力を得て，ここに「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競

技大会鹿嶋市推進協議会」を設立し，多様な主体が一丸となり，総力を結集し

て，開催準備から大会開催まで様々な取り組みについて万全を期するものであ

ります。 

 

  

 

 

資料２ 
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第２号議案 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会鹿嶋市推進協議会 規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本協議会は，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会鹿嶋市推

進協議会（以下「推進協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 推進協議会は，２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピック

競技大会（以下「大会」という。）鹿嶋市開催の成功に向け，行政と市民，事業者等

が一体となって開催準備を進めるとともに，関連事業の推進により，地域活性化に

資することを目的とする。 

（事業） 

第３条 推進協議会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

（１）大会開催に向けた関係者との調整に関すること。 

（２）大会開催機運の醸成に関すること。 

（３）ボランティア活動の推進に関すること。 

（４）文化・教育プログラムに関すること。 

（５）その他推進協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（組織） 

第４条 推進協議会は，会長，副会長及び次に掲げる機関・団体を代表する者をもっ

て組織し，別表１に掲げる職にある者をもって構成する。 

（１）国，県及び市等の行政関係 

（２）市議会議員及び鹿嶋市選挙区選出県議会議員 

（３）経済，商工業，観光物産，交通，教育，文化，医療，福祉，スポーツ及びその

他の分野における関係機関及び団体 

２ 委員が依頼時におけるそれぞれの所属機関・団体の役職を離れたときは，その後

任者が委員を務めるものとする。 

３ 会長は，必要と認めるときは，推進協議会に新たな委員を加えることができる。 

（役員） 

第５条 推進協議会に次の役員を置く。 

（１）会長    １名 

（２）副会長  若干名 

（３）監事   若干名 

２ 会長は，鹿嶋市長をもって充てる。 

３ 副会長及び監事は，委員の中から会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

 

資料３ 
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第６条 会長は推進協議会を代表し，会務を総理する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，あらかじめ会長が指名した副

会長がその職務を代理する。 

３ 監事は，会計を監査する。 

（顧問及び参与） 

第７条 推進協議会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は，会長が委嘱する。 

３ 顧問は，会務の重要な事項について，会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は，会長が必要と認める事項について，会長の諮問に応じ助言を行う。 

 （会議の種類） 

第８条 推進協議会に総会を置く。 

２ 会長は，推進協議会の目的を推進するために必要があると認めるときは専門部会

を置くことができる。 

３ 専門部会の組織及び運営に関して必要な事項は会長が別に定める。 

（総会） 

第９条 総会は，会長，副会長，監事及び委員をもって構成し，次に掲げる事項につ

いて審議し，議決する。 

（１）推進協議会の活動に係る基本方針に関すること。 

（２）事業計画及び予算，決算に関すること。 

（３）規約の制定及び改廃に関すること。 

（４）その他第２条の目的の達成のために必要と認められること。 

２ 総会は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

３ 総会は，会員の過半数の出席により開会し，議決することができる。ただし，総

会に出席できない委員は，あらかじめ通知された事項について，代理人に権限を委

任し，又は，書面で議決に加わることができる。 

４ 総会の議事は，出席委員（代理人に権限を委任し，又は，書面で議決に加わった

ものを含む。）の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

５ 会長が必要と認めるときは，委員以外の者に出席を求めることができる。 

（会長の専決処分） 

第１０条 会長は総会の権限に属する事項で，軽易なもの，又は総会を招集するいと

まがないときは，その議決すべき事項を専決処分することができる。 

（事務局） 

第１１条 推進協議会の事務を処理するため，鹿嶋市政策企画部内担当課に事務局を

置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は会長が別に定める。 

（財務） 
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第１２条 推進会議の経費は，市費，その他の収入をもって充てる。 

２ 推進協議会の会計年度は，４月１日から翌年３月３１日までとする。 

３ 推進協議会の会計に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

 （補則） 

第１３条 この規約に定めるもののほか，推進協議会の運営に関し必要な事項は，会

長が別に定める。 

 

附則 

１ この規約は，平成３０年  月  日から施行する。 
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別表１（協議会の構成団体） 

所 属 等 役 職 等 

鹿嶋市 市長 

鹿嶋市議会 議長 

鹿嶋市商工会 会長 

鹿嶋市観光協会 会長 

鹿嶋市体育協会 会長 

鹿嶋市議会東京 2020オリンピック 

推進調査特別委員会 
委員長 

鹿嶋市 副市長 

鹿嶋市教育委員会 教育長 

国土交通省鹿嶋国道出張所 所長 

筑波大学体育専門学群 教授 

茨城県議会（鹿嶋市選挙区選出） 議員 

茨城県鹿嶋警察署 署長 

茨城県県民生活環境部 
オリンピック・パラリ

ンピック監 

茨城県潮来土木事務所 所長 

茨城県潮来保健所 所長 

（社）鹿島医師会 会長 

鹿島地方事務組合消防本部鹿嶋消防署 署長 

鹿島地方事務組合消防本部大野消防署 署長 

鹿嶋市消防団 団長 

鹿嶋地区交通安全協会鹿島支部 支部長 

鹿嶋地区交通安全協会大野支部 支部長 

東日本旅客鉄道㈱鹿島神宮駅 駅長 

鹿島臨海鉄道株式会社 代表取締役副社長 
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関東鉄道(株)潮来営業所 所長 

東京電力パワーグリッド株式会社竜ヶ崎支社 鹿嶋事務所長 

鹿島神宮 禰宜 

茨城県立鹿島高等学校 校長 

茨城県立鹿島灘高等学校 校長 

学校法人清真学園高等学校 校長 

学校法人鹿島学園高等学校 校長 

鹿嶋市教育会 会長 

鹿島中央ロータリークラブ 会長 

鹿島ライオンズクラブ 会長 

(公社)かしま青年会議所 理事長 

しおさい農業協同組合 組合長 

鹿島灘漁業協同組合 組合長 

鹿嶋市建設業協同組合 理事長 

鹿嶋市旅館組合 組合長 

鹿嶋市飲食店協同組合 理事長 

新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 所長 

㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長 

鹿嶋市金融団 幹事支店長 

鹿嶋郵便局 局長 

エフエムかしま市民放送㈱ 代表取締役 

鹿嶋市区長会 会長 

鹿嶋市まちづくり連絡協議会 会長 

鹿嶋市社会福祉協議会 副会長 

鹿嶋市シニアクラブ連合会 副会長 

鹿嶋市ＰＴＡ連絡協議会 会長 
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鹿嶋市青少年育成市民会議 副会長 

鹿嶋市子ども会育成連合会 会長 

鹿嶋市環境サポーター推進協議会 会長 

かしま環境ネットワーク 会長 

インファイト 代表 

鹿嶋市文化協会 会長 

鹿嶋市国際交流協会会 会長 

かしまスポーツクラブ 理事長 

(公財)鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 常務理事 

鹿嶋市サッカー協会 会長 

鹿嶋ふるさとガイド 会長 

スタジアム大通り緑化実行委員会 委員長 

ふれあい大通りをきれいにする会 会長 

鹿嶋市議会 副議長 

鹿嶋市議会議員  

  

 



（敬称略・順不同）

所　属　等 氏　　名 役職（案）

鹿嶋市長 錦織  孝一 会長

鹿嶋市議会議長 池田 芳範

鹿嶋市商工会長 水島　正人

鹿嶋市観光協会長 城内　洋二

鹿嶋市体育協会長 原　　弘

鹿嶋市議会東京2020オリンピック推進調査特別委員会委

員長

河津　　亨

鹿嶋市副市長 市村　　修

鹿嶋市教育長 川村　　等

国土交通省鹿嶋国道出張所長 佐々木　武美

筑波大学体育専門学群教授 真田　　久

茨城県議会議員（鹿嶋市選挙区選出） 田口　伸一

茨城県鹿嶋警察署長 堀口　慶二

茨城県県民生活環境部オリンピック・パラリンピック監 工藤　英明

茨城県潮来土木事務所長 鯉渕　宏一

茨城県潮来保健所長 石田　久美子

社団法人鹿島医師会会長 横田　廣夫

鹿島地方事務組合消防本部鹿嶋消防署長 長岡　克美

鹿島地方事務組合消防本部大野消防署長 錦織　誠司

鹿嶋市消防団長 坂本　仙一

鹿嶋地区交通安全協会鹿島支部長 青野　　廣

鹿嶋地区交通安全協会大野支部長 絹張　冨士男

東日本旅客鉄道㈱鹿島神宮駅長 越川　浩三郎

鹿島臨海鉄道株式会社代表取締役副社長 鈴木　哲也

関東鉄道株式会社潮来営業所長 穴田　　修

東京電力パワーグリッド株式会社竜ヶ崎支社鹿嶋事務所

所長

茅根　文明

鹿島神宮 天海　尉之

茨城県立鹿島高等学校長 池田　光明

茨城県立鹿島灘高等学校長 平山　茂男

学校法人清真学園高等学校長 大津　浩美

学校法人鹿島学園高等学校長 石塚　孝男

鹿嶋市教育会会長（平井中学校長） 小原　俊弥

鹿島中央ロータリークラブ会長 小野　一威

鹿島ライオンズクラブ会長 小副川　千尋

(公社)かしま青年会議所理事長 須藤　　謙

しおさい農業協同組合長 安藤　昌義

鹿島灘漁業協同組合長 小野　　勲

鹿嶋市建設業協同組合理事長 阪口　樹利

鹿嶋市飲食店協同組合理事長 今泉　康夫

新日鐵住金株式会社鹿島製鐵所所長 佐藤　直樹

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長 庄野　　洋

鹿嶋市金融団幹事（茨城県信用組合鹿島支店長） 袴塚　　敦

鹿嶋郵便局長 山田　俊弘

委員

鹿嶋市推進協議会　名簿(案)

副会長
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所　属　等 氏　　名 役職（案）

エフエムかしま市民放送㈱代表取締役 近藤　　良

鹿嶋市区長会長 藤﨑　二三男

鹿嶋市まちづくり連絡協議会長 谷田川　雄一

鹿嶋市社会福祉協議会副会長 橋本　重彦

鹿嶋市シニアクラブ連合会副会長 高橋　正美

鹿嶋市ＰＴＡ連絡協議会長 宮﨑　美樹

鹿嶋市青少年育成市民会議副会長 津島　　隆

鹿嶋市子ども会育成連合会長 髙野　眞理子

鹿嶋市環境サポーター推進協議会長 渡辺　正男

かしま環境ネットワーク会長 岡田　淳

インファイト代表 栗原　直也

鹿嶋市文化協会長 谷田川　卓

鹿嶋市国際交流協会長 溝口　輝明

かしまスポーツクラブ理事長 小野　忠志

公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団常務理事 髙田　国男

鹿嶋市サッカー協会長 内野　　浩

鹿嶋ふるさとガイド会長 河本　正志

スタジアム大通り緑化実行委員会委員長 村田　司郎

ふれあい大通りをきれいにする会長 角南　好彦

鹿嶋市議会副議長 西塚　保男

鹿嶋市議会議員 飯塚　俊雄

鹿嶋市議会議員 内田　政文

鹿嶋市議会議員 根崎　　彰

鹿嶋市議会議員 田口　　茂

鹿嶋市議会議員 立原　弘一

鹿嶋市議会議員 篠塚　洋三

鹿嶋市議会議員 小池　みよ子

鹿嶋市議会議員 山口　哲秀

鹿嶋市議会議員 出頭　克明

鹿嶋市議会議員 宇田　一男

鹿嶋市議会議員 栗林　京子

鹿嶋市議会議員 樋口　富士男

鹿嶋市議会議員 菅谷　　毅

鹿嶋市議会議員 川井　宏子

鹿嶋市議会議員 池田　法子

鹿嶋市議会議員 小松崎  敏紀

鹿嶋市議会議員 笹沼  康弘

参与

委員
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各部会から事業などの提案 事業の承認 

（仮称）東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会鹿嶋市推進協議会の設置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

専門部会 

 各分野における専門的な事業提案・実施の中心的な役割を担うことを目的として，３つの専門部会を設置する。 

【設置目的】 

 東京 2020 オリンピック競技大会の機運を盛り上げるとともに，茨城カシマスタジアムにおけるサッカー競技の開催準備を円滑に

進め，大会を成功に導くため，鹿嶋市長を会長とし,市内の関係団体を含め官民一体となった推進組織を設置する。 

〔構成員〕 

・市長，副市長，教育長等 

・市議会議長，関係委員会委員長等 

・スポーツ団体，交通団体，経済団体，医療，福祉団体等の長 

・道路管理関係者 等 

○専門部からの提案などを審査し，承認する。 

(仮称)東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 

鹿嶋市推進協議会（案） 

 

＜ボランティア部会＞ 
【構成員】 

教育，国際交流，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 等 
【検討事項】 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集 外国人受入対策 
  事前研修   等 
 
○ボランティア活動の育成支援，スポー
ツ文化の発展及び教育・文化活動の推進 

＜機運醸成・おもてなし部会＞ 
【構成員】 

経済団体，観光宿泊関連団体，観
光，スポーツ，学識経験者 等 

【検討事項】 
観光情報の発信， 

イベント等機運醸成 等 

○大会機運の醸成，カシマの復興を世界
へ発信，観光振興と魅力の発信 

＜大会運営調整部会＞ 

【構成員】  

警察，消防，医療，道路管理者 

交通団体 等 

【検討事項】 

輸送対策，救急医療，防災，セキュリ
ティ等 

 

○カシマの復興を世界へ発信 

参考 

1
9
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第３号議案 

資料４ 

 

 

 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

鹿嶋市の取り組みに関する基本的な考え方（案） 

 

１ 策定の趣旨 

茨城カシマスタジアムにおいて，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。)サッカー競技が開催されます。 

東京２０２０大会では，本市に選手，スタッフをはじめ，メディア関係者や

観客など，世界中から多数の来場が見込まれるとともに，会場地である本市に

関する情報が国内外に発信されます。 

スポーツの祭典を起爆剤に本市の観光や文化など，多様な分野で新たな発展

や質的向上をもたらすことが期待されています。 

そのため，本市としては，東京２０２０大会の開催を地域活性化を促進する

絶好の契機として捉え，本市の持続的な発展へとつなげるため，地域スポーツ

の振興や観光客の増加，国際理解の推進など，まちづくりの各分野においてレ

ガシーの創出を図ってまいります。 

また，国においては，平成２７年１１月に閣議決定された「２０２０年東京

オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する

施策の推進を図るための基本方針」の中で，「『復興五輪』として，東日本大

震災からの復興の後押しとなるよう被災地と連携した取組を進めるとともに，

被災地が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する」ことを示しています。

さらには，公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会においても，「復興・オールジャパン・世界への発信」を方針の柱の１つと

して取組を進めていくこととしています。 

これらの基本方針を踏まえ，競技開催市である鹿嶋市として，東京２０２０

大会に向けて取り組むべき施策の基本的な考え方と方向性を示すものです。 

 

※ レガシー：オリンピック等の開催に伴って生み出される後世に残すべき有形又は無形の遺産のこと。 
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２ 取り組みの方向性 

(1) 取り組みの基本的な考え方 

東京２０２０大会の開催を契機に，鹿嶋市第３次総合計画に掲げる「スポー

ツでつながるまちづくり」の更なる推進を図るとともに，本市の多様な魅力を

世界に発信します。 

さらに，未来を担う子どもたちが夢と希望を持ち，にぎわいと活力を生み出

し，本市が持続的に発展することを目指し，市民との共創により全市を挙げて

オリンピックの成功に向けた取り組みを推進します。 

(2) 取り組みの方向性 ～５つの柱～ 

〔ア〕大会機運の醸成 

開催に向けた機運を高めるため，市民や未来を担う子どもたちとともに

次の取り組みを実施します。 

 

①  取り組み 

□ 機運を高めるイベント・スポーツ大会の実施 

    ・鹿嶋まつりなど既存イベントを活用した機運醸成 

   ・オリンピック・パラリンピック開催記念イベントの開催 

   ・東京 2020 参画プログラム実施の推進 

   ・オリンピック機運醸成等補助金の実施 

□ 啓発物品等の配布，市報・HP 等を活用した機運醸成 

・（仮称）オリパラだよりの発行 

□ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

・オリンピアン・サッカー協会関係者を招いたフォーラムの実施 

・一校一国運動 

・学校・図書館・公民館へのオリンピック・パラリンピック特設ブ

ースの設置 

・市職員向け英語講座等の実施 

□ 市内の関係団体・市民との共創によるオリンピック・パラリンピッ

ク関連事業の実施 

□ 茨城県及び近隣自治体と連携した関連事業の実施 

・アントラーズホームタウン事業との連携事業の実施 

□ 聖火リレーへの対応 
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② 取り組みにより期待されるレガシー 

・ スポーツ文化に対する理解と参加意識の向上 

・ 自治体間連携の強化 

・ 多文化共生，平和理念などの定着・浸透  

〔イ〕カシマの復興を世界へ発信 

大会が開催される平成３２年は，東日本大震災から９年となり，政府が

被災直後に策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」における復興

期間の最終年度に該当します。  

復興五輪としても位置付けられている，東京２０２０大会の開催市とし

て，被災した鹿嶋市が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信し，復興支

援に対する感謝とともに，活力と魅力ある本市の姿をＰＲするため次の取

り組みを実施します。 

 

① 取り組み 

□国内外へ復興に関する情報を発信 

・東京２０２０大会と連動し，様々な媒体や機会を利用した「被災か

らの復興」の情報発信や本市への来訪を促すＰＲ事業 

    □安全安心なまちづくり（防犯，防災，交通安全対策） 

    ・オリンピックを見据えた公共交通の充実 

    ・国道・県道・市道への外国語併記サインの設置 

② 取り組みにより期待されるレガシー 

・東日本大震災に際しての多くの支援に対する感謝の意を伝え，これ 

による交流の機会の拡充 

・震災の風化防止と記憶の伝承 

・地域の防災力及び危機管理能力の向上 

  ・防犯，防災対策力の充実 

  ・外国人来訪者等への対応の充実    

〔ウ〕 ボランティア活動の育成支援 

大会全体で８万人規模のボランティアが必要とされていることから，本

市においても東京都，東京オリンピック・パラリンピック組織委員会，茨

城県等と連携しながら，市民のボランティア参加を支援するため，次の取

り組みを実施します。 
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① 取り組み 

□市民のボランティア参加促進事業 

・国際交流や地域交流，社会福祉，スポーツに関する既存団体を母体

とする体制づくり 

・大会ボランティア，都市ボランティア等の募集，活動支援 

    ・スポーツイベントボランティアとの連携（茨城国体ボランティア組 

織との連携） 

    ・外国人おもてなし講座等の実施 

②  取り組みにより期待されるレガシー 

・ボランティアに対する市民意識の向上 

・市民共創によるまちづくり意識の醸成 

・来訪者に対するおもてなし環境の充実 

  ・関連道路での花いっぱい運動の継続実施・拡充 

 

〔エ〕 スポーツ文化の発展及び教育・文化活動の推進 

スポーツに対する関心，健康への意識の醸成，障がい者に対する理解の

深化，本市の教育と文化の発展を目的に，次の取組みを実施します。 

 

① 取り組み 

□スポーツを「する」「観る」「支える」環境の充実 

・アントラーズと連携したオリンピック周知活動 

□文化プログラムの発信 

・古武道文化等，本市独自の文化の発信・体験機会の創出 

    □オリンピリズムを踏まえた教育・文化活動の推進 

    ・オリパラ教育の推進 

    ・英語力向上事業 

    ・オリパラ直接体験事業 

・郷土料理の開発提供等 

    ・健康教育の推進 

 

 

② 取り組みにより期待されるレガシー 

・「スポーツでつながるまちづくり」の発展 

・本市への愛着・誇りの醸成 

・市民交流や国際交流の発展 
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・オリンピリズムの理念を理解し，平和の尊さを育む 

・市民がスポーツに親しむ機会や交流の充実 

    ・インクルーシブ教育の充実 

    ・国際理解教育の充実 

    ・キャリア教育の充実 

    ・郷土理解の充実 

※ 文化プログラム：オリンピック憲章において定める，開催国の文化を 

世界に発信するために行うイベント等の計画のこと。 

※オリンピリズム：スポーツを通して心身を向上させ，文化・国籍など様々 

な差異を超え，友情・連帯・フェアプレーの精神をも 

って理解し合うこと。 

 

〔オ〕観光振興と魅力の発信 

国内外から多くの方々が本市を訪れることから，本市の魅力を発信し，

観光振興につなげることを目的に，次の取り組みを実施します。 

 

①  取り組み 

□ 観光資源の情報発信 

・ホームページの充実 

・多言語観光パンフレットの作成 

□ 国内外の来訪者等との交流機会の充実 

・体験型観光イベントの開催 

□ 国内外の来訪者の受入体制整備 

・多言語対応の観光案内板設置 

・wifi 環境の充実 

・外国語観光ボランティアの配置 

・宿泊おもてなし講座の開催 

② 取組により期待されるレガシー 

・国内外の観光客の増加 

・観光産業の活性化 

・外国人や来訪者へのおもてなしの充実（リピーターの増加） 
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 第 4号議案                            資料５ 

 

東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会鹿嶋市推進協議会 

平成３０年度事業計画（案） 

 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を成功に導くため，基本的な

考え方に基づき，次の事業を実施する。 

 

＜機運醸成＞ 

○ 開催に向けての機運の醸成 

  ・ＰＲのぼり設置や卓上のＰＲグッズの設置 

  ・鹿嶋まつり等のイベント会場でのブース展示 

  ・ホームページのリニューアルなど情報発信基盤の強化 

＜大会準備＞ 

〇 茨城県や東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会との調整 

・交通輸送対策：県輸送会議などでの協議 など   

＜ボランティア＞ 

〇 ボランティア募集方法の検討 

○ 都市ボランティアの募集事務等 

＜聖火リレー＞ 

○ 茨城県で設置予定の専門部会での意見交換 

＜機運醸成・おもてなし＞ 

 〇 観光情報の発信，復興支援への感謝，イベント等機運醸成等，文化スポーツ分

野の公認プログラムの促進 

＜その他＞ 

○ 上記に掲げるほか，本推進協議会の目的達成に必要な事業 

 

（参考） 

機運醸成に係るイベント等の費用・経費について，２７４万円は市の予算から支出

予定です。 



 今後のスケジュール 

年     度 ２０１８ ２０１９ ２０２０ 

大     会 東京大会 

東京2020 
オリンピック 
組織委員会及び

茨城県 

機運醸成 

大会準備 

大会ボラン
ティア等 

 聖火 
 リレー 

鹿嶋市推進協議会 

総会 

専門 
部会 

  ●機運醸成・おもてなし部会 

  ●大会運営調整部会 

  ●ボランティア部会 

聖火リレー
実施 

● ルート概要発表 

● 聖火リレールート検討（県部会にて）  

● 大会２年前イベント ● 大会１年前イベント 

設立総会・第1回 第２回総会 
第３回 
 総会 

東京2020参画プログラム 
 
 

大会マスコット発表 

大会及び都市ボランティア募集開始（9月頃） 

書類選考，面接 

研修 

● 東京2020参画プログラム「応援プログラム」対象拡大 
 （市町村，自治会・町内会，商店街，NPOなど） 

順次 
立上げ 

    

大会運営調整（輸送、宿泊、セキュリティなど） 

会場整備（仮設設備・設計，整備） 

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会 

その他の部会 
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