
  

 

東京 2020オリンピック競技大会 

鹿嶋市ボランティア募集要項 
 

■はじめに 

本市に所在する茨城カシマスタジアムを舞台に，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。）のサッカー競技が，延べ８日間，１１試合開催され，国内の

みならず世界中の国と地域から，選手や大会関係者，観客等多くの方々が鹿嶋市を訪れます。 

市では，これらの多くのお客様が快適な環境で試合を観戦し，市内観光を楽しんでいただくために，

大会開催時及びその前後の期間において，鹿島神宮周辺での観光案内や市内幹線道路の清掃美化，

市主催のオリンピック関連イベントの補助等を通じて本市のＰＲを行う，「鹿嶋市ボランティア」

を募集します。 

大会ボランティアや茨城県都市ボランティアの皆さんとともに，一丸となって東京2020大会を盛り

上げていきましょう。 

「東京2020大会を成功させたい」という熱意をお持ちの方，オリンピックに興味関心をお持ちの方

の応募をお待ちしております。 
 

■東京２０２０大会概要 

 

＜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）競技数３３競技 

 

■サッカー競技開催概要（茨城カシマスタジアム） 
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3 位決定戦 

※国際サッカー連盟（FIFA）の委員会で最終決定されるため，変更となる可能性があります。 

 

■都市ボランティアの役割 

「都市ボランティア」は，選手をはじめとする大会関係者や国内外からの観客等を「おもてな

しの心」を持ってお迎えし，安全で快適な環境で試合観戦を楽しめるように各種のサポートを行

うとともに，都市の魅力の案内役として，観光や物産等の都市の魅力を広くＰＲする重要な役割

が期待されています。 

※東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が募集する大会ボランティアとの違

いは，大会ボランティアが競技会場などの大会関係施設において，会場内誘導・案内や受付，競

技運営サポート，メディア対応などを行うのに対し，「都市ボランティア」は，主に会場周辺の

駅やバス停等の交通拠点や観光地において各種案内を行っていただくという点で違いがあります。 

 

■鹿嶋市ボランティアの募集人数 

１２０人程度  

 



  

 

■活動期間 

「サッカー競技開催概要（茨城カシマスタジアム）」に記載した日程の前後数日を含む期間が

活動日となります。 

 

※上記期間中に，３日間以上（連続した日程でなくても可）活動いただける方を募集します。 

※活動日程が重複しなければ，大会ボランティア・茨城県都市ボランティアに登録済みの方も応 

募可能です。ただし，日程の調整は各自の責任において行ってください。 

 

■活動時間 

１日当たり５時間程度 

※活動時間は１日当たり５時間程度を予定していますが，役割や配置場所に応じて活動時間が異

なることがあります。 

※活動開始前・活動終了後に各３０分程度のミーティングを実施します。 

※活動時間において、適宜、休憩時間を設定します。 
 

■応募条件 

①２００５年（平成１７年）４月１日以前に生まれた方 

②日本国籍を有する方又は日本に居住する資格を有する方 

③日本語による簡単な会話（意思疎通）ができる方 

※事務局等との選考・研修等でのやりとりや，ボランティア同士の意思疎通を図るため。 

 

■積極的に応募していただきたい方 

①東京２０２０大会の成功に向けて情熱を持って取り組んでいただける方 

②お互いを思いやる心を持ち，チームとして活動できる方 

③ボランティア経験がある方 

④鹿嶋市内の地理，観光，交通案内等に関する知識やスキル・経験を活かしたい方 

⑤英語やその他言語及び手話等のスキルを活かしたい方 

⑥２００２年サッカーＷ杯鹿嶋開催時にボランティア活動をしていた方 

 

■募集期間 

２０１９年（平成３１年）４月５日（金）から６月７日（金）まで 

※インターネット（電子申請）による応募は，締切日当日の２３時５９分まで，郵送による締 

切日は，締切日当日の消印有効となります。 

※応募状況等を勘案し募集期間を延長する場合があります。 

 
■応募方法 

インターネット（電子申請）・郵送・鹿嶋市役所窓口での受付（本庁舎のみ）のいずれかの方

法で応募してください。 

 

※インターネットで応募する場合 

応募期間内に以下のホームページにアクセスし，応募フォーム（茨城電子申請システム）か 

らお申し込みください。 

 

https://s-kantan.jp/city-kashima-ibaraki-u/offer/ 

offerList_detail.action?tempSeq=9383 

 

 

 



  

 

 

 

※郵送で応募する場合 

応募用紙に必要事項を記入し，下記の応募事務局宛てに送付してください（封筒代，切手代 

は応募者様のご負担となります）。 

 

＜郵送先＞ 〒３１４－８６５５ 鹿嶋市平井１１８７－１ 

鹿嶋市政策企画部オリンピック・パラリンピック課 ボランティア募集事務局 

 

※提出された応募用紙は返却されませんので，事前にコピーなど控えをお取りください。 

※応募後の各種ご連絡は原則電子メールにより行いますので，パソコン・タブレット・スマート 

フォン等の電子メール受信環境をお持ちでない方は，インターネットへ接続し電子メールでの

やりとりができる環境を整えてください。 

 

＜応募単位＞ 

個人又はグループ単位での応募が可能です。 

【グループによる応募の場合】 

・１グループ４名までとさせていただきます。書類選考及び面接はグループのメンバー全員に 

対して実施します。 

・応募に当たっては，必ず代表者を選定いただきます。申込書に代表者が記載されていない場 

合は，応募事務局にて代表者を選出させていただきます。 

・活動に当たっては，原則グループ単位での配置とさせていただきますが，活動日ごとの状況 

によってご希望に添えない場合もあります。 

 

■活動区分，活動場所等の想定 

活動区分 活動内容 活動場所の例 想定人数 

観光案内・誘導 ・観光ガイド 

・観光ガイドマップの

配付，観光情報の提供 

・土産物，飲食物等の

ＰＲ 

・宿泊対応補助等 

・高齢者，障がい者な

どのサポートが必要な

方の対応 

・外国語対応 

・鹿島神宮周辺 

・城山公園周辺 

・鹿島神宮駅～神宮参道 

など 

50人程度 

清掃美化 ・市内観光地，幹線道

路沿線等の清掃美化活

動 

・鹿島神宮周辺 

・城山公園周辺 

・幹線道路沿線など 

30人程度 



  

 

市イベント運営

サポート 

・イベント会場におけ

る各種案内，誘導 

・外国語対応 

・急病やけが等の救護

対応 

・高齢者，障がい者な

どのサポートが必要な

方の対応 

・パブリックビューイン

グ会場 

・オリンピック関連イベ

ント会場 

40人程度 

※活動区分毎の想定人数は，今後変更になる可能性があります。 

※今後，上記以外の業務が追加になる可能性があります。 

※活動区分，活動場所等は必ずしも希望どおりにならない場合があります。 

■今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は現段階の予定であり変更となる場合があります。 

 

■選考 

応募された内容を基に，市担当課並びに東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会鹿嶋

市推進協議会ボランティア専門部会員等による面接を実施し，書類選考・面接の結果は，全員に

お知らせします。 

※募集状況等によっては面接を実施しない場合があります。 

※選考の基準，結果についての情報は公表いたしません。あらかじめご了承願います。 

 

■研修 

市ボランティアとして採用が決定した方に対して，東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会に関する理解の促進や，ボランティア活動に関する基本的な事項について共有するこ

とを目的とした研修を実施します。 

 

区分 主な内容 

共通研修 ・東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関する基礎的知識について 

  ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ全般 

  ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの理念 

(多様性の理解，共生社会，ユニバーサルデザイン，持続可能性

等) 

・障がいへの理解について 

・サッカー競技について 

日程 内容 

2019年4月5日～6月7日 ボランティア募集期間 

2019年7月～9月 書類選考・面接 

2019年10月頃 書類選考・面談の結果通知，ボランティア採用 

2019年10月～ 共通研修 

2020年3月頃 役割・配置等決定 

2020年3月頃～ 役割別研修 

2020年6月頃 ユニフォーム等配付・受取 



  

 

・鹿嶋市に関する基礎的知識について 

 (市の概要，観光，特産品，歴史文化等) 

・その他(多言語対応等) 

役割別研修 ・観光案内・誘導，清掃・美化，イベント補助の活動区分別に，

必要な知識や来訪者の基本的な対応方法を習得する。 

配置別研修 ・活動区分毎に配置場所を想定したシミュレーションを行い，事

前に課題抽出を図るとともに，対応能力の向上を図る。 

※研修会場は，鹿嶋市内を予定しています。 

※研修内容は現段階の予定であり，今後変更となる可能性があります。 

【研修の方法】 

 上記の研修の方法は，Ｅ－ラーニング，テキスト配付による座学研修，セミナー形式などを 

予定しています。 

 

■活動に当たり提供する物品等 

・ユニフォーム（シャツ，帽子） 

・ボランティア活動向けの保険 

・活動時間中の飲食 

・活動日における交通費相当として一定程度の金券を支給予定 

・活動証明書（希望者） 

※面接，研修会場までの交通費及び宿泊は，自己負担・自己手配となります。 

※活動期間中における滞在先までの交通費及び宿泊は，自己負担・自己手配となります。 

 

■登録の取消し 

採用された方は、「東京 2020大会鹿嶋市ボランティア」として登録されます。 なお，本人の

申出による他，研修に参加しない場合，東京 2020 大会のイメージ等を損なう行為やチームワーク

を著しく害する行動，その他の迷惑行為，申込み時に申告した事項について事実と異なる内容が

判明した場合等は登録を取り消すことがあります。 

 

■注意事項 

・応募は 1人 1回とします（重複応募は認められません。）複数の応募をされた場合，無効と 

なる場合があります。 

・応募用紙に虚偽の記載をした場合や記載に不備がある場合には，応募を無効とします。 

・応募用紙に記載いただいた住所・メールアドレス宛に各種の連絡をします。記載いただいた 

 メールアドレスに採用通知等重要な連絡が届きますので，下記の鹿嶋市ボランティア募集事

務局からのメールアドレスを受信できるように各自設定をしてください。 

 

鹿嶋市ボランティア募集事務局アドレス 2020volunteer.ksm@city.ibaraki-kashima.lg.jp 

・応募者の都合によりメール・郵送でのお受取ができない場合，合否通知等の到達についての 

 責任は負いかねますのでご注意ください。 

・住所・メールアドレス等に変更が生じた場合には速やかに鹿嶋市ボランティア募集事務局ま 

 でご連絡ください。 

・面接時にご本人確認を行います。氏名・住所・生年月日が記載された顔写真付の証明書 

（運転免許証，パスポート等）をご用意ください。 

・面接，研修，ボランティア活動中の写真や映像等が茨城県，鹿嶋市の広報等（ウェブ、テレ 

ビ，資料等）で使用すること，また報道機関に撮影・使用されることがありますので，予めご

了承ください。 

 

■個人情報の利用 



  

 

・申込書等で提供いただいた個人情報は，厳重な管理のもと，ボランティアの管理・運営，研

修その他の案内等に利用し，それ以外の用途で利用することはありません。 

・鹿嶋市ボランティアの個人情報の管理等を第三者に委託する場合があります。その場合にお 

ける応募者の個人情報は，鹿嶋市の監督の下，委託業者と共有します。 

 

■お問合せ 

＜応募事務局＞ 

鹿嶋市政策企画部オリンピック・パラリンピック課内 鹿嶋市ボランティア募集事務局 

〒314-8655 茨城県鹿嶋市平井 1187 番地 1 

TEL:0299-82-2911（内線）513   E-mail:2020volunteer.ksm@city.ibaraki-kashima.lg.jp 

TEL:0299-82-2911（内線）513
mailto:chibavola2020@pref.chiba.lg.jp

