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１ 区民懇談会（第２期）の開始に向けて 

平成 28 年（2016 年）９月より平成 30 年（2018 年）８月まで、計８回に渡り会合を

重ねてきた区民懇談会であるが、委員の任期は２年間となっており、平成 30 年（2018

年）８月 31日に更新を迎えた。 

再委嘱にあたり、新たな公募は行わず、現委員の再任を基本として依頼を行った結果、

再任 18 名、団体推薦による変更 8 名、辞退 4 名の回答があり、平成 30 年（2018 年）

10月の第 10回区民懇談会において、26名に委員の委嘱を依頼した。 

 

２ 第２期の取組 前半（平成 30年（2018年）９月から令和２年（2020年）３月まで） 

新たな懇談会委員のもと、令和２年（2020 年）３月までに全６回の懇談会を開催し

た。 

第９回懇談会は、第 10回懇談会においてこの間の取組状況を報告するための準備の

場として、「スポーツ」「地域活性」「こども」各実行委員会の委員が情報の共有を行っ

た。 

第 10回懇談会では、各実行委員会委員より、平成 30年度の事業報告及び令和元年度

の事業予定について報告があった。また、平成 30年（2018年）のテーマを「すぎなみ

版ボランティア」として話し合うこととなった。 

第 11回懇談会では、前回を受け、「すぎなみ版ボランティア」について、ボランティ

アの意識向上、一体感の創出方法等について意見交換を行った。 

第 12回懇談会では、「すぎなみ版ボランティア」のまとめを行い、ボランティア意識

の向上や一体感を醸成していくため、オリジナルユニフォームを制作してはどうかとの

結論を取りまとめた。 

第 13回懇談会では、すぎなみ版ボランティアの登録状況と活動報告を行うとともに、

令和元年（2019年）のテーマを「事前キャンプにおけるおもてなし」とすることとした。 

第 14 回懇談会は、新型コロナウイルス感染症の影響で通知による開催となった。通

知では、聖火リレーをはじめ、新たな事前キャンプ国受入れなど、令和元年（2019年）

の動きについて報告を行った。 

その後、イタリア・ウズベキスタン・パキスタンの３か国の事前キャンプを受け入れ

るにあたり、選手および関係者等へのおもてなしを中心に行う「おもてなし」実行委員

会が発足し、懇談会委員でもある板倉徳枝氏がその委員長となった。 

 

３ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期 

令和２年（2020年）３月、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、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。）の延期が決まった。 

延期される期間については、選手の選考、予選、準備等には一定程度の期間を要する

こと、また、輸送、ボランティア、そしてチケットホルダーにとっては、夏休み期間中

の方が望ましいと考えられること、更に新型コロナウイルス感染症の状況等が勘案され、

1年後の夏開催となった。競技日程についても、基本的にはそのまま１年後にスライド
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するような形で調整されることとなった。 

＜新たなスケジュール＞ 

■ 東京 2020 オリンピック 

令和３年（2021 年）7 月 23 日（金）～令和３年（2021 年）8 月 8 日（日） 

■ 東京 2020 パラリンピック 

令和３年（2021 年）8 月 24 日（火）〜令和３年（2021 年）9 月 5 日（日） 

 

４ 第２期の取組 後半（令和２年（2020年）４月から 12月まで） 

杉並区は、ホストタウンとしてイタリア・ウズベキスタン・パキスタンの事前キャン

プを受入れる予定であったが、大会の延期に伴い、リスケジュールを行うこととなった。

また、懇談会及び実行委員会では、事前キャンプでのウェルカムパーティ開催等を企画

していたが、これも事業の再構築が必要となった。 

このような状況の中、新型コロナウイルス感染症が猛威を奮っていた４～５月を避け、

７月に第 15回懇談会の開催を試みたが、再度感染拡大の兆候が見えたため、急遽第 14

回懇談会同様通知による開催に変更した。この通知では、大会が延期となったことを改

めてお知らせした上で、区が目指す大会後のレガシーや第１期の取組内容、そして今年

度新たに懇談会委員となった方の紹介を行った。 

また、第 16回懇談会も郵送での開催となり、東京 2020大会関連事業に係る区の取組

経過について報告を行うとともに、令和２年（2020年）12月 31日となっていた委員の

任期を、大会に準じて１年延期するため、再委嘱に関する依頼を行った。 

 

５ 各実行委員会による取組 

平成 30 年（2018 年）９月 ～ 平成 31 年（2019 年）３月 

実行委員会 開催日 取組内容 

スポーツ 

10 月 20 日 

和田堀公園野球場にて「クリケット体験会（レッツ

チャレンジ！クリケット！！）」を実施。 

（参加者数：100 人） 

３月 17 日 
西荻窪東銀座商店街の朝市会場にて「自由な卓球」

イベントを実施。（参加者数：74人） 

地域活性 ３月 16 日 
永福体育館にてビーチコートについて考えるワー

クショップを実施。（参加者数：37 人） 

こども 

７月 27 日 

産業商工会館にて令和２年（2020 年）の杉並を想像

しカルタに描くワークショップを実施。 

（参加者数：８人） 

11 月４日 

すぎなみフェスタの会場にて「杉並のいいところ」

や「自分の夢」などを葉形の紙に自由に書いてもら

いツリーのように展示するイベントを実施。 

（参加者数：140 人） 
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平成 31 年（2019 年）４月 ～ 令和２年（2020 年）３月 

実行委員会 開催日 取組内容 

スポーツ 10 月 20 日 

桃井第三小学校の校庭にて「クリケット体験会（レ

ッツチャレンジ！クリケット！！）」を実施。 

（参加者数：108 人） 

地域活性 10 月６日 

永福体育館にて杉並にイタリアビーチバレーボー

ルの関係者が来た時のおもてなしを考えるワーク

ショップを実施。（参加者数：19 人） 

こども 11 月２日、３日 
すぎなみフェスタ 2020 の会場にて、「オリパラソ

ル体験会」を実施。（参加者数：200 人） 

 

令和２年（2020 年）４月 ～ 12 月 

実行委員会 開催日 取組内容 

スポーツ 11 月７日、８日 
すぎなみフェスタ 2020 の会場にて「クリケット体

験会」を実施。（参加者数：1600 人） 

地域活性 ９月～10 月 

すぎなみの“おみやげ”公募コンテストを実施。 

（申込者数：27 人） 

結果、最優秀賞１点、他２点を採択。 

こども 11 月７日、８日 

すぎなみフェスタ 2020 の会場にて、「オリパラソ

ル体験会」と「ボッチャ体験会」を実施。 

（参加者数：1380 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリアビーチバレーボールの関係者が来た時のおもてなしを考える

ワークショップ＠永福体育館（2019. 10.6） 

ボッチャ体験会＠すぎなみフェスタ 2020

（2020. 11.7） 

クリケット体験会＠すぎなみフェスタ 2020

（2020.11.7） 

ビーチコートについて考えるワークショップ＠永福体育館

（2018.3.16） 
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６ 懇談会開催実績 

平成 30年度（2018年度） 

回数 開催日 主な議事 

第９回 ８月 17日 
「スポーツ」「地域活性」「こども」グループの取組

内容に対する現状報告 

第 10回 10月 22日 
委嘱式 

すぎなみ版ボランティアについて１ 

第 11回 12月 19日 すぎなみ版ボランティアについて２ 

第 12回 ２月４日 すぎなみ版ボランティアについて（まとめ） 

 

令和元年度（2019年度） 

第 13回 ９月 19日 
ボランティアの登録状況と活動報告 

聖火リレーについて 

第 14回 ３月 19日 
令和元年度（2019年度）の活動報告（総括） 

※郵送による通知のみ。 

 

令和２年（2020 年）４月 ～ 12 月 

第 15回 ７月 10日 

大会の延期について 

区が目指す大会後のレガシーについて 

第１期活動報告及び委員紹介 ※郵送による通知のみ。 

第 16回 12月 21日 
東京 2020大会関連事業に係る区の取組経過について 

再委嘱に関するお願い ※郵送による通知のみ。 
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７ 杉並区における東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた

懇談会委員名簿（令和２年（2020年）12月現在） 

№ 氏名 区分（推薦団体・役職等） 

1 明石 文子 杉並区町会連合会 

2 庄司 玉緒 杉並区商店会連合会 

3 上原 正 杉並区商店会連合会 

4 菅原 敬介 東京商工会議所杉並支部 建設分科会 

5 飯田 和憲 東京商工会議所杉並支部 

6 大場 淳一 東京商工会議所杉並支部 建設分科会 

7 加藤 尚志 杉並産業協会 

8 森屋 洋一 東京青年会議所杉並区委員会 

9 服部 洋 杉並区文化団体連合会 

10 板倉 徳枝 杉並区交流協会 

11 高橋 博 杉並区障害者団体連合会 

12 片山 真理子 杉並区立小学校ＰＴＡ連合協議会 

13 小早川 康子 杉並区立中学校ＰＴＡ協議会 

14 柗尾 秀治 杉並区体育協会 

15 西島 肇 杉並区スポーツ推進委員 

16 伊藤 歩 杉並区青少年委員協議会 

17 松原 隆一郎 東京大学大学院総合文化研究科 

18 結城 加奈子 区民（スポーツ経験者） 

19 高田 朋枝 区民（障害者スポーツ経験者） 

20 松原 弘和 区民（一般公募） 

21 近藤 眞司 区民（一般公募） 

22 河野  瑠瑠 区民（一般公募） 

23 綿野 知洋 区民（一般公募） 

24 後藤 裕子 区民（一般公募） 

25 プラディップ タパ 区民（一般公募） 

26 谷 浩明 広報専門監 

27 山ノ内 凛太郎 ファシリテーター 

28 米元 洋次 ファシリテーター 
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杉並区 区民生活部 文化・交流課 
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