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2020大会の開催都市決定から大会開催までの県内の主な動き

2015年度以前 2016年度 2017年度

東京2020大会
（p.16~108）

オール千葉の
体制づくり
（p.110~117）

事前キャンプ誘致・
ホストタウン交流
（p.118~153）

パラスポーツ振興
（p.154~167）

オリパラ教育
（p.168~187）

機運醸成・文化振興
（p.188~215）

おもてなし・魅力発信
（p.216~247）

2013.9
2020年大会の開催都市
が東京に決定

開催 3 年前イベント

2016.12
釣ヶ崎海岸でオリンピックの
サーフィン競技開催決定

2015.6
幕張メッセでオリンピック
３競技の開催決定

2015.11
幕張メッセでパラリンピック
４競技の開催決定

2016~
幕張メッセ大規模改修

幕張メッセ

2013.11
千葉県東京オリンピック・パラリンピック
戦略推進本部設置

2014.11
2020年東京オリンピック・パラリンピック
CHIBA推進会議設置

2015.3
2020年東京オリンピック・パラリンピック
に向けた千葉県戦略策定

2017.7 
みんなで応援！千葉県
経済団体協議会設立

2017.12~
千葉県がオランダ
のホストタウンと
して登録・交流を
推進2016.1~

千葉県内の21市町が21カ国・地域の
ホストタウンとして登録・交流を推進

2016~
パラスポーツフェスタちば開催

2017.4
千葉県オリンピック・パラリ
ンピックを活用した教育の取
組方針策定

2017.7~8
開催３年前イベント開催

2017.10~11
開催1000日前
イベント開催

2017.7
東京2020大会に向けた
ボランティア推進方針
策定

ゴールボール体験会

車いすフェンシング体験会

写真：代表撮影／ AP ／アフロ

2015.8
世界陸上の事前キャンプを受け入れ

2015.6
千葉県スポーツコンシェルジュ設置

2016.2
JOCパートナー都市協定締結

2017~
オリンピック・パラリンピック
教育推進

2016~
パラスポーツフォー
ラム in CHIBA開催

2018.1~
学校訪問プロ
ジェクト実施

2016~
文化プログラム関連
イベント実施

2017.7~
おもてなしCHIBA
プロジェクト実施
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2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

東
京
２
０
２
０
大
会

2018~
釣ヶ崎海岸整備

2020.3
大会開催の１年延期決定

2020.7
JR上総一ノ宮駅
東口新設

2019.1
「スポーツを応援する
チーバくん」発表

2021.7.1~7.3
千葉県内でオリンピック聖火リレー実施

2021.7.23~8.8
オリンピック競技大会開催
（千葉県内では7.24～8.7に競技実施）

2021.8.18
千葉県内でパラリンピック聖火リレー
千葉県聖火フェスティバル実施

2018.7~8
開催２年前イベント開催

2019.3
開催500日前イベント開催

2018.8
オール千葉おもてなし隊結成

2018.9~12
都市ボランティア募集

2019.10~
都市ボランティア研修実施

2021.5~9
オンラインの活用等による
都市ボランティア活動実施

2021.7~8
千葉県および県内の15市が大会出場
14カ国の事前キャンプを受け入れ

事前キャンプ

文化交流

オリパラ教育
サーフィン体験会

開催１年前イベント

幕張メッセの新設エレベーター

I m̓POSSIBLEアワード

2017.7 
みんなで応援！千葉県
経済団体協議会設立

2017.7~8
開催３年前イベント開催

2021.8.24~9.5
パラリンピック競技大会開催
（千葉県内では8.25～ 9.5に競技実施）

2019.5~7
世界リレー、世界水泳の
事前キャンプを受け入れ

2019.3~
千葉県内を「スポーツを応援する
チーバくん」でいっぱいにする運
動を展開

© ロイター／アフロ

2019.7
開催１年前イベント開催

都市ボランティア


