
－1－ 

 

第６回「２０２０年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議」結果概要 

 

１．日  時：平成２８年９月１２日（月）１４時００分～１５時２４分 

２．場  所：三井ガーデンホテル千葉 ３階 平安南 

３．出 席 者：別紙のとおり 

４．議事概要 

（１）開会 

○司会 会議の開催に先立ちまして、委員の皆様にお知らせいたします。本会議につきまして

は、2020年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議設置要綱第６条により、原

則として公開するものとしておりますので、御了承願います。 

 また、報道の皆様にお願いがあります。会議のカメラ撮影は委員の紹介までとさせていただ

きます。 

 それでは、ただいまから、第６回2020年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進

会議を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます県東京オリンピック・パラリンピック推進課の

天野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）あいさつ 

○司会 それでは、次第により会議を進めさせていただきます。 

 本会議の会長である森田知事から御挨拶申し上げます。 

○森田会長 着席にて失礼をさせていただきます。 

 第６回推進会議の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、御多忙の中、御出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 リオデジャネイロオリンピックは大いに盛り上がり、現在開催されているパラリンピックも

世界の注目を集めているところでございます。リオ大会が終われば、いよいよ東京大会に向け

た取組が本格化してまいります。 

 皆さん、私は千葉県の知事にならせていただいて本当によかったなと思っていますよ。まさ

しく一気呵成ですよ、東京オリンピック・パラリンピック。それと私、この機に何とか千葉県

をもっともっと光り輝かせて、そして、県民が「私たちがオリンピック成功に向けて一翼を担
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ったんだぞ」という誇りと、それから頑張りが生まれるようにと思っていました。私の仲間の

県職員が頑張ってくれましたよ、皆さん。オリンピック・パラリンピック７競技、それからサ

ーフィンも、大体これも決まります。 

 私は、ただ千葉県が、こちらだけが盛り上がればいいということじゃありません。県全体を

盛り上げたい。だから、サーフィンは九十九里、外房を盛り上げるためにはどうしても必要だ

と思っていました。あとは経済的にも、それと同時に地元の人たちの親近感というか、盛り上

がりにも、事前キャンプというのは、大変に重要なんです。ですから、各都道府県みんな血ま

なこになってやっているんですよ。それで、まずアメリカの陸上を何とかとってまいりました。

それから、私たち、職員とチーム森田でございますから、みんなと話し合って、何とかオラン

ダ、この間の北京の世界選手権のときに来てもらったんだからということで、一つ一つ積み上

げていって、そしてオランダから22競技持ってくることができました。これはまさしく、各市

町村の皆さんに受け入れていただいて、そして、最高の環境をつくっていただく。これがイコ

ール我が千葉県の活性・活発につながるんではないかなと、そのように思っております。 

 ここまではよかったんですよ。でも、何事もそうでございますが、大体うまくいっていると、

必ず時々大きな落とし穴というか、落し物をすることがある。ここは気をつけろと、今までは

よかったんだと。今度は私たちは何をすることが大事か。やっぱり世界の人たちが、そして競

技をする人たちが「千葉県でやってよかったな。また千葉県でやりたいな」と、多くの観光客

が「千葉県を見てみたいな。食してみたいな」、そのように思ってもらわなければ困ります。

ですから、そういう意味においては、私たち受入においてもしっかりとした整理整頓をしなけ

ればならない。それと同時に、一人一人が皆さんゲストだという思いを持っておもてなしをし

なければならないと、そのように思っています。 

 しかし、私どもがこのように少しずつ結果を出せたのも、言うなれば千葉県が力があるから

なんですよ、皆さん。今日いらっしゃっている方々はそれぞれのリーダーです。私は職員の人

たちとよく話すんです。「いいか。こういう人たちが陰日向になって私たちをバックアップし

て協力してくれなければ、今のここまで来られないんだ」と。ですから、今日はこの舞台で皆

さんにもっともっと協力してもらって、もっともっと応援してもらうように、皆さんにお願い

しようじゃないかと、そのような気持ちを持ってやってまいりました。まさに私は、ここにい

らっしゃっている皆さん、リーダーです。そしてまた県民が、千葉でやるオリンピックは必ず

成功させようよと心を一つにすることが最も大事でございます。そんなわけでございまして、

感謝とともに、これからも私たち一致団結して頑張りたい、そのように思っております。 
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 今日はひとつ忌憚のない御意見、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

（拍手） 

 

（３）委員紹介 

○司会 続きまして、今回新たに委員に就任いただいた方々を御紹介させていただきます。 

 赤塚稔委員でございます。 

○赤塚委員 ちば国際コンベンションビューローの赤塚でございます。よろしくお願いいたし

ます。（拍手） 

○司会 大野敬三委員でございます。本日は代理として新村様が出席されております。 

○大野委員（代理） 大野理事長の代理で参りました、千葉県体育協会事務局長の新村と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会 救仁郷豊委員でございます。本日は代理として中村様が出席されております。 

○救仁郷委員（代理） 経済協議会、救仁郷会長の代理で参りました中村と申します。よろし

くお願い申し上げます。（拍手） 

○司会 内藤久士委員でございます。 

○内藤久士委員 順天堂大学の内藤でございます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会 森田幸典委員でございます。 

○森田委員 千葉県警察本部長の森田でございます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会 それでは、報道の皆様には、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

（４）議事 

○司会 これより議事に入りますが、進行につきましては石井議長にお願いいたします。 

○石井議長 それでは、これより議事を進めます。 

 議題（１）でございます。東京オリンピック・パラリンピックに関する動向について、事務

局から説明をお願いします。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 事務局の県総合企画部東京オリンピッ

ク・パラリンピック推進課の内田でございます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、私のほうから、まず東京オリンピックのサーフィン競技につきまして御説明をい

たします。 
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 資料１－１をご覧ください。 

 まず、東京2020大会追加種目に関する経緯につきまして御説明をいたします。 

 ＩＯＣ、国際オリンピック委員会の改革案、オリンピックアジェンダ2020により、2020年の

東京オリンピックから開催国の組織委員会がその大会に限り実施する追加種目を提案すること

が可能となりました。これを受けまして、組織委員会では、平成27年９月にＩＯＣに提案する

追加種目といたしまして野球・ソフトボール、空手、スケートボード、スポーツクライミング、

サーフィンの５競技を選定いたしました。これを受けまして、本県内では27年11月に九十九

里・外房地域の16市町村長と日本サーフィン連盟県内４支部長から森田知事に対し、サーフィ

ン競技の県内開催への支援を求める要望書が提出されました。県では、この要望を受けまして、

28年２月、組織委員会に対しまして九十九里・外房地域を会場候補地として選定されるよう要

望書を提出いたしました。さらに、成田・羽田両空港や都心からの移動時間、サーフィン関連

イベントの開催状況、宿泊施設等の関連情報を取りまとめ組織委員会へ提供するなど、地元16

市町村と一体となって本県の優位性をアピールしてまいりました。 

 こうした誘致活動が実を結び、日本時間８月４日に開催されましたＩＯＣ総会においてサー

フィン競技が追加競技として決定された際に、組織委員会から、サーフィンの会場予定地を一

宮町釣ヶ崎海岸とすることが公表されました。 

 なお、追加競技の競技会場は、12月に開催予定のＩＯＣ理事会で正式決定されると聞いてお

ります。 

 次に、東京オリンピックにおけるサーフィン競技の概要につきまして御説明をいたします。 

 資料の中ほどをご覧いただきたいと思います。 

 まず、種目及び選手数ですが、ショートボードの男子と女子で２種目が予定されており、選

手数は各20名となっております。大会日程はまだ決まっておりませんが、２日間で予選ラウン

ド、準決勝、決勝が行われる予定でございます。また、競技会場ではビーチフェスティバルが

併催される可能性がありまして、競技の体験会や音楽等のイベントが検討されていると聞いて

おります。 

 なお、晴海の選手村から釣ヶ崎海岸までは、湾岸線経由、アクアライン経由ともに約100キ

ロの距離となりますが、選手村は分村されず、参加選手は晴海に宿泊することが予定されてお

ります。 

 資料１－１について、以上でございます。 

 続きまして、事前キャンプの取組状況について御説明をいたします。 
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 資料の１－２をご覧ください。 

 まずアメリカ陸上でございます。昨年８月、成田市、佐倉市、印西市、そして順天堂大学と

連携いたしまして世界陸上北京大会の事前キャンプを受け入れました。受入に当たりましては、

トレーニング環境を整備するとともに、地元の子供たちとの交流や日本文化体験などのイベン

トを企画し、選手、スタッフから本県の競技施設やおもてなしに対して高い評価を得ることが

できました。この実績が評価されまして、今年５月、2020年東京オリンピックの事前キャンプ

を本県で実施することについて合意いたしました。 

 次に、オランダにつきましては、アメリカ陸上と同じく、昨年８月、県総合スポーツセンタ

ーにおきましてベルギーと合同で陸上チームの事前キャンプを受け入れました。その後、オラ

ンダオリンピック委員会と東京オリンピック・パラリンピックに向けまして陸上を含む複数の

競技について交渉を進めた結果、今年７月、先ほど知事からもお話がございましたが、両大会

合わせて22競技の事前キャンプを本県で実施することについて合意したところでございます。 

 その他の国の競技についてでございますが、今年７月、知事がデュッセルドルフ市を訪問し、

ドイツ卓球チームの誘致に向けた働きかけを行いました。また、昨年９月には、知事がタイを

訪問した際にも、同国の大臣に対しまして事前キャンプ誘致に向けたＰＲを行っております。

このほか、山武地域及び南房総地域でも陸上競技や自転車競技の誘致を進めているところでご

ざいます。 

 資料１－２についての御説明は以上でございます。 

○石井議長 以上、事務局から説明がありましたけれども、御質問とか御意見がありましたら

挙手をいただきたいと思いますが。 

○内藤久士委員 順天堂大学の内藤でございます。 

 このたびは、千葉県、それから関係市の皆様のお力添えと大学の専門性を生かして、陸上強

国のアメリカチームをキャンプに受け入れることができました。大変うれしく思います。どう

も御協力ありがとうございました。これは、アメリカチームが前回のキャンプを大変高い評価

をしていただいたというふうに伺っております。 

 2020年に向けては、大学といたしましても体操場の整備を初め、またキャンパス全体の整備、

そして学生の機運を高めるための取組をしていく所存でございます。なお、本日よりパラリン

ピックに向けたということで、本学の障害を持つ学生、東京オリンピックの候補になり得る学

生とともに10日間ほどパラリンピックの視察にでかけるところでございます。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 
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○石井議長 ありがとうございました。 

 よろしいですか。ほかにございますか。増田さん、どうぞ。 

○増田委員 ありがとうございます。 

 私は、サーフィン会場に決まりました場所のすぐ近くのいすみ市の出身ですので、もう本当

にすごくうれしいです。だからいろいろ地理がわかるんですけれども、決まったのはうれしい

んですが、釣ヶ崎の海岸とか、うちのいすみ市なんていうのは、すごい田舎ですよね。そうす

ると、アクセスのことなどは、リオのこの大会が終わった後、これから具体的になってくると

思うんですけれども、やっぱり道路なんかを見ていますと、片側１車線しかありませんし、そ

うするとオリンピックレーンなんかももちろんできなくなってくるという中で、今後アクセス

についてどういう体制準備をしていくのかなと。ＪＲとの協力もあると思うんですけれども、

その辺のところ、これからだと思いますけれどもお聞きしたいです。 

 あと、合宿地に関しては、森田知事も頑張られて、いろいろやられて本当にすばらしいと思

います。アメリカとかオランダとか大きな国が決まっていますけれども、私はむしろ、貧乏な

小さな国というのは、お金がないから合宿地、キャンプもできずに、多分そのまま選手村に入

っていくような国もあると思うんですね。でも、むしろそういうところが大事じゃないかなと。

オリンピックでもうけようとかではなくて、過去には大分の中津江村なんかがカメルーンを受

け入れて、子供たちと接して、それが子供たちの人生に大きなお土産をつくってくれたという

教育の面で果たした役割なんかも大きいと思いますので、小さい国なんかに対して千葉県はど

ういう発信をしていくんだろうかとか、また、小さい国が来たときに、やっぱり財政的な面で

支援ができるのかという、その辺にすごく興味を持っていますので、またそういうところでの

今後のやり方についてもお話ししていただけたらありがたいと思います。 

 以上です。 

○石井議長 御質問ありがとうございました。大きく言うと今、２点ですね。事務局、これに

ついて何かございますか。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 １問目としましては、サーフィン会場の

アクセスにつきましては、何分会場候補地として８月に公表されたばかりでございます。これ

から組織委員会とも十分詰めまして、選手の方はもちろん、観客の方、あるいは先ほど申しま

したビーチイベント、フェスティバルのような形で楽しんでおられる方々が円滑に来場いただ

けるように、これについては組織委員会と十分協議をしてまいります。 

 あともう一つ、事前キャンプの小さな国という点につきましては、私も今すぐ何かという部
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分はちょっと持ち合わせておりませんが、例えば県内の市町村におきまして、それぞれこれま

での国際交流を通じましていろいろな国の働きかけを行っている中で、例えば山武市とスリラ

ンカのような新たな結びつき、あるいは過去の結びつきを生かした、そういう小さな国への働

きかけも行われていると聞いております。私どもとしては、そういう市町村の取組を十分に支

援してまいりたいと、このように考えております。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。田村さん。 

○田村委員 田村悦智子です。 

 私は館山市のほうで住んでおりまして、ビーチバレー、水泳、トライアスロンということで

自然を生かした種目をいただけるということで、先ほど知事もおっしゃったように、房総半島

でもこれだけ輝けるということをやっぱりアピールしたいとすごく思っていて、今みんなで頑

張っているところなんですが、ビーチバレーボールに対しては、ＪＲさんの持っているファミ

リーオというところのコートを使うことになっていると思うんですね。何度か大会もやってい

ただいたりとかしているんですけれども、砂がとてもかたいということで、オリンピック規定

の砂場ではないというようなことをちょっと、日本バレーボール協会のビーチバレーの担当者

の人たちにも来てもらったり、いろいろと今調べていただいているんですけれども、そういっ

た場合、市の持ち物ではないということになると、砂をかえるとか、そういうものに対して県

では何か一緒に援助しながらそういうことを変えていってくださるのかどうかということを、

ちょっとお聞きしたいのですが。 

○石井議長 事務局、どうぞ。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 事務局でございます。 

 すみません。私どもも国際大会を開かれているという実績を聞いておりましたもので、今の

御指摘につきましては、十分な知識がございませんでした。私ども、いわゆる民間施設の場合

は地元の市町村と十分協議をしていただくことをお話をしておりまして、今後、その協議の内

容につきまして、私どもとしましてもお話をお聞きした上で、何ができるかについては御検討

させていただければと思っております。今の段階では、何をというのはちょっと申し上げづら

いところでございますが、状況をまた確認をいたしまして対応を検討してまいりたいと思って

おります。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 そのほかによろしいですか。 
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 あと、細かいことは結構あると思うんですが、これはこのような全体会議とは別に、専門部

会で詳細の検討を今後していきたいというふうに思います。 

 それでは、ただいままでの議案の中で、一応ここで打ち切らせていただいてよろしいですか。 

 それでは、今日はこんなに長く知事がいるので、誘致の苦労話とかもうちょっと何か話した

いのだと思います。ここで知事に発言の機会を差し上げますので、どうぞ御自分の言葉でお話

しください。 

○森田会長 この会は非常に重要でございます。言うならば、皆様のいろいろな御意見を賜り

ながら、県としても、今、砂の話においてもまだ把握していないところもございました。これ

はやっぱり現場というか、そういう人じゃないとわからないことでもあります。これも勉強に

なったと思います。また、増田さんの御意見も大変勉強になったと思います。そのように、ど

うぞ皆さんの忌憚のない御意見を賜って、県としても一生懸命やらせていただきたいと思いま

す。 

 いずれにいたしましても、お若い人は知らないけれども、次の次のオリンピックというのは、

もう私たちはいないからね。そういうことでございます。だから、私は何としても、今私たち

が次世代のために、こういうすばらしいオリンピック、またすばらしい千葉県を残さなければ

ならないのかなと、そのように思っているところでございます。議長、ありがとうございまし

た。 

○石井議長 それでは、議題（１）については一応ここで終了させていただくということでよ

ろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、知事、そろそろ退席の時間が近づいてまいりました。せかすようですみません。

御苦労さまでした。 

○森田会長 どうもありがとうございました。（拍手） 

○石井議長 勝手に進行しちゃって申しわけありません。 

 増田さんの話、あれは、いろいろやっていますから、知事にも東京に、直接大臣のところに

行ってもらったり何かしているんですけれども、やっぱり骨格道路の問題なんですね。圏央道

がそろそろ、もうでき上がりに近くなりつつある状況なので、ここから一宮のほうも、勝浦の

ほうも、それから鴨川のほうも、どういうふうに道路を延ばすかというのが、これからの道路

に関係する皆さんの大きな課題でございますので、それはしっかり受けとめて進めるような準

備をしておりますので、御安心くださいというところでございます。 
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 それでは、次に議題の（２）に入ります。事務局、お願いいたします。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 それでは、千葉県戦略に係る取組状況に

つきまして御説明いたします。 

 まず、平成27年度のオール千葉の取組について御説明をいたします。 

 資料２－１をご覧ください。 

 資料２－１のこちらは、平成27年度の総括といたしまして、オール千葉の取組を千葉県戦略

に沿ってまとめたものでございます。 

 まず戦略０でございます。「大会の成功・開催効果の全県への波及」につきましては、県、

千葉市、幕張メッセが組織委員会と連携いたしまして、アクセシビリティ・ガイドラインを踏

まえた会場及び会場周辺の施設改修に向けた検討を開始いたしました。また、大会の成功に向

けて機運の醸成や会場周辺の活性化等について今後の取組を推進するための調査検討を実施す

るとともに、サーフィン競技会場の誘致に向けた取組を実施いたしました。 

 続きまして戦略１、１ページの中ほどでございます。「キャンプ・国際大会・ＭＩＣＥ誘致

につきましては、先ほど資料１－２、事前キャンプ誘致の取組状況で御説明いたしましたので、

ここでは省略をさせていただきます。 

 続きまして、２ページをご覧ください。 

 中ほどにございます戦略２「競技力の向上・スポーツの普及」につきましては、2020年に向

けまして優秀な成績をおさめている県内選手の強化を図るとともに、パラリンピック競技につ

きましては、トップアスリートの強化とあわせて競技組織の整備や選手の掘り起こしなどを実

施いたしました。このほか、パラ駅伝への参加や市町村競技団体と連携した本県開催競技の体

験会等を実施いたしました。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。 

 戦略３「成田空港の利便性向上、交通ネットワーク・アクセスの強化」につきましては、Ｌ

ＣＣ専用の第３旅客ターミナルのオープン、あるいはノンストップゲート化による成田空港の

利便性向上、それから、上から３つ目になりますが、地域活性化や交通アクセスの改善に向け

まして、成田空港と県内観光地を結ぶ高速バス実証運行を実施したところでございます。 

 同じく３ページの下のほうになりますが、戦略４「バリアフリー化の促進」につきましては、

アクセシビリティ・ガイドラインの基準を参考に、幕張メッセや会場周辺の施設改修に向けた

検討を行ったほか、県・市町村・競技団体・学校が連携いたしまして、パラリンピアンにより

ますトークショーやパラリンピック競技の体験会等を通じまして障害者スポーツの魅力を伝え
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るとともに、障害に対する理解の促進を図ったところでございます。 

 続きまして、４ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 戦略５「魅力ある観光地づくり」、その下にあります戦略６「外国人受入体制」でございま

す。こちらにつきましては、後ほど資料２－４で御説明いたしますので、ここでは省略をさせ

ていただきます。 

 同じく４ページの下のほうになりますが、戦略７「危機管理・安全対策」につきましては、

県警本部によります実践的なサイバーテロ対策訓練を実施いたしますとともに、県・市町村・

医療関係者が連携いたしまして、感染症対策の研修会や実働訓練を実施しております。 

 続きまして、５ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 戦略８「機運の醸成・国際交流の促進」につきまして、ＪＯＣとのパートナー都市協定を締

結いたしまして、ＪＯＣとの連携事業としてオリンピック教室を開催いたしました。 

 続いて６ページ目になりますが、ボランティアの取組につきましては、この後、資料２－３

で改めて御説明をさせていただきますので、ここでは省略をさせていただきます。 

 最後に、同じ６ページ、戦略９「戦略的な千葉の魅力発信」につきましては、キャンプ誘致

や外国人観光客の増加などを目的といたしまして、本県の魅力をアピールし、イメージアップ

を図る動画を作成いたしました。また、文化遺産を生かして本県の魅力を発信するため、県・

市が連携いたしまして「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」の日本遺産申請を

行い、これは今年の４月でございますが認定されたところでございます。 

 平成27年度のオール千葉の取組の説明につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料２－２をご覧いただきたいと思います。 

 こちらは開催競技の普及・振興の取組状況についてでございます。 

 こちら、平成28年度に実施する事業をまとめたものとなります。県では、幕張メッセで開催

されるオリンピック３競技及びパラリンピック４競技につきまして、県民の競技に対する理解

を深めるとともに、競技人口の増加を図るため、競技団体等の協力のもと、体験会やトップア

スリートとの交流などの普及イベントを実施しております。このうちで特にパラリンピック競

技につきましては、オリンピック競技と比較して認知度が低いことに加え、体験会等の普及活

動を行うための指導者やアスリートの数が少ないという課題もございます。このため、障害者

スポーツ指導員や総合型地域スポーツクラブの指導者、教員や教員を目指す大学生などを対象

とした研修、体験会等を実施することにより、競技普及の担い手の育成を進めております。さ

らに、大学生や高校生などにオリンピック・パラリンピックへの関心を高めてもらうとともに、
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大会を支えるさまざまなボランティア活動への意欲を持つ契機とするため、県内の大学や高校

と連携いたしましてイベント運営等のボランティア活動の受入を行っております。 

 10月以降となりますと、浦安市及び佐倉市と連携した体験会、スポーツ教室を実施いたしま

すほかに、柏市及び千葉市内の大型商業施設においてアスリートによるトークショーや体験会

などの開催を予定しております。各イベントの詳細につきましては改めて御案内いたしますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

 資料２－２の説明は以上でございます。 

 続きまして資料２－３、東京2020大会に向けたボランティアにつきまして御説明をいたしま

す。 

 まず、東京2020大会におけるボランティアの概要といたしまして、（１）にございます大会

関連ボランティア、こちらにつきましては、①の組織委員会が主体となって組織し、競技会場

や選手村などで大会運営に従事する大会ボランティアと、②の競技開催都市や会場関連自治体

が主体となって組織し、空港や主要駅、観光地などで交通案内や観光案内等を行う都市ボラン

ティアの２つに分類されます。 

 （２）にございますように、東京都では、東京都ボランティア活動推進協議会を設置いたし

まして、2020年に向けて大会関連ボランティアの取組について検討しております。県といたし

ましても、同協議会に参画をいたしまして情報収集や連携を図っているところでございます。 

 続きまして、２になります。千葉県における大会ボランティアに関する取組につきまして、

（１）の大会ボランティアの参加促進につきましては、戦略にも記載されておりますとおり、

組織委員会の方針に従いまして関係機関と連携して参加の促進や募集への協力等に取り組むこ

ととしております。 

 また、（２）の都市ボランティアの養成・確保につきましては、このたび、この推進会議の

下部組織でございます専門部会の８「機運の醸成・国際交流の促進」の専門部会のもとに都市

ボランティア分科会を設置いたしまして、県における都市ボランティアのあり方について検討

することといたしました。この分科会には、県のほかに幕張メッセのございます千葉市、空港

所在市であります成田市、そのほかボランティア関係団体、観光協会等との連携のもと、11月

を目途に設置し、検討を開始したいと考えております。 

 ボランティアの取組については以上でございます。 

 続きまして、観光に関しまして観光企画課のほうから御説明を申し上げます。 

○松上観光企画課長 それでは、資料２－４につきましては観光企画課のほうから説明をさせ
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ていただきます。 

 こちらの資料２－４は、先ほど戦略ということでずっと説明があったんですが、その中の戦

略の６に対応する事業が並んでいるというような構成となっております。 

 現在、県では、観光案内板、誘導標識の多言語化を表記ルールの共通化と一緒に進めている

という状況にあります。そしてまた、外国人観光客の皆様からさまざまな不満が上がってくる

んですが、その中で、どうも上位にあってなかなか解消されません公衆無線ＬＡＮの利用環境

整備、こちらのほうにも今力を注いでおりまして、自治体が整備するものだけではなく、民間

の皆様のほうで整備をされる際にも３分の２の助成をするということでの整備のほうを進めて

おります。 

 ここまでが１ページの部分でございまして、２ページ目でございます。 

 さらに外国人観光客に対応する観光ボランティアガイドです。こちらの育成を進めていると

いうことで、昨年度から育成のための講座の開講をいたしました。その結果、３会場で150名、

会場によっては即日申し込み満席というぐらい、非常に皆様が熱意があるということがわかり

まして、これから2020年に向けましては、外国語で観光ボランティアを務めていただける皆様

が相当数ふえるのではないかと、このような期待のほうをさせていただいております。 

 また、近年、イスラム圏から来日をされるという方々が増えているということで、ちょっと

食事とか宗教上の決まり事が日本人には慣れないということで、受入環境の整備ということで、

ムスリムについての知識普及を促進する講座の開設、それから基礎知識を説明いたしましたガ

イドブックの作成と配布、こちらのほうを進めております。 

 このほかにつきましては、観光地のトイレの美化。県民モニターの皆様から寄せられた意見

でも、千葉県の観光地、トイレが余りよくないという、そういった声があったので、トイレの

美化につきましては、民間施設であっても一定の条件を備えれば４分の３の助成をするという

ことで、きれいなそういったトイレをつくろうということで今やっております。 

 さらに、昨年度からやっておるんですが、外国人の方がお書きになったＳＮＳの書き込み、

この解析をさせていただきまして、外国人の方々の目線を踏まえた周遊コースの提案を進める

と、そういった事業のほうもやっております。 

 資料２－４につきまして、説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 続きまして資料２－５について、御説明

いたします。 

 こちらは、第５回推進会議におけます主な意見と対応につきましてまとめたものでございま
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す。 

 まず、この表の一番上にございます後藤委員からの、戦略に記載されていることについて誰

がリードし、どのように進めていくかが重要という御意見がございました。これに対しまして

県といたしまして、今後できるだけ早い時期に県の取組に係る行程表を作成いたしましてお示

ししたいと考えております。また、その行程表を参考といたしまして、各団体等における取組

や連携等についても検討いただきたいと考えております。 

 また、後藤委員、あるいは前田委員からの、多様な教育プログラムの検討、競技の啓発だけ

でなく、オリンピックが千葉県に来ることの意義、ワクワク感を伝えてほしいという御意見が

ございました。これらにつきまして、教育庁におきまして、「未来に向けた『人づくり』のた

めのオリンピック・パラリンピックの活用方法を検討する庁内ワーキングチーム」を立ち上げ

まして、さまざまな教育施策を検討しているところでございます。 

 次に裏面をご覧いただきまして、裏面、下河委員でございます。事前キャンプ誘致における

パッケージ化や、選手に対する千葉の魅力のＰＲといった課題に対しまして、スポーツコンシ

ェルジュ等を活用いたしまして競技施設や宿泊施設のパッケージ化を図るとともに、おもてな

し活動につきましても、昨年度の取組結果を踏まえまして検討してまいるつもりでございます。 

 このほか、観光やボランティアに関する委員の方の御意見に対しましても、専門部会等にお

きまして検討してまいりたいと考えております。 

 議題（２）につきましては以上でございます。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 それでは、今の説明につきまして御質問とか御意見があればお出しいただきたいと思います。 

○渡辺委員 城西国際大学の渡辺でございます。ボランティアに関して少し教えていただきた

いんですけれども、大会ボランティアということで全体の支援という形になると思うんですが、

あと、同時に都市ボランティアということで、大会ではなくて、空港とかいろいろな形のいろ

いろなお客様に対応するという形になると思うんです。 

 その次のページの参考資料として、県内のボランティアに関する取組ということで、資料２

－３に通訳ボランティア養成事業ということと外国語観光ボランティア養成事業ということが

ありまして、ここあたりの区別というか、区分けについて１つ教えていただければなというふ

うに思っております。 

 この点に関して、外国語観光ボランティア養成というのは、これはほかの大学さんも同じだ

と思うんですけれども、かなり留学生を念頭に置いて、ここにそれぞれの地域の観光ガイドと
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いうところを教えていく。これは非常に時間がかかることでして、地域のことをよく知らない

と、なかなか説明ができない。そういった形ですから、ちょっとそこの区分けなり方針なりを

少し教えていただければなと思います。 

○石井議長 わかりました。今の、特に語学ボランティアにつきましては、副議長のほうから

も私のほうにいろいろ意見が出ておりまして、語学ボランティアみたいな活動は、今いろいろ

なところでやっているんだそうですね。千葉市内にもいっぱいあります。例えば飯沼さんの観

光協会でもあるのかな。おっしゃるとおり、それがばらばらなので、これでは困るので、それ

を統一して、どこかでこういう語学ボランティアをやろうよというような形で、しばらくした

ら発表したいと、そういうふうに事務局にはお願いしたいというふうに思います。 

 語学ボランティアをやりたいという人はものすごく多いんです。特に今、留学生でも多いん

ですけれども、日本人でも、そういうものでオリンピックに参加したいという年配の方もかな

り多いので、その辺の意見はしっかり捉えなければいけないなというふうに思っております。

ですから、この辺はまたいろいろお出しいただいて、今確かにばらばらですが、そこのほうの

整理を事務局でもよろしくお願いします。 

 何かありますか。 

○松上観光企画課長 それでは、ただいまの御指摘につきまして、観光企画課でございます。 

 私ども、外国語の観光ボランティア、こちらのほうの育成をやっているということで、昨年

度第１回でまず募集をいたしまして、どのような方々が集まるのだろうかということで、実際

まずやってみましょうということでやりましたところ、ただいま御指摘がございましたように、

確かに観光ボランティアとなりますと、これは観光地の知識を身につけませんと役に立たない

ので、養成するのも実は簡単ではないということで、地元の日本人を対象として既にやってき

た観光ボランティアの方たちが外国語対応できるようにするというのが一つの路線として必要

だなというような認識を持ちました。もう一つ、新しい戦力をどう確保するかということにつ

きましては、通訳ボランティアのほうと連携性をとらなければいけないというのは昨年事業の

ほうでやりまして非常に痛感をいたしましたので、この辺につきましては、担当課のほうと今

後の体制づくりについては話を進めていかなければならないと、そのような認識を持っており

ます。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 ほかに、関連でなくても結構でございますから、この際どうぞ。 

○早川委員 外国人の観光誘致に向けた周遊ルートの作成ということなんですけれども、でき
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ましたら、ガイドブック的なものではなくて、例えば周遊券ですとか、実際にお客様が動きや

すいように、例えばみんなばらばらではなくて、どこか１カ所で周遊券を買えるとか、あと、

ＤＭＯ的な総合窓口的な形で、ある程度夜遅く申し込んでもできるような、ぜひそういう窓口

をつくっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○石井議長 それは計画的にはどうなっていますか。 

○松上観光企画課長 ただいまの御指摘なんですが、まず、現在の状況が、周遊ルートをつく

りまして、当然その次の段階として、じゃ、どこで切符を買ってもらって、どう回るのかとか、

あるいは半日ツアー、一日ツアー、そういったものの提供をするということが当然必要になっ

てくるというのは当然認識を持っております。ただ、まずはルートとして成り立ちそうなもの

を今年度は見つけています。ですから、次年度から、じゃ、実際にどのような形で参加を願え

るのかというような段階に入っていこうかと、そのような状況でございます。どうもありがと

うございました。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 ちょっと議論が一緒になるかもしれませんから、２つに分けて考えたほうがいいのかなと思

うんですけれども、１つは、４年後の東京オリンピック・パラリンピックに対して皆さんから

御意見をいただいて、それをどういうふうにやっていくかというのが１つ。それから、今出た

観光につながっていく語学ボランティアとか、何か少し長期的な面で考えていくと、こういう

問題があるからこういうことを解決しておこうと、こういうことになろうかと思います。その

辺については、今議論が始まったばかりですから、これはまた皆さんからいろいろな御意見を

いただいて、これから詰めていく問題になろうかというふうに思いますので、どうぞ御遠慮な

く、会議だけじゃなくてもいいですから、どんどん県の事務局なりに御意見をお出しいただけ

ればというふうに思います。 

 例えばの話をちょっとしておきますと、実は今週、北海道へ行ってきました。知事と一緒に

火曜、水曜と行ってきました。これはなぜ行ったかというと、北海道の冬は、雪でいろいろな

ことができないんですね。北海道も観光面で千葉県と手を結んでいきたいということで、実は

今年の３月に千葉県の蓮沼というところで、パークゴルフ、その大会を交互にやろうというこ

とになって、今週は千葉県の人を七、八十名連れて、私と知事で北海道へ行ってきたんですね。

向こうもそのぐらい集めていただいて競技をしてきたんですが、もちろんこれはなるべく安く

やらなければいけないので、ＬＣＣを使って行ったんです。目的は実はそこにあるんですね。

ＬＣＣを使って競技の人に千葉に来ていただこう、将来の千葉県の観光について結びつけてい
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こうと、こういうことで行ってきたわけですが、あれ、本当に窮屈ですね。まいりました。し

かし安いんです。ビジネスか何かで行くと北海道まで３万七、八千円取られるのかな。ＬＣＣ

だと、そのときによって違うそうですが、そのときには五、六千円でした。ですから、北海道

の人が冬、それはパークゴルフだけじゃなくていいんですよ。千葉の暖かいところに遊びに来

ようと、こういう観光はオリンピックが終わってからもずっと続いていくはずなんですね。こ

れが間違いなく千葉県の主要な産業になるんじゃないかというふうに思います。 

 ですから、今のところ、そういう国内の各県、あるいは外国から成田を使って来ていただく

お客様については、成田空港会社がかなりサービスをしてくれていると思うんですね。そうで

すね。 

○夏目委員（代理） はい。 

○石井議長 そういうものが長期的になるので、こういうものも含めて、この際いろいろな観

光に関する議論も進めていったらいいのではないかと、私はそういうふうに思っております。 

 いろいろなことを申し上げました。そのほかに御意見、何かございますか。 

○飯沼委員 観光協会の飯沼です。 

 先週でございますが、９月３日土曜日に千葉ポートアリーナでパラリンピックの体験会がご

ざいました。これはたしか千葉県と千葉市と、それから民間の企業さんの共催だったのではな

いかと思いますが、私も参加してボッチャというやつをやらせていただいたりしたんですが、

なかなかおもしろくて、参加すると「ああ、こういう競技なのか」ということがわかりました。 

 ただ、参加する人がまだまだ少ないのではないかなと思いますが、これはやはり、そういう

ものをやっているということをもっともっと認知して体験すると、パラリンピックや、またオ

リンピックも、千葉で行われるのはレスリング、それからフェンシング、テコンドーでござい

まして、普通の人はほぼ余りやらない競技、日本ではそんなにメジャーな競技ではないのでは

ないかと思います。千葉でせっかくやるわけですから、そういうことを何か体験する機会を少

しでもつくって、それもかつ、もっと宣伝していただいて、こういうものをやるから出てくれ

ということで、もっと多くの人に参加していただいて、そういうことをやることによって理解

が深まるのかなというふうに思いますので、一つ、認知度がちょっと余りにも低いと思いまし

たので、あえて申し上げます。よろしくお願いします。これからもぜひじゃんじゃんやってい

ただきたいと思います。 

 それからあと、この前の会で資料の２－５の私の言った、これから高齢化社会を迎えますの

で、いろいろ道路や何かの段差の解消とか、やはりこれからそういう車椅子や、それから目の
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不自由な方の対応というものをぜひやっていただきたいと同時に、これは今すぐから土木課と

か、そういうところと連携していただいて早くやっていただかないと、急にできるものではな

いので、ぜひお願いしたいと思います。 

 そういうことで、トイレも、いろいろなトイレが大分きれいになってまいりました。ぜひこ

れを続けていきたいなというふうに思います。 

 それからあと、やはり宿泊の件でございますが、今、国土交通省から、各県や政令指定都市

に対して、今、インバウンドを含めて宿泊が足りないということで、新築する場合は容積率の

緩和というのが出ております。これについても、これはもし2020年を通り越した後、やはりそ

の後オーバーストアになって困ることもあるかという心配もあるかと思いますけれども、幕張

とか成田とか浦安とか、あの辺はオーバーストアになるということはないと思います。ぜひそ

ういう容積率も緩和していただいて、同時に、できれば車椅子対応の部屋、それから通路も若

干広目にしてもらうとか、容積率を緩和するに当たっては、そのようなことを条件に緩和され

たらいいんではないかなというふうに思いますので、ぜひそういうことでお願いできたらと思

います。 

 それから、幕張地区、浦安地区に宿泊される方は多いと思いますが、東京方面に行かないで

南房総地区、そして銚子を初め東総地区に少しでも行ってもらうように、ぜひ連携して、ワン

デイトリップというか、そういうものを、外国人だけではなくて日本全国からオリンピックを

見に来られる方はたくさんいらっしゃると思いますので、そのような人たちにも気楽に千葉の

魅力を伝えていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 ただいまのものは意見と要望と両方と受けとめてよろしいですね。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 今、何点かいただいた中の、特に体験会

のＰＲにつきましては、やはり私ども、御指摘のとおりまだまだ十分ではないと思っておりま

す。体験できる方の数にももちろん制約がある部分もございますけれども、できる限り多くの

方に参加いただけるように、これからも取り組んでまいります。 

 ９月３日につきましては、ＮＨＫの千葉支局様と共同開催ということでＰＲを少しできたわ

けでございますが、その後の我々のイベントにつきまして、県としても責任を持ってこのＰＲ

に努めたいと思います。 

 あと、バリアフリー化につきまして、これもまず先ほど取組の中で御説明いたしました幕張
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周辺につきましては千葉市さん、あるいは幕張メッセ様とも協力をいたしまして、アクセシビ

リティ・ガイドラインという、今回大会のためにつくられた基準の遵守のための検討を始めた

ところでございます。市町村に対する貸付制度なども今準備はしてございますが、県・市あわ

せましてバリアフリー化は進めるべきことだと十分に認識しております。 

 宿泊につきまして、ちょっと私ども、不勉強でございましたので、これについては勉強させ

ていただきます。 

 あと、県内観光、周遊ということにつきましては、私どもも戦略の中でも取組を掲げており

ますが、こちらにつきましてもしっかりと取り組んでまいります。よろしくお願いをいたしま

す。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 どうぞ、そのほかに御意見があれば挙手をお願いいたします。よろしいですか。どうぞ。 

○岩田委員 特別、これをやれ、あれをやれということではないんですが、実は国民体育大会

が千葉県で開催をされました。そのときも、オリンピックとは規模も違うだろうと思いますけ

れども、人をお呼びしてもてなすということに関しては非常に類似したところもありますし、

スポーツ選手を千葉県内に全国から呼び込みますと、オリンピックの規模よりは人を呼ぶ人数

も多いはずであります。 

 過去の話といっても、まだ数年しかたっておりませんから、そういうものを踏まえて、あの

ときに何が足りなかったのか、こうすればよかったという反省もおありだと思います。ですか

ら、それを一旦きちんと精査して、こういう場面ではこういうようにして持っていこうという

ようなことは話し合われたことはありますか。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 申しわけありません。まだ十分な意見交

換を行っておりませんが、御指摘いただいたとおり、確かに今までの過去の事例、成功事例、

それから失敗した部分、十分精査する必要があると思っております。御指摘を踏まえまして対

応してまいりたいと思います。 

○岩田委員 私は大会の副会長でありました。いろいろな方たち、全国から集まった方たち、

そしてまた、中には障害者も一緒に体育館の中で開催をされましたね。それをずっと話をまと

めてみると、すばらしい大会ではあったことは事実であります。しかしながら、やはり先ほど

来出ている問題が全て該当してきます。例えばトイレ一つにしても、今、県内では観光を含め

て一番大変な思いをしているのは、多分そういう細かな部分ではないのかなと、このように思

います。一部の地域で開催されますけれども、千葉県を総ぐるみで応援隊をつくらないと、や
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はり千葉県で迎える体制というのは非常に難しいんじゃないかなと。この地区は該当するけれ

ども、あとは該当しないのでということではなくて、何かをしようとするときには津々浦々ま

で皆さん方に協力体制をいただいて、そしてバックアップとして、またそれから、大会には直

接結びつかない地域の方たちにもボランティアとして参加していただいたり、何かそういうこ

とで、やはり国際感覚を身につける部分も大きな要素だと思います。 

 それから、人を迎え入れるという気持ちは、県民が一つにならないとなかなかうまくいかな

いんじゃないのかなと思います。ですから、そういう意味において、このオリンピックを契機

に、千葉県というところはすばらしいなと、県民一丸となって対応する体制をつくる、そうい

うようなムードをひとつつくっていただければありがたいなと、このように思っております。

よろしくお願いを申し上げます。 

 空手道一つにしても、56年ぶりの悲願なんですね。ちょうど今年の52年前は柔道が日本武道

館で開催をされました。柔道も悲願であったんですが、空手がそれから56年経て日本でまた開

催種目になった。なぜ申し上げるかというと、日本武道館と浦安の体育館を使って、今、全国

の大会がされているんですね。千葉県で空手が、東京の武道館でもやりますけれども、２カ所

でやられているんですね。予選は多分千葉県の浦安でやっています。本会場でやるのは日本武

道館で、両方を使いながら、今全国の大会が開催されているんですね。ですから、そういう忘

れられた部分もあるんですけれども、どうかこの大会が成功できるように、皆さん方の御支援

と、私どももできるだけバックアップをしますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 以上でございます。 

○石井議長 ありがとうございました。何か、岩田町長さんにまとめていただいたみたいで、

どうもありがとうございました。ここに出ている委員の皆さんは、みんなまさにそのお気持ち

だと思います。何かそのときの前回の反省だとか、そういうものは大事にしようという御意見

が前半ございましたけれども、でも、多分この中のメンバーで、前回の東京オリンピックのと

きは小学生ぐらいの人が多いんじゃないですかね。そうでしょう。 

 実は、多分僕はまん真ん中にいたんだと思いますが、39年は、私は大学の４年なんですよ。

それで、実は、ちょっと理由がありまして日本体育協会の理事をやっていたんです。だから真

ん中にいたわけですけれども、そのとき、確かにいろいろな問題があったんです、今出ている

ようなものね。だから、千葉がそれをきれいにクリアできるかどうかというのは、それはわか

りませんけれども、少なくとも今日御参加の皆さんがそれぞれの分野で今出た御意見をもとに、
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やっぱりやらなければしようがない。誰かがやらないと、それはみんながやっているよという

ふうになれば、千葉県にとっても大万歳だというふうに私は思いますので、気持ちだけは委員

全体でそういう気持ちを持っていきたいなと思っております。 

 ほかに御意見ございますか。どうぞ。 

○後藤委員 この大会を成功させるために皆さんお集まりになっていらっしゃるということと

ともに、その大会を成功させるプロセスを通してどうするのかという、さっき議長はおっしゃ

いましたけれども、将来を見据えてという、そういうことも論議をされている場所だと思いま

す。 

 それで、実は2011年にスポーツ基本法というのができまして、スポーツは権利であるという、

そういうことを、その法律でうたっております。そして、それはなぜかという、その理由とし

ましては、体力の向上だとか健康の保持増進だとか、それから地域や国際交流とか、そういう

よいことがあるんだよということをそこではうたっているわけです。それより約30年ほど前に、

ユネスコ、あるいはＥＣで、やっぱりスポーツは権利だというようなことを言っているわけで

す。だけれども、ここにいらっしゃる皆さんは、じゃ、障害のある方々がスポーツを権利とし

て享受できているんだろうかという、そういうことを今ちょっと思い起こしてみてください。 

 私が言いたいのは、この大会を成功させるプロセスを通して、障害のある方も障害のない方

もスポーツ文化をどうやって享受できるのかということをぜひ考えていただいて、スポーツに

よって健康を維持していく、あるいは体力を保持していくというような具体的な青写真が少し

でも描けていけば、描くことができれば、恐らく皆さん、千葉の県民の方たちも納得というか、

賛成していただける、オール千葉でいけると思うんです。残念ながら1998年の長野のオリンピ

ック・パラリンピックでは、いまだに長野県民はその負債を税金で払っているわけです。そう

いうことに対するいろいろな思いというのは表面に出てきませんけれども、やはり私たちは、

税金を払ったとしてもやってよかったねと言えるような大会、あるいはそういう道筋が生まれ

ることをぜひ期待しております。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 それでは、一応御意見はここで打ち切って、次の議題に入らせていただきます。 

 次に、今度はリオの報告ですか。お願いします。 

○伏居東京オリンピック・パラリンピック推進課副課長 それでは、事務局からリオデジャネ

イロオリンピック視察結果を報告させていただきます。 

 お手元の資料３とスクリーンをご覧ください。 視察は、私ども東京オリンピック・パラリ
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ンピック推進課から３名、県警本部から２名、株式会社幕張メッセから１名の職員が参加し、

８月16日から22日までの３泊７日間の日程で実施されました。調査内容といたしましては、受

入環境状況、イベント実施状況、競技会場・会場周辺の運営状況、そして警備状況と、この４

つの調査を行ってまいりました。 

 競技会場は４地区に分かれております。まず左上のほうからデオドロ地区、その真下、バハ

地区、そして右手にまいりましてコパカバーナ地区、そして最後にマラカナ地区、４カ所にな

っております。デオドロ地区は、事前調査の段階で治安が余りよろしくないという情報がござ

いましたので、マラカナ地区、バハ地区、コパカバーナ地区の３地区で調査を行うことといた

しました。 

 初めに、受入環境状況について御報告いたします。 

 ボランティアは、担当する業務について、黄色の方は多言語、会場案内等オールマイティー

を担当される方です。緑、これは接客を担当される方。赤、医師などの医療関係者。そしてリ

オ省の職員として青というようにユニホームが色分けされておりました。今、左上の写真では

緑ですので接客対応、右手の写真は空港で活動しております、黄色のユニホームでございます

のでオールマイティーの対応をしていらっしゃるボランティアの方が写っております。 

 例えば空港でのボランティア活動につきまして15名で１チームに班編成されておりまして、

それを３班体制で回しているそうです。チームの構成としましては、通訳、多言語の対応がで

きる方、そして空港ですので出国手続の案内をされる方、そして交通機関の案内をされる方、

多業務を１班で全て対応ができるように15人で１チームの班編成をされておりました。 

 通常は、言語はポルトガル語、英語の２カ国語に対応されているそうなんですが、休日には

日本語、中国語の対応ができるボランティアもいたそうです。空港ではボランティアの方に地

直接聞き取りしながら空港内を案内していただいたのですが、非常に丁寧に対応していただき

ました。 

 下の写真２枚なんですが、左手が空港内での案内板になります。右手がマラカナ球場という、

サッカーのワールドカップの決勝も行われた施設会場になるんですが、基本的にブラジルの主

要施設では、多言語の対応ということでは、母国語でありますポルトガル語と英語の２カ国の

対応となっておりました。 

 続きまして、競技関係者、観客等の輸送につきましては、左上からシャトルバス、右手に行

きましてＬＲＴと呼ばれる路面電車、そして左下ですが、ＢＲＴと言われますバス専用レーン

を走るバス、こちらのほうで基本的には輸送のほうが賄われておりました。そして、右下の写
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真なんですが、オリンピックレーンということで、写真の中の左手のほうをご覧いただきたい

んですが、３車線中の一番左の車線なんですが、緑色の線から左側はオリンピックレーンとい

たしまして、競技関係者等が専用に使用する車線が確保されておりました。大体のところはブ

ラジルの方々、オリンピックレーンの使用を控えて車線が守られているところだったんですが、

こちらのほうも警察車両が数百メートルごとに駐留しておりまして、違反車両の摘発を行って

いたようです。ちなみに、現地ガイドの方のお話では、反則が見つかりますと日本円で約

4,000円ほどの違反金を取られるというようなお話も伺ってまいりました。 

 続きまして、バリアフリーにつきましては、一番左上の写真と右上の写真が競技会場関係に

なるんですが、競技会場に車椅子席、スロープ、多目的トイレが設置されていることを確認し

てまいりました。また、左下の写真につきましては、リフトバスの運行も確認をすることがで

きました。 

 宿泊事情についてなんですけれども、リオでは４万室の客室が必要とされ、新たに50余りの

ホテルが建設されたそうです。最終的には、３万2,344室が宿泊契約のほうを結ばれて予約の

ほうがされたということでございます。なお、新設されたホテルの中には世界的に有名なホテ

ルもリオ市内に誘致できたということで、オリンピック後もそのようなホテルは引き続き経営

を続けてくれるそうだということでございまして、地元の方々の話によりますと、これも一つ

のレガシーではないかというような説明がございました。 

 次に、イベントの実施状況でございますが、ライブサイトということで、一番左上の写真に

なりますが、このようなライブサイトというものがバハ地区、マラカナ地区、デオドロ地区の

３カ所で開催をされておりました。私たちはマラカナ地区内のセントロで開催されていますラ

イブサイトの視察のほうをしてまいりました。一番左上の写真の下側のほうでコンサート会場

のようなステージがありまして、上のほうでパブリックビューイングの画面がございます。ち

ょうどこのときはサッカーの中継をしておりました。このような形で夜の12時過ぎまで開催さ

れており、入場料が無料だということもありまして、施設内はかなりのにぎわいを見せており

ました。 

 また、各国が自国をＰＲする施設を開設しており、右上の写真ですが、日本はジャパンハウ

スとしてバハ地区で開催しておりました。ちょうどこの建物入り口を入ってすぐ左手に勝浦の

ビッグひな祭りが紹介されておりまして、左の下の写真になりますが、千葉県民として非常に

うれしい思いをしたところでございます。 

 このほか、47都道府県を紹介するパネルとして、右下の写真の真ん中になりますけれども、



－23－ 

千葉県ではアクアラインマラソンの模様をＰＲしてまいりました。現地の方々につきましては、

海の上で行うマラソンが珍しいようで、多くの方が足をとめて興味を持って見ていただいてお

りました。 

 なお、視察の前にオランダと県内での事前キャンプ誘致について合意をしましたことから、

オランダが開設をいたしましたハイネケンハウスへの招待も受け、視察をいたしました。ハイ

ネケンという大きなスポンサーがついていることもありまして、プールサイドでお酒を飲みな

がらパブリックビューイングを観戦できるなどの催しもありまして、ショー的な要素が強い施

設となっていました。 

 ほかにもアメリカ等、各国様々なハウスがコパカバーナ地区に開設のほうをされており、か

なり各国の特色を出したＰＲの方法が行われているように思いました。 

 次に、競技会場、会場周辺の運営状況でございますが、今回は千葉県での開催競技でありま

すレスリング・テコンドー会場と、これらの会場があります、バハ地区にありますオリンピッ

クパークを視察してまいりました。このオリンピックパークにつきましては、皆さん、自動車

レースのお好きな方は御存じかもしれませんが、自動車レースのＦ１が毎年開催されておりま

したネルソン・ピケ・サーキット、こちらのほうを廃止して取り壊した施設内に建設されてお

りましたので、レスリング、テコンドーを含めて７つの競技会場が集められたオリンピックパ

ークとしていろいろな催しが開催されておりました。レスリング・テコンドー会場は、このま

ま選手の強化施設として残されるということでございますが、この中の施設につきましては、

解体いたしまして学校等を建設する資材に活用するというような施設もあるというような説明

がございました。 

 なお、具体的にレスリング会場につきましては、右上の写真と左下の写真になりますが、３

面のマットがございまして、一番下のフロアの中心からマット、そしてその前に競技関係者、

そしてその外周りにマスコミ、そして客席が取り囲むような形の構造でございまして、照明が

多目に設置されておりまして、会場内の照度が非常に高かったというように感じました。また、

２カ所に大きなビジョンが設置されておりまして、１階の客席部分は仮設の構造ではございま

したが、席の間隔は狭く、非常に窮屈な印象というものを受けました。 

 テコンドー会場についてですけれども、テコンドー会場は右下の写真でございます。マット

１面で２階席をなし、客席はやはり仮設構造となっておりまして、照明、ビジョンはレスリン

グ会場と同じように、かなりの明るさと、ビジョンは２面設置しておりました。 

 また、このオリンピックパーク内には、このような競技会場のほか、ライブサイト、オリン
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ピック関連グッズを販売しているメガストア、一番左上の写真の奥の七色といいますか、彩り

鮮やかな建物がございますけれども、このメガストアもありまして、施設内はかなりの人でに

ぎわっておりました。 

 このほか、千葉県におきましてはサーフィン競技会場の有力な予定地となっておりますので、

サーフィン競技会場の参考といたしまして、浜辺に施設を建設しているビーチバレーの会場も

視察してまいりました。こちらのほうはコパカバーナ地区になるんですけれども、こちらでは、

左上の写真になりますけれども、日本でも報道がされておりましたように、外観は建設現場の

足場を組んだような簡易な構造の施設でございましたが、中に入ってみますと、右上の写真で

ございます。ちょうど地元のブラジル戦であったことから多くの観客がかなり盛り上がってい

るところでございましたけれども、席が揺れるようなこともなく、強度は十分につくられてい

るように感じました。 

 有名なマラカナンスタジアムも見ることができましたが、車椅子席も含めて客席は、こちら

のほうは有名なスタジアムでございますので、ゆったりした客席が用意されておりました。 

 最後に警備状況でございます。 

 ブラジルは連邦制を敷いておりますので、警察といっても連邦警察や州警察、市警察などの

組織に分かれています。空港には軍やガードマンも配置されておりまして、さまざまな制服の

姿の方々を目にいたしました。軍や一部の警察は自動小銃を携帯しておりまして、非常に怖い

感じがしたんですけれども、自動小銃を携帯し、ユニットを組んで警備を行っていたところで

ございます。日本の空港では余り見なれないことから、ここの自動小銃を持っているところを

通りまして物々しさも感じられたところでございましたが、このように見せる警戒としては高

い効果があったというように思われました。そのユニットは大体４名１組で行動しまして、取

りつけ道路やトイレ前、そしてターミナル入り口などで一定の期間立ちどまって警備を行った

り、それが終わったら巡回して警備を行う。時間がたったら、その後のグループがまた同じ場

所に立って警戒を行うというような警備体制がとられておりました。また、爆発物対策だと思

いますが、右下の写真なんですが、警備犬による警戒も行っておりました。 

 私たちの入国した17日と、閉会式を目前に控えた私たちが帰った20日では、警備体制がかな

り異なっておりまして、そのときそのときのフェーズに合わせて警備を強化していることが確

認できました。 

 会場の警備状況ですが、こちらの左上の写真ですが、オリンピックパーク内は二重のフェン

スで囲われておりました。高さは約３メートルほどあり、カメラやセンサー等の設備はありま
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せん。開閉会式が行われたマラカナンスタジアムでは、一部で二重のフェンスにはなっていな

い場所もありましたので、全ての会場に二重フェンスが設備されているわけではありませんで

した。 

 オリンピックパークの観客の出入り口周辺には、ちょうど下の２枚の写真のように州警察等

が配置され、厳重に警備をしていましたが、その他の外周や会場内では警備員もボランティア

と同じ服装で配置についている場合もあるとのことでしたので、物々しさを軽減する対策は講

じられているように思いました。 

 次に、会場入場時の保安検査の状況ですが、左の写真のようにテントが張られておりまして

保安検査を実施しておりました。機器といたしましては、右上の写真でございます。このよう

にゲート式の金属探知区とエックス線検査装置が設置されておりまして、航空機に搭乗する前

に行う保安検査と同じ要領で検査のほうが行われておりました。 

 このような検査を受けますと、先に進んで競技会場で当日のチケットのチェックを受けまし

て、パーク内の入場が許可されます。また、パーク内では複数の競技場がありますので、また

こちらでも再度チケットのチェックを受ける必要がありました。 

 下の写真につきましては車両の保安検査ですが、パーク内に入る全ての車両を対象としてい

ます。検査の方法は、全員が降車して観客と同じ検査を受け、その間に検査員が車両のボンネ

ット、トランク、ドア等を開放して車内の検査を行います。 

 ライブサイト等の、いわゆるソフトターゲットの警備状況については、ライブサイトはオー

プンエアでございますので、特に検査を受ける必要もなく誰でも自由に出入りすることができ

ますので、会場内よりも多くの警察官が配置されておりました。このような警備状況は、コパ

カバーナ海岸という観光地でも同様であり、軍も警備に当たっておりました。 

 右下の写真はカンデラリア教会というライブサイト直近の観光スポットですが、その前に警

察車両が配置されております。警察の待機車両のようでしたが、対策の一環だと考えられます。 

 最後になりますけれども、全体を見ての印象ですが、リオ大会は資金難であったということ

でございますので、一応最低限のものはそろっておりますがというような状況でございました。

また、報道されておりましたように、ボランティアの方々の確保も困難だったようで、実際に

ボランティアの数も少ないように感じました。また、ボランティアの方一人一人のレベルを見

ますと、かなり個人差も大きかったように思います。例えば空港などの主要施設につきまして

は片言の英語であれば何とか通じることができるんですが、地下鉄の駅ですとかＢＲＴの駅等

の切符売り場等に行ってしまいますとポルトガル語しか通じないというような状況でございま
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して、私もそうだったんですけれども、見知らぬ土地で、また言葉が通じないところに行く者

にとってはちょっと不便に感じたなというような印象を受けました。 

 このようなところを受けまして、ボランティアの必要性、重要性というものを改めて感じて

きたというところでございまして、ハードの整備ももちろんのことでございますが、ボランテ

ィアの育成などを初めとしたソフト面の整備につきましても、今後の取組の参考にしていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○石井議長 ありがとうございました。 

 今報告がありましたけれども、始まる前は非常に危険なオリンピックだと言われて、本当に

御苦労さまでした。無事に帰ってきてよかったですね。 

 もっと御意見をお伺いしようと思っていたんですが、予定の時刻になりましたので、一応こ

れで会議は終わりにしたいと思います。あと、個別にいろいろな御意見があろうかと思います

けれども、それはまたどうぞ事務局、あるいは私のところでも結構ですから、お出しいただけ

ればと思います。 

 それで、今、ハード、ソフトと話がありましたけれども、これからなんですね。全部、全て

だと思います。特にまだハード面もできていないので、パラリンピックの会場は普通の競技会

場よりも私は難しいんじゃないかと思うんですね。これは幕張でやるということになります。

ですから、これから藤野社長のところが大変お金もかかるし、いろいろ頭も使わなければなら

ないということになりますので、御苦労さまですけれどもよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に今後のスケジュール等について事務局から説明をお願いします。 

○内田東京オリンピック・パラリンピック推進課長 事務局より御説明いたします。 

 資料４をご覧いただきたいと思います。 

 今後のスケジュールにつきましては、表の右側にございます国や組織委員会、ＩＯＣ等の動

向も踏まえながら検討・推進を図ってまいりたいと考えております。 

 そして、次回の推進会議につきましては来年１月ごろに開催し、今年度の取組の進捗状況を

御報告するとともに、先ほどちょっと御説明しました2020年に向けました行程表をお示しした

いと考えております。この行程表は、まず県庁が主体となって取り組む事項をお示ししまして、

その後、各皆様方からの取組や官民連携の取組について専門部会において検討いただき、オー

ル千葉の行程表を作成してまいりたいと考えております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 
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○石井議長 ありがとうございました。 

 

（５）閉会 

○石井議長 それでは、以上をもちまして今日の会議は終了したいと思います。御苦労さまで

ございました。 

○司会 本日は、長時間にわたり御出席いただき、大変ありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 


