
令和元年度事業報告 

 

 令和元年度は，大会開催を２年後に控え，前年度に策定した京都市基本計画

をベースに，競技団体をはじめとする関係機関，関係団体と協議を重ねながら，

開会式，競技運営，マスターズビレッジ，大会運営本部，医療救護，ボランテ

ィアなどの開催準備業務に精力的に取り組んだ。  

 ５月２７日（月）には開会式のコンセプト，キャッチコピーを発表し，１１

月１９日（火）に開催された組織委員会総会（決起大会）では，開会式の概要，

大会参加規約，競技別実施要項，ボランティア募集要項を発表した。  

 １１月２０日（水）からはボランティアの募集を開始し，大会出場者のエン

トリーについては，１月６日（月）からアーリーエントリー，２月１日（土）

からは一般エントリーの受付を開始した。 

また，大会認知度を高めるための広報事業については，京都駅ビル駅前広場

において，京都府実行委員会と合同での「２年前イベント」（５月１４日）や，

西京極総合運動公園内ハンナリーズアリーナにおいて，「『ワールドマスターズ

ゲームズ２０２１関西』をはじめとした大規模国際スポーツ大会ＰＲイベント」

（６月３０日）を開催するとともに，市内各種イベントで大会マスコットキャ

ラクター「スフラ」の着ぐるみを活用してのＰＲ活動や，地下鉄・市バス車内

へのポスターの掲出などを行い，大会の周知啓発を行った。 

 

 

 

１ 開会式概要の発表 

発表時期 
〇令和元年１１月１９日（火）に開催された組織委員会総会（決

起大会）で発表 

発表内容 

 

〇コンセプト（5月 27日発表済） 

〇キャッチコピー（同上） 

※コンセプト，キャッチコピーの決定・発表 

  ３月２２日（金）：京都市実行委員会総会において京都市案 

           の議決 

  ５月２７日（月）：大会組織委員会理事会において正式決 

           定のうえ，公表 

 
〇開会式の概要（会場，日時，人数，会場施設，式典進行言語） 
〇全体構成・プログラム 
 ・開会式典（時間，場所，内容） 
 ・パレード（時間，内容） 
〇その他 

 

 

 

 

 



２ 競技別実施要項の発表，エントリー受付開始 

発表時期等 

〇令和元年１１月１９日（火）に開催された組織委員会総会（決

起大会）で競技別実施要項及び大会参加規約を発表 

〇エントリー受付開始 

 令和２年１月６日（月）１０：００～ アーリーエントリー 

 令和２年２月１日（土）１０：００～ 一般エントリー 

陸上競技 

（トラック＆

フィールド） 

〇期間：令和３年５月２１日（金）～２７日（木） 

〇場所：たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園陸上 

競技場兼球技場）・西京極総合運動公園補助競技場 

〇募集枠：３，０００人 

〇種 別：トラック競技…男子１７種別，女子１５種別 

フィールド競技…男子１０種別，女子１０種別 

バドミントン 

○期 間：令和３年５月１６日（日）～２３日（日） 

○場 所：ハンナリーズアリーナ，市民スポーツ会館，島津アリーナ京都  

〇種別及び募集枠 

：団体戦 １２０チーム 

     個人戦 シングルス（男・女）各２００人 

ダブルス（男・女）各３００組 

ミックスダブルス ４００組 

空手道 

○期 間：令和３年５月２１日（金）～２３日（日） 

○場 所：京都市武道センター 

○募集枠：５００人 

○種 別：形，組手 

スカッシュ 

○期 間：令和３年５月２０日（木）～２９日（土） 

○場 所：エル・スポーツ京都，京都テルサ 

○募集枠：５４０人 

○種 別：シングルス 

 

 

３ オープン競技 

目 的 
 大会機運の醸成と大会への参加機会を増やすことを目的とし

て実施する。 

ペタンク 

〇期 間：令和２年５月３１日（日） 

〇場 所：京都御苑内 富小路グラウンド 

〇募集枠：６４チーム 

〇種 別：トリプル 

ダブルダッチ 

〇令和元年３月に正式にオープン競技として開催することを決

定（開催時期は令和３年５月を予定） 

〇実施要項作成に向け調整中 



４ ボランティア募集要項の発表，募集開始 

発表時期等 

〇令和元年１１月１９日（火）に開催された組織委員会総会（決

起大会）でボランティア募集要項を発表 

〇募集開始 

 令和元年１１月２０日（水）～ 

 募集概要 

〇活動内容：大会受付・競技受付，会場案内，式典イベント補

助，総合案内，競技補助，語学対応 

〇活動場所：開閉会式・ゲートウェイ案内所，各ビレッジ・臨

時会場受付，競技開催地 

〇活動期間：令和３年５月１１日（火）～５月３０日（日） 

      ※場所によって異なる 

〇活動時間：１日５時間以上８時間以内 

〇支給物品：（全員）サコッシュ，タオル 

（３日以上の活動者）ポロシャツ 

〇処  遇：報酬なし，交通費・宿泊費原則自己負担 

〇応募方法：各委員会へ郵送・ＷＥＢ等により申し込み 

 

※京都市実行委員会では団体，グループボランティアのみ募集

（個人ボランティアは組織委員会が窓口となって募集） 

 

 

５ 大会開催準備 

 

概 要 

平成３０年度に策定した京都市基本計画をベースに，大会開催

を２年後に控え，「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」

京都市運営業務等について業者委託するとともに，各競技団体

をはじめとする関係団体・関係機関と協議を重ねながら，鋭意

開催準備業務に取り組んだ。 

 業務内容 

〇開会式 

・開会式会場の交通規制・雑踏対策のための交通量等調査，  

解析，シミュレーションの実施，京都府警察との協議 

・会場内，会場周辺施設等との協議，地元自治会への説明等 

・組織委員会と協議し開会式典の概要作成，決起大会での発表 

・輸送計画の検討，各種交通機関との協議 

・式典等演出計画の検討，各種関係機関との協議 

・会場設営・レイアウトの検討 

・パレード実施計画の検討 など 

〇競技運営 

 ・競技実施要項の作成，決起大会での発表 



 ・各競技会場の現地調査，競技会場設営計画の検討  

 ・競技運営スタッフ確保等について関係機関と協議 

 ・競技運営各種必要機能のピックアップ，役割分担等検討 

 ・必要物品，必要経費の算出等 

 ・交流の場のあり方等検討 など 

〇マスターズビレッジ 

 ・京都ステーションセンターとの協議 

 ・現地確認，調査 

 ・レイアウト図の作成 など 

〇大会運営本部 

 ・大会運営本部体制の検討 

 ・組織図（案）の作成 など 

〇医療救護 

 ・医療救護計画（案）の作成 

・医師・看護師・救急救命士等の動員依頼について関係機関  

と協議 

 ・開会式救護所の設置計画の検討 

〇ボランティア 

・ボランティア募集要項の発表，団体・グループボランティア

の募集開始 

 ・開会式ボランティアの協力依頼 

 ・語学ボランティアの協力依頼 

 ・ボランティアセンターの開設準備 など 

〇市民連携 

 ・花いっぱいプロジェクトについて関係機関への協力依頼 

 ・交流，おもてなし等について関係機関との協議 

 ・さくらよさこいとの協力について協議・調整 

 ・公募事業の実施準備 など 

〇協賛企業獲得等 

 ・実行委員会協賛のあり方等について組織委員会と整理 

 ・セールスシートの作成 

 ・訪問先企業のリストアップ，訪問開始  

 ・ふるさと納税募集開始 など 

〇その他 

 

 

６ 広報事業 

  別紙 ＷＭＧ京都市広報事業 参照 

 



 

７ 観光体験プラン 

概 要 

スポーツツーリズムの感動的な体験を提供するため，ＷＭＧ

公式サイトから推移する観光ページにて各開催都市や周辺エリ

アの着地型プログラム（ＷＭＧ特別体験プラン）の掲載・販売

を実施。 

京都市では関係機関の協力を得て，以下の３つのプランにつ

いて販売に向け調整中。 

内 容 

⑴ 京都市観光協会 

「緑に囲まれた茶室で京料理と抹茶を楽しむプラン」 

…プログラム造成中 

⑵ 京都伝統産業ミュージアム 

「見学＋からかみハガキ摺り体験」 

 …組織委員会と調整中 

⑶ 元離宮二条城 

「世界遺産・二条城の非公開「香雲亭」で愉しむ昼食」 

 …組織委員会と調整中 

 

 

８ 幹事会等の開催 

  

 ○ 第７回 京都市実行委員会 幹事会 

  ・ 令和２年２月２８日（金） 

  ・ 京都市役所西庁舎第一会議室 

  ・ 令和２年度事業計画・収支予算（案） など 

 



ＷＭＧ京都市広報事業 

(令和２年３月２３日時点) 

 

第２回実行委員会総会（平成 31年 3月 22日）以降の主な広報事業について報

告 

 

大会参加エントリーや認知度の向上等に向け，組織委員会と連携し，様々な

機会を通じて広報ＰＲを実施している。特に，京都市実行委員会では，京都市

で開催する開会式や競技に関し，大会開催の趣旨を御理解いただき，市民の皆

様に競技出場者やボランティアとしての参加を促すとともに，一緒に大会を盛

り上げる機運向上に努めていく。 

 

１ イベント等でのＰＲ（大会マスコット「スフラ」による啓発，スポーツ体

験会やクイズラリーの実施，リーフレット配布等） 

  ・ 自転車マナーアップフェスタ in kyoto（5/12） 

   ・ ２年前記念イベント in京都（5/14） 

   ・ ２年前記念イベント スポーツ縁日 (5/26) 

  ・ 大規模国際スポーツＰＲイベント（6/30） 

   ・ 京都学生タナバタフェス（7/6） 

   ・ 祇園祭後祭エコ屋台村（7/22,23） 

  ・ 左京区民ふれあいまつり 2019（7/28） 

  ・ ＫＲＰ（京都リサーチパーク）ＷＥＥＫ七夕大交流会（7/29） 

  ・ 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会 (8/31)  

  ・ 伏見ふれあいプラザ 2019 (9/1) 

  ・ ラグビーＷ杯パブリックビューイング (10/5,13) 

・ みんなのスポーツフェスタ (10/14) 

・ 大相撲京都場所 (10/18) 

・ 市民スポーツフェスティバル (11/3) 

・ 東山区民ふれあいひろば 2019 (11/4) 

・ 下京区ふれ愛まつり (11/10) 

・ きょうと地域力アップおうえんフェア (11/30) 

・ 京都ハンナリーズＶＳ大阪エヴェッサ戦 オープニングＰＲ (12/7) 

・ 令和２年京都市消防出初式（1/12） 

・ 農林啓発イベント「きょうと農林 SpecialWeek」ＰＲ活動(1/14～16) 

・ 京都キレイフェスタ 2020（1/18） 

  ・ 「京都・和の文化体験の日」（1/25） 

  ・ 「ヒューマンステージ・イン・キョウト」（1/25） 

    ・ 京都マラソン 2020おこしやす広場（2/14,15） 

・ 京都ツーデーウオーク（中止のため参加者へ送付）（3/7,8） 

 

 

 

 

別紙 



２ 大会エントリー開始周知 ポスター，リーフレット，指詰めシールの作成 

令和 2年 2月 1日から，京都市で開催する開会式，競技を中心としたポスタ

ー等を作成し，市バス，地下鉄車内（中吊り，横枠，地下鉄ドアへのシール貼

付），京都市実行委員会ホームページへの掲載などを実施。 

・ポスター      2,670枚 

 ・リーフレット   18,000枚 

・指詰めシール     560枚 

 ・京都市実行委員会ホームぺージの 

トップページに掲載 

 

 

 

 

 

 

 

３ KYOTO VISITOR'S GUIDE ＰＲ記事掲載 

  京都市を訪問する外国人観光客を対象とした KYOTO 

VISITOR'S GUIDE（英語 フリーペーパー）へＰＲ記事を掲

載。 

  ・令和元年 11月号 

  ・令和 2年 2月号 

  ・令和 2年 3月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ デジタル残日計「みんなのスポーツ 1000言（宣言）」の市内巡回設置 

 平成 30年 8月から市内各所で設置 

・ 地下鉄各駅 

  ・ 市役所分庁舎，区役所 

・ 競技会場地：市民スポーツ会館 

・ 開会式会場：みやこめっせ 



５ 横断幕の掲示 

（1）常時設置 

・ 競技会場地：たけびしスタジアム京都入場口，市民スポーツ会館他 

・ 開会式会場：岡崎公園野球場，京都市動物園他 

・ その他：区役所・支所，京都市運動公園・体育館，アクアリーナ， 

さすてな京都（環境学習施設）他 

（2）臨時設置 

 ・ サンガホームゲーム，各区ふれあいまつり，京都マラソン，市民スポーツ

フェ 

スティバル，各種スポーツ大会等 

 

 

６ 工事現場の壁面での広報ＰＲ 

・ 宝ヶ池公園運動施設体育館 （工事完了により終了） 

・ 京都市京セラ美術館    （工事完了により終了） 

・ 京都市役所前（御池通側）  ＊令和 2年 4月 28日～（予定） 

 

 

７ スフラ等身大パネルによる広報ＰＲ 

・開会式及び競技開催区の区役所  

北区，左京区，中京区（当番区），南区，右京区 

・公式競技会場 

たけびしスタジアム京都・補助競技場， 

京都市市民スポーツ会館，島津アリーナ京都， 

京都市武道センター，京都テルサ 

・京都市役所西庁舎，分庁舎 

  

9/17右京区役所にてスフラによるスフラ等身大パネル 

及び寄せ植えプランターの贈呈式を実施 

 

 

８ インターネット広告の実施 

総合企画局広報担当の協力により，フェイスブック，google，Yahoo!におい

て，ワールドマスターズゲームズを紹介するインターネット広告を掲載。 

期間：令和 2年 1月 16日から 3月 13日まで（表示回数約 150万回）。 

 



９ 京都市花き振興協会と連携したＰＲ 

  産業観光局協力の下，区役所・支所をはじめとする本市の各庁舎窓口におい

て，季節の市内産の花を中心としたアレンジメントと大会をＰＲするポップを

展示。 

・令和元年 10月：バラ（伏見区産） 

・令和 2年 1月：葉牡丹（伏見区産） 

・令和 2年 2月：桃，菜の花（伏見区産） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ セブン-イレブン・ジャパンにおけるＰＲ 

京都市とセブン-イレブン・ジャパンとの地方創生包括連携協定(H19.10)によ

り，京都市内店舗（約 200店）において令和 2年 2月上旬から設置 

  ワールドマスターズゲームズ告知シールを貼ったラックにパンフレットを差

込み，図書売場等に順次設置。 

 

 

１１ 企業・団体等における講演・ＰＲ 

 ・京都商工会議所観光運輸部会講演（元.5） 

 ・京都オスカークラブ総会講演（元.6） 

・その他 企業，経済団体，大学等訪問ＰＲ活動 

 

 

１２ ＴＳＵＮＡＧＵプログラムへの登録 

  大会組織委員会では，大会の成果を次世代に遺すために「レガシー基本構

想」（5つのテーマ（個人・地域・文化・世界・未来））を策定し，基本構想を

具体化するために，「ＴＳＵＮＡＧＵプログラム」を立ち上げた。 

  本プログラムは地域や団体の取組・活動・事業（スポーツ事業，文化事業，

地域貢献事業，ボランティア事業等）を登録していただき，各取組等を通じ

て「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」を応援していくものである。 

・全体登録件数（令和 2年 3月 23日時点） 926件 

                    うち，京都市登録件数  270件 

 

 

 

 


