
文化環境委員会資料

令和２年１月 

     文 化 市 民 局 

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西 開催準備の進捗状況について 

１ 大会の趣旨等 

ワールドマスターズゲームズは４年に１度開催される世界最大級の生涯スポー

ツの祭典で，アジアで初めての開催となる第１０回大会は京都市で開催する開会

式からスタートし公式競技３５競技５９種目が関西地域（２府７県４政令市）で

実施されます。 

本大会は，「スポーツ・フォー・ライフの開花」を大会テーマとし，生涯スポー

ツの普及・発展をはじめ，世界一・健康長寿のまち・京都の実現はもとより，本

市レジリエンスの向上とともに，ＳＤＧｓの推進にも寄与し，世界に京都の魅力

を発信する機会として地域の活性化に大きなメリットが期待されます。 

本年２月１日から大会参加者のエントリーを開始するに当たり，ワールドマス

ターズゲームズ２０２１関西組織委員会及び開催府県市において検討を進め，昨

年１１月に発表した大会の概要及び京都市実行委員会における開催準備の進捗状

況について御報告いたします。 

２ 開催準備の進捗状況 

(1)ワールドマスターズゲームズ 2021 関西大会の概要について     別紙１ 

(2)ワールドマスターズゲームズ 2021 関西京都市実行委員会の取組について 

別紙２ 



公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会
2019.11.19

別紙１



競技種目・開催地

大会概要

◆開催期間 2021年5月14日（金）～30日（日）（17日間）
開会式 …5月14日(金) 京都市 岡崎エリア一帯（平安神宮、岡崎公園等）
閉会式 …5月30日(日) 大阪市 大阪城ホール

◆開催競技 公式競技 35競技59種目（他 オープン競技実施）
◆開催場所 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、

京都市、大阪市、堺市、神戸市
◆開催目標 参加者5万人（国内3万人、国外2万人 150か国・地域以上）
◆主 催 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会
◆共 催 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
◆後 援 スポーツ庁

◆競技別実施要項
本大会で実施する競技種目ごとのルールや年齢区分、試合数、試合時間等を
規定した競技別実施要項をホームページで公表。

ホームページ（競技別実施要項） https://www.wmg2021.jp/games/list
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競技日程

◆オープン競技
福井県 ディスクゴルフ(坂井市)
滋賀県 パドルテニス(守山市)/トレイルランニング(高島市)
京都府 スポーツクライミング(亀岡市)
大阪府 ボート(高石市)

兵庫県
バトントワーリング/西宮市障害者スポーツ競技大会（車いすバスケットボール、ローリングバレーボール、ボッ
チャ）(西宮市)/囲碁ボール(丹波市)/ローンボウルズ(神戸市、明石市)/ノルディック・ウォーキング(三田市)/ペ
タンク(宝塚市)/ウォーキング(洲本市)

奈良県 キンボールスポーツ(天理市)/還暦野球(宇陀市)
和歌山県 ビーチラグビー(白浜町)/スポーツウエルネス吹矢(和歌山市)

鳥取県
グラウンド・ゴルフ(湯梨浜町)/マラソン(鳥取市)/トライアスロン(米子市、境港市、南部町、伯耆町、大山町、
日吉津村)/SEA TO SUMMIT（カヤック+自転車+登山）(米子市、大山町、日吉津村)

徳島県
ビリヤード(徳島市他)/マラソン(徳島市他)/ラフティング(三好市)/軟式野球(鳴門市、徳島市、阿南市)/サーフィ
ン(海陽町他)/タッチラグビー(美馬市、三好市)

京都市 ダブルダッチ/ペタンク
神戸市 フラッグフットボール/ウォーキング 2



公式競技35競技59種目

一般部門（35競技59種目）

障がい者の参加に配慮する競技
（12競技19種目）

障がい者部門（13競技19種目）

障がい者への配慮

障がい
の種別 配慮の内容

12競技19種目
陸上競技 ｶﾇｰ 自転車 ｻｯｶｰ ｸﾞﾗｳﾝ

ﾄﾞ・
ｺﾞﾙﾌ

ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ
ﾌｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ

ｾｰﾘﾝ
ｸﾞ

ｽｶｯｼｭ
水泳

ﾎﾞｳﾘﾝ
ｸﾞ

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ
綱引ﾄﾗｯｸ

&
ﾌｨｰﾙﾄﾞ

10km
ﾛｰﾄﾞ
ﾚｰｽ

ﾊｰﾌﾏﾗ
ｿﾝ

ﾄﾞﾗｺﾞ
ﾝﾎﾞｰﾄ

ﾏｳﾝﾃﾝ
ﾊﾞｲｸ BMX ｻｯｶｰ ﾌｯﾄｻﾙ ｾｰﾘﾝ

ｸﾞ 競泳
ｱｰﾃｨｽ
ﾃｨｯｸｽ
ｲﾐﾝｸﾞ

ﾄﾗｲ
ｱｽﾛﾝ

ｱｸｱ
ｽﾛﾝ

ﾃﾞｭ
ｱｽﾛﾝ

肢体
不自由

・給水配慮
（上肢障がい） 〇 〇

・乗降船時の介助
（下肢障がい） 〇 〇

・入退水の介助
（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技ではﾊﾝﾄﾞ

ﾗｰ）
〇 〇 〇

・補助者の同行

視覚
障がい

・伴走者の参加
（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技ではｶﾞｲ

ﾄﾞ）
〇 〇 〇 〇 〇

・乗降船時の介助 〇 〇
・放送による連絡伝達 〇
・入退水の介助 〇
・補助者の同行

聴覚
障がい

・掲示板等による情報配
慮

調
整
中

〇 〇 〇 ○

調
整
中

〇 〇 〇
・音声以外のｽﾀｰﾄ合図 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
・緊急ﾌﾞｻﾞｰの配付
（体調不良時に使用） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

・ﾋﾞﾌﾞｽ着用等による周知
配慮 〇 ○
・ﾌﾗｯｸﾞ等による審判実施 〇 〇 〇
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞの設置 〇 〇
・電子ﾒｰﾙ等による連絡伝
達 〇
・補助者の同行 〇

知的
障がい

・ﾋﾞﾌﾞｽ着用等による周知
配慮 〇
・分かりやすい説明等の
配慮 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞの設置 〇
・補助者の同行

精神
障がい

・医師の指示や投薬ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙなどの把握による配
慮

〇

・補助者の同行

「障がい者の参加に配慮する競技」に参加する障がい者への配慮の内容（想定例）

障がい者が健常者と同じ会場で競技することで、相互理解を促進し、共感と一体感を生み出すこと
をめざし、健常者と障がい者が共に競う競技（種目）と障がい者部門を実施する競技（種目）を設置。

障がい者の参加に配慮する競技（種目）【12競技19種目】
国内総合競技大会で初めて、健常者と障がい者が同じルールで互いに順位を競う競技（種目）
障がい者部門を設置する競技（種目）【13競技19種目】
原則として、国際競技規則が定められているパラリンピック競技（種目）
選手の安全性と表彰の平等性の観点から、クラス分け作業を障がい者スポーツ競技団体と連携

して実施。
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◆開会式コンセプト
日本の伝統と文化が感じられる京都から、市民力を生かしたおもてなしによる祝祭感と、史上初
の広域開催として、関西全体の一体感を創出し、大会の幕開けにふさわしい開会式

◆開会式の概要
会場 京都市 岡崎エリア一帯（平安神宮、岡崎公園など）
日時 2021年5月14日（金）15 00～19 30
想定人数 20,000人～30,000人
会場施設 平安神宮、岡崎公園グラウンド、ロームシアター京都
式典進行言語 日本語、英語、手話（日本語手話、国際手話）

イベント 時間 場所 内容

開会式典 15:00～17:00
平安神宮
岡崎公園グランド
ロームシアター京都

○生花リレー（オープニングパフォーマンス）
○オフィシャルスピーチ
○ＩＭＧＡ旗の掲揚、選手宣誓、開会宣言
○フィナーレアトラクション

パレード 17:30～19:30 ○大会参加者によるパレード（競技毎）
○各地の祭りの参加

全体構成・プログラム

◆閉会式コンセプト
未来へつづく。つながる。関西・大阪らしい閉会式の創出。

◆ 閉会式の概要
会場 大阪市 大阪城ホール
日時 2021年5月30日（日）17 30～19 00
想定人数 10,000人
会場施設 大阪城ホール１階アリーナ、２階スタンド
式典進行言語 日本語、英語、手話（日本語手話、国際手話）

イベント 時間 場所 内容

フィナーレイベント 大阪城公園内 閉会式への参加機運を醸成させるフィナーレ―イベントを実施

閉会式典 17:30～19:00 大阪城ホール

○オープニングパフォーマンス
○オフィシャルスピーチ
○ハンドオーバーセレモニー
ＩＭＧＡ旗降納、次回開催都市パリへの引き渡し、パリから
のスピーチ
○参加型フィナーレアトラクション、閉会宣言
【展開イメージ】
■関西・大阪らしい伝統芸能をテーマにしたパフォーマンスで
オープニングを演出
■次回開催都市パリへのIMGA旗の引き渡しセレモニーを実施
■大会参加者が参加するフィナーレアトラクションで参加者の
交流と一体感を創出

全体構成・プログラム

◆開会式キャッチコピー
【日本語】はじまりは京都から ～スポーツで健康に、人生を楽しもう～
【英 語】Kyoto, where all things start ～Love Sport, Live Well, Enjoy Life～

◆閉会式キャッチコピー
【日本語】－ここから始まる、新しい感動－
【英 語】 Osaka-Kansai and Beyond 

開会式

閉会式
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各開催地を代表する花・樹木などを集め、パフォーマンス
などを披露

生花リレー

徳島県徳島県

和歌山県和歌山県

奈良県奈良県

滋賀県滋賀県

鳥取県鳥取県
福井県福井県

兵庫県
神戸市
兵庫県
神戸市

大阪府
大阪市
堺市

大阪府
大阪市
堺市

京都府
京都市
京都府
京都市

徳島県

和歌山県

奈良県

滋賀県

鳥取県
福井県

兵庫県
神戸市

大阪府
大阪市
堺市

京都府
京都市



※Team Do Sports Portal（TDSP）
スポーツ愛好者の交流を促し、スポーツ大会の案内や施設予約などのDOスポーツに関連するサービ
スを提供するポータルサイト。会員登録者はアーリーエントリーが可能。
https://team-do-sports.com

参加者区分 受付開始日 受付終了日

競技出場者

・個人競技出場者
・団体競技出場者
(チーム代表者)

アーリーエントリー
（TDSP会員登録者※）

2020年１月６日 AM10 00

一般エントリー
2020年２月1日 AM10 00

2021年2月28日 PM11 59

団体競技出場者
（チームメンバー）

2021年3月31日 PM11 59競技関係者(監督、コーチ、マネージャー等)
サポーター(家族、友人等)

大会参加者区分 基本料金
（税込・手数料込）

交通
パス

競技
出場権

競技
関与権

式典
参加権

サービス
利用権

参加者
キット

日本国内
在住者

競技出場者 １５，０００円
オプ
ション
購入可

● ● ● ●

競技関係者
(監督、コーチ、マネージャー等)

５，０００円 ● ● ● ●

サポーター
(家族、友人等) ５，０００円 ● ● ●

日本国外
在住者

競技出場者 ２４，０００円 ● ● ● ● ●

競技関係
(監督、コーチ、マネージャー等)

１４，０００円 ● ● ● ● ●

サポーター
(家族、友人等) １４，０００円 ● ● ● ●

※日本国外在住・国内在住は、現在の居住地によって区分。ただし、日本国籍を持つ日本国外在住の方
は、日本国内在住者の区分でも参加可能。

※５９競技種目のうち、５競技種目まで出場可能。６競技種目以降、1競技種目につき2,000円追加
料金が必要。競技数ではなく、競技種目数でカウントするため、注意。

※競技種目により、特別追加料金（エクストラフィー）が必要な場合がある。

競技出場者
競技種目に出場される方の区分
原則として、満30歳以上で、競技出場可能な健康状態にある方を対象とするが、参加資格の詳細

は競技種目ごとに競技別実施要項において定める。
競技関係者
競技出場者を除いた、競技に関与する監督、コーチ、マネージャー等の区分
年齢制限は満１２歳以上（2021年４月１日現在）とする
サポーター
競技には参加（出場・関与）しないものの、競技出場者・競技関係者と同等の各種権利を有する

家族、友人等の区分
年齢制限は満１２歳以上（2021年４月１日現在）とする

大会エントリー

大会参加料金

◆大会参加申込方法
・パソコン又はスマートフォン等で、大会エントリーサイトから申し込み
・競技出場者申込（エントリー）受付に関しては、競技種目内の種別毎に先着順で、募集枠の上
限に達した時点で締切
・参加申込完了後でも、競技種目やオプションの追加は可能

ENTRY機能（エントリー機能）
全国各地の様々な大会・競技会情報を掲載。
間口を広げることで、多くの利用者を集める
PERSONAL（パーソナル機能）
参加者のスポーツ活動をサポートする機能を
提供。個人やチームでのスポーツ活動を促進

NEWS（ニュース機能）
WMG2021関西をはじめとしたスポーツに関
わる様々な情報発信
SERVICE（サービス機能）
スポーツ活動や大会参加に関する各種サービ
スの提供
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◆大会参加料金表に示しているもの
交通パスは以下の２種類があり、日本国外在住者の大会参加料金には全て含まれている。
日本国内在住者の大会参加料金には含まれていないため、大会参加申込時又は大会参加申込後オ
プションで購入可能。
オプション購入は日本国内在住参加者のみを対象としており、数量限定
購入期間 エントリー受付期間と同期間

交通パス

オリジナルKANSAI ONE PASS（近郊分）【販売額3,000円】
関西主要公共交通各社を切符の買い換え無しで利用可能
オリジナルJR 関西ワイドエリアパス（広域周遊分）【販売額7,000円（予定）】
開催エリアのＪＲ路線を連続した７日間乗り放題（利用制限あり）

競技出場権
「競技出場者」にのみ付与される権利であり、選手として競技に出場し、所定の成績に達し
た場合には、その成績による表彰メダルが授与される権利。
競技関与権
「競技関係者」にのみ付与される権利であり、選手としてではなく、監督、コーチ、マネー
ジャー等として競技に関与することができる権利。

式典参加権
開会式、閉会式の両式典に参加することができる権利であり、大会参加者だけが入場できる
区画へのアクセス権。
各種サービス利用権
大会参加者のみが利用できる大会プログラム（有償）に参加できる権利。

大会参加者キット
・リュック
・Ｔシャツ
・タオル

※徳島エリアを利用する場合は、マスターズビレッジ徳島にて手続きを行う必要があります。
手続き後、徳島エリア内のＪＲが連続した５日間乗り放題（一部区間・列車等を除く）と
なるオリジナルＪＲ関西ワイドエリアパス（徳島エリア）を別途お渡しします。詳細が決
まり次第、本大会参加規約及びエントリーシステムにおいて、お知らせいたします。 6

※詳細が決まり次第、本大会参加規約及びエントリーシステムにて、お知らせします。



交流拠点

◆オープニングビレッジ
開会式会場である岡崎エリア一帯で開会式前に訪れる参加者の大会受付を行う。

◆センタービレッジ
関西の中心地である大阪駅周辺で開会式以降に訪れる大会参加者の大会受付を行う。
併せて、大会の情報発信の場として位置づけ、一般の方にも大会を知ってもらう拠点（機会）とする。

大会受付
大会案内（全般、地域）
交流の場

プレイベントの実施
オフィシャルグッズ販売
飲食ブース

大会案内（全般、地域）
交通案内

中間イベントの実施
オフィシャルグッズ販売

オープニングビレッジ
みやこめっせ

期間 2021年5月15日～5月30日 10 00～21 00 （予定）
場所 うめきたSHIPホール・うめきた広場
機能

期間 2021年5月11日～5月14日 8 00～21 00（予定）
場所 みやこめっせ
機能

7

◆ゲートウェイ案内所
大会参加者の歓迎及び日本に踏み入れた際の最初の情報拠点として、「次の目的地」への橋渡しを行
う。

期間 2021年5月9日～5月30日 8 00～21 00 （予定）
場所 関西国際空港、大阪国際空港（伊丹空港）
機能

大会受付
大会案内（全般、地域）

センタービレッジ
うめきたSHIPホール・

うめきた広場

ゲートウェイ案内所
関西国際空港

ゲートウェイ案内所
大阪国際空港（伊丹空港）

<会場地図>



◆マスターズビレッジ

名称 設置場所 最寄り駅からの
アクセス

開設期間・時間
（予定）

マスターズビレッジ福井
高浜町立和田公民館 ＪＲ「若狭和田駅」から徒歩５分 5/15～23

(10時～21時)
若狭高浜観光協会 ＪＲ「若狭高浜駅」構内 5/24～29

(10時～21時)※

マスターズビレッジ滋賀 浜大津アーカス 京阪「びわ湖浜大津駅」から徒歩５分 5/14～30
(10時～21時)

マスターズビレッジ京都 京都駅前地下街ポルタ ＪＲ「京都駅」直結 5/15～30
(10時～21時)

マスターズビレッジ大阪 ポルタス広場 南海「堺駅」西口直結 5/15～29
(10時～21時)

マスターズビレッジ兵庫 デュオこうべ
「デュオドーム」

ＪＲ「神戸駅」から徒歩1分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」直結

5/15～29
(10時～21時)

マスターズビレッジ奈良 奈良県外国人観光客交流館 近鉄「奈良駅」から徒歩１０分
5/15～24
(10時～21時)
5/25～29

(10時～21時)※

マスターズビレッジ和歌山 わかちか広場 ＪＲ「和歌山駅」直結 5/14～30
(10時～21時)

マスターズビレッジ鳥取 風紋広場 ＪＲ「鳥取駅」駅前 5/14～29
(10時～21時)

マスターズビレッジ徳島 徳島駅周辺（調整中）

※大会受付は行わない

大会受付
大会案内（全般、地域）
オフィシャルグッズ販売
地域魅力発信ブース※

交流の場
競技種目ブース※
スポンサーブース※

大会期間中の参加者の拠点となり、以下の機能を持つ。
ビレッジ毎に特色を出し、地域の魅力発信や独自の催しを行う。

<会場地図>

風紋広場

デュオこうべ
「デュオドーム」

徳島駅周辺

ポルタス広場

わかちか広場

・高浜町立和田公民館
・若狭高浜観光協会

京都駅前地下街ポルタ

浜大津アーカス

奈良県外国人
観光客交流館
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※設置機能はビレッジにより異なる。



観光・宿泊

競技

宿泊

観光

WMG特別体験プラン専用サイト 11月開設（2月予約開始）

大会アンバサダー・アナバサダー

青木 愛 （元シンクロナイズドスイミング日本代表）

朝原 宣治 （北京オリンピックメダリスト）
有森 裕子 （元マラソン選手）
岩崎 恭子 （スイミングアドバイザー）
植田 辰哉 （元バレーボール日本代表監督）
宇津木 妙子（元女子ソフトボール日本代表監督）
大西 将太郎（元ラグビー日本代表）
大山 加奈 （元女子バレーボール代表）
岡本 依子 （2000年シドニー五輪テコンドー銅メダリスト）

荻原 次晴 （スポーツキャスター）
奥野 史子 （スポーツコメンテーター）
奥原 希望 （バドミントン選手）
小椋 久美子（元バドミントン日本代表）
小田 幸平 （野球解説者・評論家）
狩野 舞子 （元女子バレーボール日本代表）
亀山 つとむ (野球評論家）
桑田 真澄 （野球評論家）
斉藤 和巳 （野球解説者）
迫田 さおり（元女子バレーボール日本代表）
佐渡 裕 （指揮者（兵庫県立芸術文化センター芸術監督））

福谷 清志 (テレビ大阪)
堀田 篤 (関西テレビ)
三浦 隆志 (読売テレビ)

杉本 美香 （柔道家）
杉山 愛 （スポーツコメンテーター）
鈴木 尚広 （スポーツコメンテーター）
高山 樹里 （日本車椅子ソフトボール協会会長）
竹田 謙 （バスケットボール選手）
玉岡 かおる （作家）
千葉 真子 （マラソンランナー）
寺川 綾 （スポーツキャスター）
野村 忠宏 （柔道家）
中野 浩一 （スポーツコメンテーター）
萩原 智子 （元競泳日本代表）
廣田 遥 （元トランポリン日本代表）
前園 真聖 （元サッカー日本代表）
松田 丈志 （元競泳日本代表）
武蔵 （元K-1ファイター）
室伏 重信 （中京大学名誉教授）
八木沼 純子 （スポーツコメンテーター）
柳本 晶一 （（一社）アスリートネットワーク理事長）
山村 宏樹 （野球解説者）
山本 隆弘 （バレーボール元日本代表）

武井 壮

山中 真 (毎日放送)
柴田 博 (朝日放送テレビ)

◆大会アンバサダー

◆大会”アナ”バサダー

◆大会応援大使

参加者が各開催地、大会ならではの体験ができる大会オリジナルの体験プログラムを多数提供。

◆観光

◆宿泊
WMGオリジナル宿泊予約サイト 2月開設・予約開始
参加者が安心して競技に参加できるよう、競技開催周辺地等、最適な宿泊施設を提供。

本大会は、広域開催の特性を活かし、競技と併せ
て観光を楽しむスポーツツーリズムを推進している。
各開催地の特徴を活かし、大会オリジナル体験プ
ログラムの提供及び競技等から宿泊施設を検索でき
るオリジナル宿泊予約サイトを提供する。

◆スペシャルアドバイザー
朝原 宣治 ((一社)アスリートネットワーク副理事長) 荒川 大輔 ((一社)アスリートネットワーク理事)
奥野 史子 ((一社)アスリートネットワーク副理事長) 松下 浩二 ((一社)アスリートネットワーク理事)
根木 慎志 ((一社)アスリートネットワーク副理事長) 森島 寛晃 ((一社)アスリートネットワーク理事)
巽 樹理 ((一社)アスリートネットワーク副理事長) 山本 篤 ((一社)アスリートネットワーク理事)
浅越 しのぶ ((一社)アスリートネットワーク理事)9

（※下線は2019年11月19日就任）



◆ 活動内容
・大会受付
・競技受付
・会場案内
・イベント補助
・競技補助 等

◆支給物品
・ポロシャツ（３日以上活動）
・サコッシュ
・タオル

◆申込方法（個人）
受付期間 2019/11/20～2020/10/31
申込方法 郵送・web等

(2019/11/20～2020/10/31)
エントリーシステム
(2020/2/1～2020/9/30)

◆参加資格
・平成１５年（２００３年）４月1日以前に生まれた方
※なお、各委員会が特に認めた場合は、この限りではない。
※活動日において２０歳未満の方は、事前に保護者の同意が必要。
・日本語でコミュニケーション（日常会話程度の読み書き）が可能な方
・各委員会が指定した日時に選考ガイダンス及び各研修（共通・業務別）にご参加いただける方
（選考ガイダンスについてはエントリーシステムで申込んだ個人ボランティアの方のみ必須。
また、各研修については、個人は全員必須であるが、団体、グループボランティアは代表者
の方のみ参加が必須となる。）

◆活動期間
令和３年（２０２１年）５月９日（日）～５月３０日（日）
※各委員会のそれぞれの募集枠で原則３日以上。

◆活動時間
１日５時間以上８時間以内
※競技スケジュール、活動内容、活動場所等により異なる。

◆処遇
・活動における報酬は無償
・交通費、宿泊費は原則、自己負担
・活動中の食事については、活動時間が長時間にわたる場合のみ支給もしくはプリベイドカード
（１食５００円相当）を提供
・組織委員会において一括してボランティア保険に加入するため、事故やケガがあった場合には
保険の適用範囲内で対応する。

◆活動場所
・開閉会式会場
・ゲートウェイ案内所
（関西国際空港・大阪国際空港（伊丹空港））
・オープニングビレッジ
・マスターズビレッジ
・センタービレッジ
・臨時大会受付会場
・競技会場

◆募集人数
延べ60,000人（予定）

◆申込方法（団体・グループ）
受付期間 2019/11/20～2020/10/31
申込方法 郵送・web等

ボランティア
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公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会事務局
〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル23F
TEL：06-6446-2021 FAX：06-6445-8541 MAIL：kansai-wmg@wmg2021.jp
HP ： https://wmg2021.jp/        https://www.facebook.com/wmg2021

スポンサー紹介

◆メジャーパートナー

◆パートナー

◆サポーター

◆メディアパートナー
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別紙２ 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西京都市実行委員会の取組について 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西京都市実行委員会では，大会の成功に

向けて，組織委員会や開催府県市と連携し，本市で開催する開会式や競技等の

運営に向けた準備に取り組むとともに，更なる広報活動の充実を進めてまいり

ます。 

１ 「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」京都市実行委員会 

 平成 29 年 4 月，京都市長を会長とする「ワールドマスターズゲームズ 2021

関西」京都市実行委員会（以下「ＷＭＧ」という。）を設立。各競技団体，経

済・観光関係団体や報道機関等に参画いただき，大会開催に必要な事項の協議，

検討，市民の機運醸成や広報周知に取り組む。 
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(1)主な構成員：京都市（会長 門川市長），京都陸上競技協会，京都府バドミ

ントン協会，日本スカッシュ協会，京都府空手道連盟，京都

市スポーツ協会，経済・観光関係団体等の代表者，学識経験

者など（参考１） 

(2)活動等：総会の開催 

下部組織としてＷＭＧ幹事会を開催 

２ 「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」庁内推進本部 

  大会開催に当たり，全庁挙げた取組を強力に推進するため市長を本部長と

する庁内推進本部会議を設置。 

(1)構成員：市長，副市長，教育長をはじめとする本市局長級 

 (2)活動等：令和元年 7月 31 日設立。各局横断的な取組，連携を推進 

３ 主な取組，事業等  

(1)開会式の開催準備 

平成 30 年 5 月 30 日，岡崎公園エリア一帯を会場地とすることを公表し，

平成 31 年 2 月～3月，開会式のキャッチコピーについて市民投票を実施。投

票結果をもとに京都市実行委員会総会で京都市案を決定した。令和元年 5月

27 日付けで，組織委員会が正式に開会式のコンセプト・キャッチコピーを公

表した。

令和元年 11 月 19 日の組織委員会決起大会では，開会式概要が発表され，

今後は，開会式のプログラム内容等の検討を深めるなど，開催に向けて必要

な事項を調整していく。

(2)競技の運営準備 

  競技日程，会場，参加人数等を規定した競技別実施要項最終案を組織委員

会から国際マスターズゲームズ協会(ＩＭＧＡ)に提出し，確認の後，開会式

と同様に決起大会で公表された。今後は，この実施要項に基づき会場整備や

運営体制を整えていく。 

(3)広報ＰＲ 

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。

ア 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） 



3 

（ｱ）平成 30 年度 

   ・ 1000 日前記念イベント in 京都（8/18） 

    ・ 第 16 回京都学生祭典１カ月前フェスティバル（9/1） 

   ・ ＳＫＹふれあいフェスティバル（9/15，16） 

  ・ みんなのスポーツフェスタ（9/24） 

  ・ プレミアムサタデー（10/13） 

  ・ 京都国際映画祭に係るスポーツ企画（10/13） 

・ 伏見・お城まつり 2018（10/14） 

   ・ 右京区ふれあいフェスティバル（10/27） 

・ 市民スポーツフェスティバル (11/3) 

・ 消費生活フェスタ 2018（11/10） 

    ・ 西京区民ふれあいまつり（11/17） 

  ・ 明日の Kyoto・地域創生フェスタ（11/ 23） 

・ 東山区民ふれあいひろば 2018（11/24） 

・ 平成 31 年京都市消防出初式（1/13） 

・ ヒューマンステージ・イン・キョウト 2019（1/26） 

・ 京都マラソン 2019（2/15，16，17） 

・ 京都ツーデーウオーク（3/2，3） 

・ 天皇盃 第 30 回全国車いす駅伝競走大会（3/10） 

（ｲ）令和元年度 

   ・ 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) 
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イ 京都市実行委員会によるホームページの開設等 

（ｱ）ホームページの開設  

・ 開設日 平成 30 年 11 月 14 日 

・ 主な内容 

①京都市開催競技の詳しい内容及び機運醸成に向けた情報を掲載 

②京都市実行委員会ボランティア募集等の周知 

③「スポーツ 1000 言（宣言）」の掲載 

(ｲ）ＳＮＳ（フェイスブック，ツイッター，インスタグラム）情報発信 

ウ 開会式をイメージしたポスター・リーフレット（日・英）の作成 

    ・ポスター      1,000 枚  

    ・リーフレット   17,000 枚（うち，英語版 6,000 枚） 

エ 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 

    ・ 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 

オ 横断幕の掲示 

（ｱ）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 

（ｲ）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 
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カ 工事現場の壁面での広報ＰＲ 

・ 宝ヶ池公園運動施設体育館の工事現場の壁面広報ＰＲ 

・ 京都市京セラ美術館の工事現場の壁面広報ＰＲ 

キ 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 

寺町通りショーウィンドウ 

ク 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（5月） 

    ・京都オスカークラブ総会講演（6月） 

・その他 企業，経済団体，金融機関，大学等訪問ＰＲ活動 

ケ 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） 

令和元年 1月：葉牡丹（伏見区産） 

令和 2年 2月：桃（予定） 



6 

コ 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（令和元年 12 月末日時点） 495 件 

うち，京都市登録件数 224 件 

４ 今後の取組 

  令和 2年 2月からのエントリー開始に合わせて，市バス，地下鉄へポスタ

ー掲示するとともに，京都市内競技会場等を紹介するパンフレットを新たに

作成し，関係施設に配架する。 

  また，令和 2年 4月 11 日（土）～13 日（月）にハンナリーズアリーナ及び

京都市市民スポーツ会館で開催されるバドミントン大会「ミズノおもてなし

カップジャパン2020in京都」（ミズノ主催）をワールドマスターズゲームズ プ

レ大会と位置づけ，実施する。 

更に，組織委員会や京都府，関係団体等と連携し，大会の成功に向け，以下

のことに精力的に取り組む予定である。 

・開会式運営計画の作成 

・競技運営計画の作成，競技スタッフの確保 

・大会運営本部，マスターズビレッジ，医療救護，安全・危機管理対策等，

各種計画の作成 

・関係団体等と連携したボランティアの確保 

・１年前イベントの開催のほか，市民連携事業，各種広報・ＰＲ，盛り上げ

事業実施による大会機運の醸成 

・協賛金や寄付金等の獲得 



「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」京都市実行委員会委員・役員名簿

  （令和元年６月２４日時点※敬称略） 

役職 団体名・職名 氏名 分野 

会長 京都市長 門川 大作  

副会長 公益財団法人京都市スポーツ協会会長 藤野 英雄 スポーツ 

副会長 公益社団法人京都市観光協会会長 柏原 康夫 観光 

委員 一般財団法人京都陸上競技協会会長 田中セツ子 

競技団体 

委員 京都府バドミントン協会会長 田中田鶴子 

委員 公益社団法人日本スカッシュ協会常務理事 日向 孝知 

委員 京都府空手道連盟会長 阪梨 學 

委員 京都市ペタンク・ブール連盟会長 髙岸 道男 

委員 特定非営利活動法人京都府ダブルダッチ協会理事長 佐藤 福大郎 

委員 公益財団法人京都市障害者スポーツ協会理事長 加藤 博史 

スポーツ 委員 京都女性スポーツの会会長 水野加余子 

委員 オリンピックメダリスト，大阪ガス株式会社 朝原 宣治 

委員 京都商工会議所会頭 立石 義雄 経済・観光・

文化委員 公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事 山内 秀顯 

委員 京都府旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 小野 善三
宿泊・ 

交通 
委員 一般社団法人京都府バス協会会長 鈴木 一也

委員 一般社団法人京都府タクシー協会会長 兼元 秀和

委員 一般社団法人京都府医師会会長 松井 道宣
医療救護 

委員 公益社団法人京都府看護協会会長 中島すま子

委員 公益財団法人京都ＳＫＹセンター理事長 小田垣 勉 ボランティア

委員 公益財団法人大学コンソーシアム京都理事長 仲谷 善雄 大学・学生 

委員 株式会社京都新聞社代表取締役社長 山内 康敬 

報道機関 

委員 日本放送協会京都放送局局長 田波 宏視 

委員 株式会社京都放送代表取締役社長 細井 俊介 

委員 株式会社エフエム京都代表取締役社長 杉本 雅士 

委員 株式会社ジェイコムウエスト京都みやびじょん局長 牧野 克好 

委員 
京都先端科学大学 研究連携支援センター 

アクティブヘルス支援機構 客員研究員 
木村みさか 

学識者 

委員 龍谷大学経営学部スポーツサイエンスコース教授 松永 敬子 

委員 岡崎魅力づくり推進協議会代表 潮江 宏三

地域・ 

行政 

委員 京都市体育振興会連合会会長 香川 史朗 

委員 京都府文化スポーツ部長 古川 博規 

委員 京都市教育長 在田 正秀 

委員 京都市公営企業管理者（交通局長） 山本 耕治 

（裏面へ続く）

参考１



委員 京都市観光政策監 糟谷 範子 

委員 京都市文化市民局スポーツ担当局長 石田 洋也 

委員 京都市保健福祉局長 三宅 英知 

委員 京都市北区長 松本和加子 

委員 京都市左京区長 池内 正貢 

委員 京都市中京区長（当番区） 松田 晃郎 

委員 京都市南区長 古川 真文 

委員 京都市右京区長 北川 洋一 

委員 京都市消防局長 山内 博貴 

監事 山田陽子事務所（公認会計士・税理士） 山田 陽子  

監事 京都市文化市民局くらし安全推進部長 並川 哲男


