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市民参画 ～オール福島で大会を盛り上げる～

◆都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト（主催：組織委員会）
東京２０２０大会でアスリートに授与される約５，０００個の金・銀・銅メダルを、使用済みの小型家電から抽出し
たリサイクル金属で製作する国民参加型プロジェクトです。大会をきっかけに持続可能社会の仕組みをつくる
取り組みとして行われ、平成２９年４月から平成３１年３月までの２年間で全てのメダルに必要な金属量を１００％
回収することができました。
本市でも平成３０年７月から平成３１年３月まで市内３９カ所にプロジェクト専用の回収ボックスを４２台設置し、
不要になった小型家電を市民の皆さんにお持ちいただきました。

福島市の回収実績

※上記は抽出したリサイクル金属の重量ではなく、回収した小型家電の重量です。

◆２０２０ふくしま市民応援団
東京２０２０大会を「支えたい」「盛り上げたい」「応援したい」という気持ちを
持つ方に「２０２０ふくしま市民応援団」に登録していただき、団員皆さんがそれ
ぞれの立場で、それぞれができる範囲で、大会を盛り上げる応援活動を平成３１
年１月から令和３年９月５日まで行ってきました。

（１）対象者
市民（市内への通勤・通学者を含む）を対象。個人・団体を問わない。

１８歳未満の方は保護者の同意が必要。

（２）登録団員数（令和３年９月５日現在）
個人：１６２人 団体：１２１ 合計 ２８３

（３）活動内容
東京２０２０大会を応援したい気持ちで行う全ての活動が該当。
また、活動をＰＲするための物品（横断幕、ビブス、のぼり旗）を無料
で貸し出し、活動する際に活用していただきました。

①２０２０ふくしま市民応援団たより
団員の皆さんに東京２０２０大会の情報をお届けするために「２０２０ふくし
ま市民応援団たより」を不定期発行し、メールや郵送で送付しました。
（平成３１年４月～令和３年９月でVol．１９まで発行）

携帯電話 パソコン その他 合計

３２０㎏
（２，８４７台）

６，３４７㎏
（１，７３４台） １４，５６８㎏ ２１，２３５㎏
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②おもてなし美化活動
毎月２０日（土・日曜日の場合にはその前の平日）を「２０２０ふくしま市民応援団 おもてなし美化活動
日」とし、福島駅前周辺を中心とした清掃活動を継続して行いました。
※冬季は雪の影響のため活動休止。新型コロナウイルス感染拡大時も活動休止。

活動日 参加者数 活動場所 備考
第１回 平成３１年４月１９日（金） ― ― 雨天のため中止
第２回 令和元年５月２０日（月） ３１名

福島駅東口駅前広場から東口
周辺、吾妻通り三角広場まで

第３回 令和元年６月２０日（木） ２７名
第４回 令和元年７月１９日（金） ２０名
第５回 令和元年８月２０日（火） ２３名
第６回 令和元年９月２０日（金） ２９名
第７回 令和元年１０月１８日（金） ３１名
第８回 令和元年１１月２０日（水） ２６名
第９回 令和元年１２月２０日（金） ４５名

第１０回 令和２年３月２０日（金） ４８名

信夫ヶ丘競技場から福島県庁ま
での聖火リレールート
スタート：信夫ヶ丘競技場、
福島県庁 ゴール：福島市役所

第１１回 令和２年９月１８日（金） １４名

福島駅東口駅前広場から東口
周辺、吾妻通り三角広場まで第１２回 令和２年１０月２０日（火） ２８名

スイスの選手たち
への応援メッセー
ジ動画の撮影協力

第１３回 令和２年１１月２０日（金） ２３名

第１４回 令和３年３月２０日（土） ５８名

信夫ヶ丘競技場から福島県庁ま
での聖火リレールート
スタート：①信夫ヶ丘競技場
②福島市役所 ③福島県庁

第１５回 令和３年４月２０日（火） ２６名 福島駅東口駅前広場から東口
周辺、吾妻通り三角広場まで

第１６回 令和３年５月２０日（木） ２２名 福島駅東口駅前広場から東口
周辺、街なか広場まで

美化活動後、街な
か広場プランター
に花の植栽

集合写真（第２回） ビブスを付けて活動（第１３回） 応援メッセージ撮影（第１２回）

聖火リレールートの美化活動（第１０回）では、①信夫ヶ丘競技場（左）②福島市役所（中央）③福島県庁（右）の３カ所から出発し、参加
者全員でルートを繋ぎました

市民参画 ～オール福島で大会を盛り上げる～
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③イベントボランティア活動
花見山クリーンアップ作戦
と き／平成３１年３月１６日（土）
と こ ろ／花見山周辺
参 加 者／１８名

東北絆まつり２０１９福島
と き／令和元年６月１日（土）・２日（日）
と こ ろ／福島市役所周辺、国道４号線
参 加 者／２１名（２日間合計）
内 容／・会場内でのパンフレット配布やごみ拾い

・国道４号線での先行パレードに参加し
オリンピック福島市開催をＰＲ

ふくしま復興支援コンサート・スイス国と共に
と き／令和元年７月２１日（日）
と こ ろ／ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）
参 加 者／７名
内 容／来場者への配布物準備、チケットもぎり、

パンフレット配布作業

２０１９ホストタウンフェスティバル in ふくしま
と き／令和元年１１月４日（月）
と こ ろ／街なか広場、まちなか交流スペース（現 ふくふる）
参 加 者／１２名
内 容／道路交通規制、スイスゲームブース担当、

周辺美化、チラシ配付など

福島市国際交流協会「結・ゆい・フェスタ２０２０」
と き／令和２年９月１２日（土）
と こ ろ／街なか広場、ふくふる
参 加 者／８名
内 容／入退場ゲートでの検温、手指消毒、

パンフレット配布、会場の消毒など
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東京２０２０オリンピック聖火リレー
と き／令和３年３月２６日（金）
と こ ろ／信夫ヶ丘競技場周辺、福島市役所周辺
参 加 者／３０名
内 容／来場者の受付、手旗の配付、交通誘導など

④おもてなし研修会
大会開催に向けて、おもてなし力向上を図るための研修会を開催しました。

第１回

と き／令和３年５月２３日（日）
と こ ろ／ザ・セレクトン福島
参 加 者／１２名
内 容／・福島市における令和２年度の取り組みと

大会本番に向けた今後の取り組み
説明：福島市オリパラ推進室

室長 三浦裕治
・ふくしま花案内人に聞く
「おもてなしの心」について
講師：ふくしま花案内人

会長 菅野紀子さん

第２回

と き／令和３年６月２７日（日）
と こ ろ／県営あづま総合運動公園

（大駐車場から県営あづま球場まで）
参 加 者／５６名
内 容／・講演「東京２０２０大会野球・ソフトボール

競技会場の県営あづま球場について」
講師：公益財団法人福島県都市公園・

たかはし まさと

緑化協会の高橋政人さん
・県営あづま総合運動公園内の美化活動
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⑤応援団員の独自活動紹介

№ 活動名 活動者名 活動日／活動場所 活動内容

１ じょーもぴあ宮畑の
清掃活動

ボーイスカウト
福島第一団

平成３１年３月３日（日）
じょーもぴあ宮畑

３月３日に開催された縄文リレーマラソンの
参加に合わせ、会場周辺の清掃活動をしまし
た。きれいな街になるよう、がんばってゴミ
を拾いました。

２ ホストタウン交流国・
スイスについての学習

ボーイスカウト
福島第一団

①平成３１年３月３日（日）
中央学習センター

②平成３１年３月１７日（日）
杉妻学習センター

ホストタウンのスイスを地図上で調べ、国旗
の様式と意味を調べて、実際に国旗を作って
みました。

３
向原町内会
ふくしまきれいにし隊
出動式

向原町内会
（北信地区）

平成３１年４月１４日（日）
向原町内

毎月第２日曜日に公園・道路・側溝などのご
み拾いを行う「向原町内会 ふくしまきれい
にし隊」。この活動は今年で１３年目を迎えま
す。交流人口が増えるであろう２０２０に向けて、
福商通りの並木道（街路樹）の除草なども行
いながら、向原町内はいつもきれいだなと
思ってもらえるように、これからも活動して
いきます。

４
道で咲かせよう東北の
花プロジェクト
～復興五輪版～

上名倉区
（西地区）

平成３１年４月２３日（火）
佐倉小学校

東京都道路保全公社協力、福島県県北建設事
務所事業「道で咲かせよう東北の花プロジェ
クト～復興五輪版～」に参加。地域で花の苗
を育成し、競技会場となる県営あづま総合運
動公園入口の県道に花を植えて応援とおもて
なしをします。
佐倉小学校の子どもたち（４年生～６年生）
とともに種まきをしました。
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№ 活動名 活動者名 活動日／活動場所 活動内容

５

東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会
福島市推進室×福島西
高校デザイン科学科
２０２０応援缶バッジデザ
イン贈呈

福島西高等学校
デザイン科学科
ＭＡ・ＶＤコース

①制作期間
令和元年５月～７月

②贈呈式
令和元年７月２９日（月）
福島市役所市長応接室

東京２０２０オリンピックの野球・ソフトボール
競技の福島市開催をＰＲするため、たくさん
の方に身に着けていただけるような缶バッジ
のデザインを生徒一人一人が作成し、福島市
へ贈呈しました。

６ 令和元年度渡利舘町会
活動報告 渡利舘町会

①令和元年５月２５日（土）
②令和元年１１月３日（日）
③令和元年１１月９日（土）
渡利舘町会内花壇、
道路側溝

①花壇への花苗の植え付け
②道路側溝の土砂清掃
③花壇への花苗の植え付け

７
マスターズ１５期生会
福島駅東口広場のゴミ
拾い

マスターズ１５期
生会

令和元年７月２５日（木）
福島駅東口広場

年間行事「暑気払い」の前に、総勢３３名で福
島駅東口広場のゴミ拾いを行い、その後「古
関裕而合唱フラッシュモブ」に参加しました。

８ 福島青年管弦楽団ミニ
コンサート

ＮＰＯ法人福島
青年管弦楽団

令和元年９月２１日（土）
とうほう・みんなの文化
センター（福島県文化セ
ンター）

『音楽で福島をもっと素敵に』をテーマに、福
島の中高生と大学生が演奏会を開催しました。
クラシック音楽や古関メロディを心を込めて
演奏し、団員自身も楽しみながら東京２０２０オリ
ンピック野球・ソフトボール競技の福島市開
催に沸く福島を盛り上げることができました。

市民参画 ～オール福島で大会を盛り上げる～
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№ 活動名 活動者名 活動日／活動場所 活動内容

９
福島中央ライオンズク
ラブ
チューリップの球根植栽

福島中央ライオ
ンズクラブ

令和元年１１月２６日（火）
県庁前通り中央分離帯

県庁前通り中央分離帯の花壇にチューリップ
の球根を植栽しました。

１０ 東京２０２０応援プログラム
希望の道をつなごう

ＮＰＯ法人
地域のみんなの
チカラ

令和２年２月９日（日）
立子山自然の家

東京２０２０オリンピック聖火リレーを応援する
ため、沿道に設置するプランターに花を植栽
しました。

１１
東京２０２０オリンピック
「花のお出迎え」活動
（その１）

あづまの里「荒
井」づくり地域
協議会

①令和２年５月２８日（木）
②令和２年６月１９日（金）
荒井（四季の里入口）
国道１１５号から県営あづ
ま総合運動公園に向か
う市道沿い

ヒマワリの種植え付け。東京２０２０オリンピッ
ク開催に合わせてヒマワリで歓迎するための
活動ですが、１年延期となったので、今年は
予行演習として実施しました。

１２
東京２０２０オリンピック
「花のお出迎え」活動
（その２）

あづまの里「荒
井」づくり地域
協議会

令和２年１２月２４日（木）
荒井（四季の里入口）
国道１１５号から県営あづ
ま総合運動公園に向か
う市道沿い

東京２０２０オリンピックの開催に向けて「花のお
出迎え」活動を進めています。今回は、菜の
花の苗を３５０本道路沿いに植えました。本番で
はヒマワリを植えておもてなしする予定です。

TOKYO 2020 in Fukushima112



№ 活動名 活動者名 活動日／活動場所 活動内容

１３
「道で咲かせよう東北の
花プロジェクト～復興
五輪版～」①

・上名倉区自治会
・佐倉婦人会

令和３年４月２９日（月）
西地区集会所

地元で開催されるオリンピックに対する「お
もてなし」の心を選手・観客・世界に伝える
ため、会場周辺等を育てた花で彩る事業です。
１４０個のビニールポットにマリーゴールドの種
を植えました。７月まで大事に育てて、咲い
た花は県営あづま総合運動公園の花壇に定植
する予定です。

１４
「道で咲かせよう東北の
花プロジェクト～復興
五輪版～」②

・あづまの里
「荒井」づくり
地域協議会
・ＪＡふくしま
未来女性部荒
井支部
・荒井長寿会
・西福島商店会
・荒井体育協会

令和３年５月８日（土）
西支所駐車場

このプロジェクトに参加している荒井地区の
団体が集結し、協力し合ってマリーゴールド
の種を３６０個のビニールポットに植えました。
７月まで各団体で大事に育てて、咲いた花は
県営あづま総合運動公園の花壇に定植します。

１５
東京２０２０オリンピック
「花のお出迎え」活動
（令和３年度）①

あづまの里
「荒井」づくり
地域協議会

令和３年５月８日（土）
四季の里

東京２０２０大会開催に向け、来場する選手や観客
を花でお出迎えする活動を毎年行ってきまし
た。今回は、ヒマワリの種を１，０００個のポット
に植える作業を行いました。芽が出たら県営
あづま総合運動公園近くの市道に植栽し、「ヒマ
ワリロード」として皆さんをお出迎えします。

１６
東京２０２０オリンピック
「花のお出迎え」活動
（令和３年度）②

・あづまの里
「荒井」づくり
地域協議会
・愛隣幼稚園園児

令和３年５月２９日（土）
荒井（四季の里入口）
国道１１５号から県営あづ
ま総合運動公園に向か
う市道沿い

５月初旬に種植えしたひまわりが芽を出した
ので、県営あづま球場近くの道路沿いにその
苗を植えました。今回は、愛隣幼稚園の子ど
もたちにもお手伝いしていただきながら楽し
く活動しました。
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№ 活動名 活動者名 活動日／活動場所 活動内容

１７ 渡利舘町会活動状況報告 渡利舘町会
令和３年６月６日（日）
渡利舘町会内花壇、
道路側溝

町内美化活動の一環として、町会花壇に夏花
苗の植付け作業を行いました。花の種類は、
マリーゴールド・サルビア・ベコニア・ヒマ
ワリの約５００株です。苗が根付くまで毎朝の水
やりを当番で行うことにしています。

１８
東京２０２０オリンピック
「花のお出迎え」活動
（令和３年度）③

あづまの里
「荒井」づくり
地域協議会

令和３年６月１２日（土）
荒井（四季の里入口）
国道１１５号から県営あづ
ま総合運動公園に向か
う市道沿い

５月初旬に種植えし発芽したひまわりの苗は
５月末に一部定植しましたが、今回その残り
の５００本を道路沿いに植えました。７月のオリ
ンピック競技開催に向け、地元ではおもてな
し活動を進めています。
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