川崎市 英国オリンピック・パラリンピック代表チーム事前キャンプ
ボランティア（英国代表チーム川崎キャンプサポーター） 募集要項

Home to Home
〜あなたのサポートで、英国選手を川崎のファミリーに〜
１ 目
的
川崎市は、2020年（令和2年）の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する英国オリンピック・パラリンピック
代表チームによる事前キャンプを、横浜市、慶應義塾大学とともに英国のホストタウンとして受け入れます。事前キャン
プとは、選手団が選手村に入る前にコンディションを整えるために行うもので、川崎市では川崎市等々力陸上競技場な
どが練習施設となります。
このたび川崎市では、2020年（令和2年）7月・8月に予定されている英国代表チームによる事前キャンプ「英国代表チ
ーム川崎キャンプ」で活動するボランティア「英国代表チーム川崎キャンプサポーター」（以下、「サポーター」といいます
。）を募集いたします。選手が東京大会で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、事前キャンプ運営に欠かせないさま
ざまな活動に従事し、英国代表チームをサポートします。
２ 主な活動内容
・受付・総合案内（練習施設での英国代表チームの選手やスタッフ、サポーター、その他会場に来場する方々の受付、
案内、誘導など）
・練習施設の準備・運営（練習場の設営や器具のセットアップサポートなど）
・警備（施設内外の巡回、警備サポートなど）
・チームサポート（選手やスタッフが待機・休憩するスペースの設営や運営など）
・移送サポート（選手やスタッフが宿泊先と練習施設等を移動する際の選手乗り込みや荷物積み込みなどのサポート）
・通訳（選手やスタッフとサポーター等との英語によるコミュニケーションを図る際のサポート）
※一部サポーターには、「リーダー」として事務局スタッフや関係者との連絡調整やサポーターへの業務指示を担って
いただく予定です。
３ 募集人数
300名程度
４ 活動時期
英国代表チーム川崎キャンプ期間中（英国オリンピック代表チーム：2020年（令和2年）7月5日（日）〜8月5日（水）、英
国パラリンピック代表チーム：2020年（令和2年）8月12日（水）〜9月2日（水））及びその前後
なお、2019年（令和元年）11月以降に川崎市が実施する英国事前キャンプ関連事業での従事をお願いする可能性が
あります（詳細は今後決定）。
利用施設及び期間(現時点の予定であり、今後変更する場合があります)
(1)英国オリンピック代表チーム(2019年5月現在)
施設

競技

期間

サッカー(女子)
本競技場

7人制ラグビー
陸上競技

補助競技場

2020年7月5日(日)〜8月5日(水)
※7月5日(日)〜7月9日(火)をセット
アップ期間として使用

陸上競技(投てき)

(2)英国パラリンピック代表チーム(2019年5月現在)
施設

競技

本競技場

陸上競技

期間

2020年8月12日(水)〜9月2日(水)
※8月12日(水)〜8月14日(金)をセット
アップ期間として使用

５ 活動場所（2019年（令和元年）5月現在）
・川崎市等々力陸上競技場（本競技場、補助競技場） （中原区等々力1-1）
・カルッツかわさき（川崎区富士見1-1-4）
・富士通スタジアム川崎（川崎区富士見2-1-9）
・その他事前キャンプ運営上必要な場所（市外を含む）
６ 活動時間
原則、1日の活動時間は5時間程度とし、次の活動時間帯を予定しています（活動時間において、適宜、休憩時間を
設定します）。
（１）午前 8時-13時
（２）午後 12時30分-17時30分
（３）夜間 17時-22時
※競技ごとの練習スケジュールにより開始時間が変動する場合があります。
７ 応募条件
・応募時点で、川崎市に在住、又は在勤・在学の方
・活動期間中、日本国籍又は日本に居住する資格を有する方
・2020年（令和2年）4月１日時点で18歳以上の方（未成年の場合は、保護者の同意が必要となります）
・英国代表チーム川崎キャンプ期間中、5日以上（1日5時間程度）活動可能な方
・お互いを思いやる心を持ちチームとして活動できる方
・日本語での説明が理解できる方
・メール、携帯電話での連絡が可能な方（活動開始時に）
・英語でのコミュニケーションに臨める方
サポーターとして期待される意欲や経験など
・スポーツイベントや他の事前キャンプでの実務経験やボランティア経験
・英語をいかした実務経験やコミュニケーションスキル
・競技スポーツの知識・経験
・防災・防犯、救急救命等の知識・経験
ボランティアの経験はないが、今回のサポーター参加をきっかけに、まちづくりに貢献したい、多様なバック
グラウンドの人たちと一緒にイベントの成功に向けて協力して取り組みたいと考えている方など、多くの方々
の御応募をお待ちしています。
８ 応募期間
2019年（令和元年）7月1日（月）から9月2日（月）まで
９ 応募方法
専用ウェブサイトから応募フォームに必要事項を記入のうえお申込みください。詳細は、専用ウェブサイトに記載がござ
いますので、御参照ください。なお、応募単位は個人のみです（グループ応募はありません）。

【専用ウェブサイト】

https://kawasaki-volunteer.jp

※専用ウェブサイト以外の申込方法：FAX又は郵送
応募用紙は専用ウェブサイトから印刷するか、区役所など公共施設に配架する募集要項に添付のものを御利用ください。
必要事項を記入のうえ、次の送付先まで2019年（令和元年）9月2日(月）までにFAX又は郵送でお申込みください（郵送の
場合は当日消印有効）。

【送付先】
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 横浜支店内
英国代表チーム川崎キャンプボランティア募集事務局
住所：〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-4
パシフィックマークス横浜イースト4Ｆ
FAX：045-277-0772

１０ スケジュール（説明会、応募者面談会、研修会)
（１）説明会
サポーター募集に関する説明会を開催いたします。参加にあたり、前述の ９ 応募方法 と同じ専用ウェブサイトから、
各回開催日の前日までに、①代表者のお名前、②参加人数（複数人まとめての応募でもかまいません）、③連絡先を
入力のうえお申込みください。
なお、説明会参加は応募の必須要件ではありません。
※専用ウェブサイト以外からの申込の場合は、上記情報を記載のうえFAX又はハガキでお申込みください。

【専用ウェブサイト】 https://kawasaki-volunteer.jp
説明会 会場及びスケジュール
エリア

日程

南部

7月24日(水)

川崎市産業振興会館
4階企画展示場BC

14時30分〜15時30分

19時〜20時

中部

8月 4日(日)

中原区役所
502会議室

10時30分〜11時30分

14時〜15時

北部

8月 5日(月)

多摩市民館
大会議室

14時30分〜15時30分

19時〜20時

北部

8月 7日(水)

麻生市民館
大会議室

14時30分〜15時30分

19時〜20時

南部

8月22日(木)

ミューザ川崎
4階市民交流室

14時30分〜15時30分

19時〜20時

中部

8月24日(土)

中原区役所
502会議室

13時〜14時

16時〜17時

会場

開催時間①

開催時間②

（２）応募者面談会
応募された方には、応募者面談会に参加していただきます。応募者面談会では、グループディスカッションやグループ
面談などを通じて、応募条件の確認やサポーター参加への意思確認を行います。以下の会場及びスケジュールにて実
施いたしますので、応募時にいずれかの会場・時間帯を選択してください（御希望に沿えない場合がございます）。面談
を経て結果通知をお送りしたあと、最終的にサポーター登録となります。

応募者面談会 会場及びスケジュール
日程

会場

開催時間①

開催時間②

北部

9月25日(水)

多摩市民館 大会議室

14時30分〜16時50分

18時〜20時20分

中部

9月28日(土)

エポックなかはら 大会議室

10時30分〜12時40分

14時〜16時10分

南部

10月 5日(土)

カルッツかわさき アクトスタジオ

10時30分〜12時40分

14時〜16時10分

エリア

（３） 研修会
サポーター登録された方を対象に、2019年（令和元年）12月以降、年度内に1、2回程度研修会を開催いたします。
詳細は登録後に御案内いたします。

１１ 活動にあたりお渡しする物品等
・ユニフォーム
・サポーター活動向けの保険加入
・活動期間中の一定額の交通費
※報酬はありません。また、説明会、応募者面談会、研修会参加への交通費等は自己負担となります。
１２ 注意事項
・健康状態など活動に配慮してほしい事項がありましたら、応募フォームにてあらかじめお知らせください。
・障害のある方も御応募いただけます。事務局による配慮が必要な事項や介助者の有無について、応募フォームにて
あらかじめお知らせください。
・応募は１人１回です（重複応募は認められません）。複数の応募をされた場合、無効となる場合があります。
・応募時に虚偽の情報を記載した場合や記載に不備がある場合には、無効となる場合があります。
・応募内容に変更が生じた場合やサポーター登録をキャンセルする場合には、問い合わせ先まで必ず御連絡ください。
・本市や本市事業のイメージを損なう行為があった場合、チームワークを著しく害する行動があった場合、選手団や来訪者
への迷惑行為があった場合、サポーター登録を取り消す場合があります。
・本事業に際して、本市広報媒体やテレビ、新聞等をはじめとしたメディアによる写真・映像撮影、それらを報道や広報に
使用することについて、あらかじめ御了承ください。
・募集要項に記載の内容は2019年（令和元年）7月1日時点のものであり、今後変更になる場合があります。
１３ 個人情報の取り扱い
応募に際して提供された個人情報については、川崎市 英国オリンピック・パラリンピック代表チーム事前キャンプボラン
ティア事業に関すること以外には使用しません。
１４ お問い合わせ
（１）英国代表チーム川崎キャンプサポーターの募集概要、応募方法、活動に関すること
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 横浜支店内 英国代表チーム川崎キャンプボランティア募集事務局
担当 善村、仲林、国森
・住所：〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマークス横浜イースト4Ｆ
・電話：045-277-0771 ・FAX ：045-277-0772
・受付時間：平日、10時から17時30分まで
（２）英国オリンピック・パラリンピック代表チーム事前キャンプに関すること
川崎市市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室 事前キャンプ担当 担当：鴻巣、奥貫
・住所：〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11−2 川崎フロンティアビル9階
・電話：044-200-2020 ・FAX ：044-200-3599
・E-mail：20olypara@city.kawasaki.jp
・受付時間：平日、8時30分から17時まで
英国事前キャンプに関連する川崎市の取組
【ホストタウン】
「ホストタウン」とは、東京大会に向け、参加国
との交流を通じて、スポーツの素晴らしさを学ぶ
取組や外国を知り日本を伝える取組、共生を学
ぶ取組などを推進する地方自治体として国が登
録するものです。川崎市は、2017年（平成29年）
1月に英国のホストタウンとして登録されています。

【共生社会ホストタウン】
「共生社会ホストタウン」は、全国のホストタウンのうち、「心のバリアフ
リー又はユニバーサルデザインの街づくりの取組の継続的・加速的
な実施」と「東京大会の事後交流も含めた幅広い形での相手国・地
域のパラリンピアンと市民との交流」を通じて共生社会の実現に取り
組む地方自治体として国が登録するものです。川崎市は、2018年
（平成30年）5月に登録され、かわさきパラムーブメントの推進と英国
オリンピック・パラリンピック代表チームの事前キャンプ受入れを通じ
て、共生社会の実現に取り組んでいます。

【GO GB 2020】
英国代表チーム事前キャンプを合同で
受け入れる川崎市・横浜市・慶應義塾大
学の3者で、英国代表チーム応援デザイ
ンを作成し、 GO GB（ゴー・ジービー：
がんばれ、英国） を合言葉に、さまざまな機会をとらえて英国代表
チームを応援しています。
3者による最新の英国事前キャンプに関する情報をウェブサイトで
発信しています。
・ GO GB 2020 ウェブサイト https://gogb2020.jp/

【かわさきパラムーブメント】
川崎市は、東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催を契機に、「誰もが自分ら
しく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」
を目指し、「人々の意識や社会環境のバリア
を取り除き、誰もが社会参加できる環境を創
出すること」を理念として、「かわさきパラムー
ブメント」の取組を進めています。

