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オリンピック・ パラリンピック推進担当

東京２０２０大会開催を見据えた今後の気運醸成の取組について

平成３１年３月１２日をもって、東京２０２０大会まで残り５００日となりました。区と

しても、大会開催に向けた区民等の気運醸成を積極的に推進するために、各地区総合支所や

小学校等にカウントダウンボードを設置するとともに、町会・自治体等の団体や企業が行う

気運醸成の取組を支援します。

１ 東京２０２０大会カウントダウンボードの設置について

（ １） 設置場所

区役所本庁舎、各総合支所、区立小中学校・ 幼稚園、図書館、

子ども中高生プラザ 計５８か所

（ ２） 設置日

平成３１年３月４日～５日

（ ３） 掲出風景

赤坂子ども中高生プラザ 芝浦小学校

２ 平成３１年度港区「 東京２０２０応援プログラム」 推進事業助成制度について

※下線部が変更箇所

No 項目 平成31年度 平成30年度

1 助成区分

気運醸成（ 地域限定） 【 区分Ａ】

気運醸成（ 区内全域） 【 区分Ｂ】

レガシー創出【 区分Ｃ】

気運醸成（ 地域限定） 【 区分Ａ】

気運醸成（ 区内全域） 【 区分Ｂ】

レガシー創出【 区分Ｃ】
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2

助成金額

（ 上限額）

及び予算

総額

区分Ａ： 10万円

区分Ｂ： 50万円

区分Ｃ： 100万円

予算総額1, 500万円

※ただし、予算のうち、200万円

は繰越明許費として平成32年度

に執行予定

区分Ａ： 10万円

区分Ｂ： 50万円

区分Ｃ： 100万円

予算総額1, 515万円

3
助成金の

交付

区分Ａ、Ｂ：

事業の履行確認後の一括払。

区分Ｃ：

着手段階で、助成金額の１／２を

上限に交付。事業の履行確認後、

残りの助成金を交付。

区分Ａ、Ｂ：

事業の履行確認後の一括払。

区分Ｃ：

着手段階で、助成金額の１／２を

上限に交付。事業の履行確認後、

残りの助成金を交付。

4
助成団体

数（ 目安）

区分Ａ： 30団体

区分Ｂ： 5団体

区分Ｃ： 10団体

区分Ａ： 25団体

区分Ｂ： 5団体

区分Ｃ： 10団体

5 決定方法

区分Ａ：

要件適合を審査し、申込順により

決定。

区分Ｂ、Ｃ：

審査会による選考によって決定。

区分Ａ：

要件適合を審査し、申込順により

決定。

区分Ｂ、Ｃ：

審査会による選考によって決定。

6
申し込み

先

区分Ａ：

各総合支所協働推進課協働推進

係

区分Ｂ、Ｃ：

企画課オリンピック・パラリンピ

ック推進担当

区分Ａ：

各総合支所協働推進課協働推進

係

区分Ｂ、Ｃ：

企画課オリンピック・パラリンピ

ック推進担当



3 

7
申請受付

期間

区分Ａ：

2回に分けて募集します。

※第2回については予定

＜第1回＞

平成31年4月1日（ 月） から予

定件数に達するまで

対象事業の実施期間

平成31年4月1日（ 月） ～平成

32年3月15日（ 日）

＜第2回（ 予定） ＞

平成32年1月7日（ 火） から予

定件数に達するまで

対象事業の実施期間

平成32年4月1日（ 水） ～平成

32年9月6日（ 日）

区分Ｂ、Ｃ：

3回に分けて募集します。

※第3回については予定

＜第1回＞

平成31年4月1日（ 月）～5月8

日（ 水）

対象事業の実施期間

平成31年7月1日（ 月） ～平成

32年3月15日（ 日）

＜第2回＞

平成31年5月9日（ 木） ～6月

28日（ 金）

対象事業の実施期間

平成31年9月1日（ 日） ～平成

32年3月15日（ 日）

＜第3回（ 予定） ＞

平成32年1月7日（ 火） ～1月

28日（ 火）

対象事業の実施期間

平成32年4月1日（ 水） ～平成

32年9月6日（ 日）

区分Ａ：

通年で募集します。

平成30年3月30日（ 金）から予

定件数に達するまで

区分Ｂ、Ｃ：

第1回と第2回に分けて募集しま

す。

＜第1回＞

平成30年4月2日（ 月）～5月7

日（ 月）

対象事業の実施期間

平成30年7月1日（ 日） ～平成

31年3月17日（ 日）

＜第2回＞

平成30年5月8日（ 火） ～6月

29日（ 金）

対象事業の実施期間

平成30年9月1日（ 土） ～平成

31年3月17日（ 日）
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３ 平成31年度港区東京2020大会に向けた企業提案型気運醸成事業について

※下線部が変更箇所

No 項目 平成31年度 平成30年度

1
申請事業

者

・ワールドワイドオリンピックパ

ートナー

・ 東京2020スポンサー

・ワールドワイドオリンピックパ

ートナー

・ 東京2020スポンサー

2 対象事業

イベントの全部又は一部につい

て東京2020 公認プログラムの認

定を取得

イベントの全部又は一部につい

て東京2020 公認プログラムの認

定を取得

3

負担金額

（ 上限額）

及び予算

総額

経費の2分の1に相当する額また

は上限額300万円のいずれか低い

額

予算総額1, 200万円

※ただし、予算のうち、600万円

は繰越明許費として平成32 年度

に執行予定

経費の2分の1に相当する額また

は上限額300万円のいずれか低い

額

予算総額600万円

4
助成団体

数（ 予定）

4団体 2団体

5 決定方法
審査会による選考によって決定。 審査会による選考によって決定。

6 提供資源

・開催に向けた準備や当日の運営

などに必要な人員を派遣

・スポーツセンターを以下の期間

に実施する場合は無償で会場と

して提供

○オリンピック【 1年前】

平成31年7月13日（ 土）

○オリンピック【 300日前】

平成31年9月29日（ 日）

○パラリンピック【 300日前】

平成31年11月2日（ 土）

○パラリンピック【 200日前】

平成32年2月8日（ 土）

・開催に向けた準備や当日の運営

などに必要な人員を派遣

・スポーツセンターを以下の期間

に実施する場合は無償で会場と

して提供

○オリンピック【 2年前】

平成30年7月24日（ 火）

平成30年7月28日（ 土）

○パラリンピック【 ２年前】

平成30年8月25日（ 土）

○東京2020大会【 500日前】

平成31年3月12日（ 火）

平成31年3月16日（ 土）
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7 申請期間

2回に分けて募集します。

※第2回については予定

＜第1回＞

平成31年4月1日（ 月） ～5月

17日（ 金）

対象事業の実施期間

平成31年7月13日（ 土）～平成

32年3月15日（ 日） まで

＜第2回（ 予定） ＞

平成32年1月7日（ 火） ～1月

28日（ 火）

対象事業の実施期間

平成32年4月1日（ 水） ～平成

32年9月6日（ 日）

1回募集します。

＜第１回＞

平成30年5月30日（ 水） ～6月

29日（ 金）

対象事業の実施期間

平成30年7月22日（ 日）～平成

31年3月17日（ 日） まで


