
東京2020大会参画プログラム　公認プログラム承認事業一覧（申請順） 平成30年12月27日現在

NO. 担当課 分野 アクション名 主催 共催 開催期間 開催会場 参加予定人数

1 スポーツ交流課 スポーツ・健康 ウィーラースクール inごてんば高根地区
御殿場市
オリンピック・パラリンピック推進協議会

2019/03/10～2019/03/10 高根ふれあい広場 ～500人

2 スポーツ交流課 スポーツ・健康 第３回ビーチボールバレー大会 御殿場市スポーツ推進委員会 2019/02/16～2019/02/16 原里小学校体育館 ～500人
3 高根支所 スポーツ・健康 第41回高根地区新春駅伝大会 高根地区体育振興会 御殿場市 2019/01/20～2019/01/20 高根地区内 ～500人
4 スポーツ交流課 スポーツ・健康 『空手からオリンピックを学ぶ』講演会 御殿場市、富士宮市 2019/01/19～2019/01/19 御殿場市民会館大ホール 500人～3000人

5 スポーツ交流課 教育
パラリンピック金メダリスト講演会
『自分らしくキラキラ生きる』

御殿場市教育委員会 2018/12/06～2018/12/06 御殿場市立西中学校 ～500人

6 印野支所 スポーツ・健康 第44回印野地区民元旦マラソン大会 印野健友クラブ 御殿場市 2019/01/01～2019/01/01 印野小学校 ～500人
7 印野支所 スポーツ・健康 平成30年度(第49回)印野地区内一周駅伝大会 印野健友クラブ 御殿場市 2018/11/25～2018/11/25 印野小学校 ～500人
8 印野支所 文化 平成30年度印野地区産業文化祭 印野地区産業文化祭実行委員会 御殿場市 2018/11/11～2018/11/11 印野小学校 ～500人

9 玉穂支所 文化 第37回玉穂地区文化祭「夢フェスタたまほ」
玉穂地区各種団体連絡協議会
「夢フェスタたまほ」実行委員会

御殿場市 2018/11/10～2018/11/11 市役所玉穂支所 3000人～5000人

10 商工振興課 経済・テクノロジー 2019御殿場市経済交流交歓会 御殿場市経済交流交歓会実行委員会 2019/01/10～2019/01/10 御殿場高原ホテル ～500人
11 環境課 教育 星空観察会ー富士・秋・夜空ー 御殿場市環境課 2018/10/13～2018/10/13 馬術・スポーツセンター ～500人

12 社会教育課 教育 平成30年度 第3回市民大学講座 御殿場市教育委員会 2018/11/23～2018/11/23
市民交流センター
ふじざくら 交流ホール

～500人

13 スポーツ交流課 スポーツ・健康
御殿場市主催、東京2020大会に向けた機運醸成企画
『世界最高峰の選手が集まるロードレースを観に行こ

御殿場市 2018/11/04～2018/11/04
御殿場市発着～
さいたま新都心

～500人

14 環境課 教育 魚の放流会 御殿場市水質保全協議会 2018/10/11～2018/10/19 高根中郷館 ～500人
15 危機管理課 街づくり 平成30年度地域防災訓練モデル地区訓練 御殿場市、森之腰区自主防災会 2018/11/25～2018/11/25 森之腰区 500人～3000人

16 スポーツ交流課 スポーツ・健康
御殿場市主催、東京2020大会に向けた機運醸成企画
『空手の最高峰、プレミアリーグを観に行こう!』

御殿場市 2018/10/14～2018/10/14
御殿場市発着～
東京武道館

～500人

17 高根支所 文化 平成30年度高根地区敬老会 御殿場市 2018/09/08～2018/09/08 高根小学校体育館 500人～3000人

18 高根支所 スポーツ・健康 古沢区民体育祭 御殿場市古沢区
御殿場市
古沢共和会

2018/10/14～2018/10/14 古沢区ふれあい広場 ～500人

19 スポーツ交流課 スポーツ・健康 体力測定会 in 御殿場 御殿場市スポーツ推進委員会 2018/10/13～2018/10/13 市立原里小学校 ～500人
20 スポーツ交流課 スポーツ・健康 第47回 御殿場市スポーツ祭 ＮＰＯ法人 御殿場市体育協会 2018/10/07～2018/10/07 御殿場市陸上競技場 500人～3000人
21 高根支所 スポーツ・健康 第5回高根地区健康ウォーキング 高根地区体育振興会 御殿場市 2018/10/20～2018/10/20 日本平ハイキングコース ～500人

22 スポーツ交流課 スポーツ・健康
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた
２年前イベントin御殿場市（玄関モニュメント）

御殿場市 2018/08/10～2018/10/15 御殿場市役所 3000人～5000人

23 印野支所 スポーツ・健康 平成30年度印野地区民体育大会 印野地区民体育大会運営委員会 御殿場市 2018/09/09～2018/09/09 印野小学校 ～500人
24 玉穂支所 スポーツ・健康 第22回玉穂レクスポフェスティバルふれあいウォークラ 玉穂体育振興会 御殿場市 2018/08/19～2018/08/19 玉穂支所 ～500人

25 環境課 教育 サンサン☆散歩ふじさんぽ！～富士山の不思議発見隊～ 御殿場市環境課 2018/08/04～2018/08/04
富士山御殿場口
国立中央青少年交流の家

～500人

26 玉穂支所 スポーツ・健康 第61回玉穂地区区民体育祭
玉穂報徳会
玉穂地区区長会
玉穂体育振興会

御殿場市
2018/08/23～2018/08/23
2018/09/02～2018/09/02

玉穂地区東広場
玉穂小学校グラウンド

500人～3000人

27 環境課 教育
親子水辺の教室
(平成30年度水生生物観察会)

御殿場市水質保全協議会 2018/08/02～2018/08/09 高根中郷館 ～500人

28 環境課 教育
エコアクション2018
(第22回御殿場市こども環境会議)

御殿場市こども環境会議実行委員会
NPO法人 エコハウス御殿場

2018/08/01～2018/08/01 御殿場市民会館 500人～3000人

29 原里支所 スポーツ・健康 第56回原里地区民体育祭 御殿場市役所原里支所、原里体育協会 2018/09/30～2018/09/30 友愛パーク・原里 500人～3000人

30 魅力発信課
オールジャパン・

世界への発信
御殿場映像教室 御殿場市 2018/07/21～2018/10/20 ふじざくらと市民会館 ～500人

31 魅力発信課
オールジャパン・

世界への発信
シティプロモーション推進に向けた効果的な情報発信研修 御殿場市 2018/07/17～2018/07/17 御殿場市役所 ～500人

32 高根支所 スポーツ・健康 第54回高根地区体育祭 御殿場市 2018/08/19～2018/08/19 高根ふれあい広場 500人～3000人

33 スポーツ交流課 スポーツ・健康
イタリア共和国ホストタウン登録記念
『御殿場所縁のアスリートによる空手教室』

御殿場市 2018/07/23～2018/07/23 玉穂小学校体育館 ～500人

34 スポーツ交流課 スポーツ・健康 東京2020自転車競技理解のための職員研修 御殿場市 2018/06/29～2018/07/06 御殿場市役所 ～500人
35 スポーツ交流課 教育 【投票宣言】御殿場市は、マスコット投票に参加します 御殿場市 2018/02/15～2018/02/22 御殿場市 5000人～10000人


