
ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会

大会開催準備状況

１ 福井県の参画について 

平成３０年８月２４日、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会

理事会において、福井県の参画と公式競技にライフセービング（福井県高浜町

で開催）を加えることが決定し、同日開催の決起大会（総会）の場で発表を行

った。 

  関西広域連合の連携団体である 

 福井県の新規参画を契機として、 

なお一層の大会盛り上げや競技参 

加者の獲得に繋げる。 

ライフセービングとは 

  人命救助の技術向上、海のシーズン直前やオフシーズンのトレーニングを兼ねて、

サーフ・ライフセービング（海における救命活動）技術を競うスポーツとして誕生し

た競技である。海で行うオーシャン競技として始まりましたが、後にプールにおける

救助を想定したプール競技も行われ、それぞれ個人種目、団体種目など様々なレース

が行われている。 

２ 競技概要について 

公式競技について、すでに発表している参加人数、競技会場に加えて、以下

の新たな３項目を決起大会（総会）の場で発表した。 

（詳細は別紙のとおり） 

また、４月の IMGA 総会で公式競技に追加された、フライングディスク（ｱﾙﾃｨ

ﾒｯﾄ）を、京都府宇治市で開催することを発表した。 

ア 参加人数（参加目標人数） 

イ 競技会場（施設名） 

新 ウ 種別（例：100ｍ、走り幅跳び等） 

新 エ カテゴリー（例：男女、混合、年齢等） 

新 オ 障がい者の参加競技（実施予定数：20 競技 35 種目（検討中含む） 

※競技日程は、複数種目参加、式典参加などに配慮するための最終調整中

であり、本年秋ごろに発表予定。 



３ ボランティアについて 

大会の成功には、海外・国内からの大会参加者を関西挙げておもてなしする

必要があり、これには多くのボランティアの方々の協力が不可欠である。 

決起大会（総会）の場において、「本大会の１００箇所を超える会場で、 

延べ６万人のボランティアを募集すること」「海外の方にもご安心いただける

よう、全国外大連合や笹川スポーツ財団などと連携して、語学ボランティアを

配置し、海外参加者の受け入れ態勢を万全にすること」を発表した。 

組織委員会及び開催府県政令市実行委員会において、２０１９年末から、 

２０２０年初めに開始するボランティア募集に向け、準備作業を進めるととも

に、様々な方々に本大会ボランティア活動に興味をもっていただけるような情

報を発信していく。 

４ 交通パスと観光について 

大会参加者の競技会場までの交通利便性確保に加え、競技参加の前後に 

関西の各地を周遊できる「ＩＣカード」（近郊交通カード）および「関西を 

周遊できるパス」（広域周遊交通パス）を提供する。 

【鉄道会社と調整中】 

 これらを活用して、各地域を訪れる参加者のおもてなしとして、地域資源 

を活用した観光商品が提供できるよう、さらなる商品開発に取り組む。 

５ 連携協定の締結について  

大会開催 1000 日前イベントにおいて、大会の成功に向けた連携協定を締結した。 

（１）（公財）笹川スポーツ財団・（特非）日本スポーツボランティアネットワーク 

＜連携事項＞ 

① スポーツボランティアの育成 

② スポーツボランティアに対する理解促進 

③ スポーツボランティアに関する情報提供 

④ その他、大会の準備・運営における必要な事項 

＜調印式＞ ８月 18日（土）関西国際空港          ＜調印式の様子＞ 



（２）（独行）国際協力機構 関西センター （通称：ＪＩＣＡ関西）  

＜連携事項＞ 

① 広報・ＰＲ関係 

② 大会におけるボランティア 

③ 関西におけるＳＤＧｓと国際協力の推進 

④ その他、双方の事業及び大会の準備・運営に必要 

な事項 

＜調印式＞ ８月 24日（金）ヒルトンホテル大阪   

６ 開催市町実行委員会（競技部会）の設置状況等について 

各府県実行委員会の運営形態及び開催市町実行委員会（競技部会）の設置 

状況については、次のとおり、開催準備体制が着々と整いつつある。



７ 第２期協賛について 

１ 概 要 

 〇組織委員会スポンサー第２期協賛に関して

平成30年1月からは、広くスポンサーを募り、大会終了まで支えていた 

だくスポンサーとして、平成30年8月30日現在で、29社が決定している。 

２ 協賛企業内訳＜(1)～(3)：アルファベット順、(4)：TV 局、新聞社、ラジオ局順＞

 (1)メジャーパートナー：6社 

①大和ハウス工業株式会社    ②株式会社長谷工コーポレーション 

     ③株式会社ケイ・オプティコム④ミズノ株式会社 

     ⑤住友電気工業株式会社   ⑥ウエルシア薬局株式会社 

 (2)パートナー：1社 

①株式会社アシックス 

(3)サポーター：14社 

①ダイキン工業株式会社     ②阪急電鉄株式会社  

③岩谷産業株式会社       ④西日本旅客鉄道株式会社 

⑤京阪ホールディングス株式会社 ⑥近鉄グループホールディングス株式会社 

⑦株式会社 神戸製鋼所      ⑧株式会社クボタ 

⑨株式会社三菱 UFJ 銀行      ⑩株式会社三井住友銀行     

⑪南海電気鉄道株式会社       ⑫西日本電信電話株式会社    

⑬大阪ガス株式会社       ⑭レンゴー株式会社 

(4)メディアパートナー：8社 

①株式会社毎日放送       ②朝日放送テレビ株式会社

③テレビ大阪株式会社      ④関西テレビ放送株式会社 

⑤讀賣テレビ放送株式会社    ⑥株式会社日本経済新聞社 

⑦株式会社 FM802／FMCOCOLO    ⑧株式会社エフエム大阪 



８ 1000 日前記念イベントについて 

大会開催 1000 日前を記念し、大会の認知度向上、「する」スポーツの機運 

醸成をめざして、以下のとおり関連イベントを実施した。 

（１）みんなのスポーツ 1000 言（宣言）開始式 

  日 時：2018 年８月 18 日（土）13 時～14 時 

  場 所：関西国際空港第１ターミナル国際線到着ロビー 

  出席者：井戸敏三 組織委員会会長、松本正義 組織委員会会長、 

武井壮 大会応援大使 

      大会アナバサダー（アナウンサーアンバサダー） 

       ・毎日放送       山中   真 アナウンサー 

       ・朝日放送テレビ 柴田   博 アナウンサー 

       ・テレビ大阪     福谷 清志 アナウンサー 

       ・関西テレビ     堀田   篤 アナウンサー 

       ・読売テレビ     三浦 隆志 アナウンサー 

※大会アナバサダー 

         大会のメディアパートナーである在阪テレビ５局を代表し、ワー

ルドマスターズゲームズ 2021 関西大会開催まで、それぞれの出演

番組でも積極的に大会をＰＲし、盛り上げる。 

内 容：デジタル残日計除幕式 

登壇者それぞれによるスポーツ 1000 言発表・意気込みコメント 

フォトセッション 

デジタル残日計の設置・除幕式（関西国際空港にて） 



 （２）ＷＭＧ“1000”チャレンジ！～スポーツ愛好者 1000 人による“巨大人

文字”制作～ 

平成 30年 8月 24 日（金）にワールドマスターズゲームズ 2021 関西 開

催 1000日前記念イベントとして開催を予定しておりました、「WMG“1000”

チャレンジ！」及び「大会 1000 日前 決起大会」のうち、「WMG“1000”

チャレンジ！」については、協議の結果、台風 20 号の影響により開催

が困難と判断し中止しました。 

【中止の内容に関して】 

「WMG“1000”チャレンジ！」の全てのイベントを中止しました。 

（スポーツ愛好者 1000 人による巨大人文字制作など） 

 （３）大会 1000 日前決起大会 

  日 時：2018 年８月 24 日（金）15 時～16 時 30 分 

  場 所：ヒルトン大阪５階「桜の間」 

  参加者：５００名（国、開催府県政令市、経済界、スポーツ団体関係者等） 

  内 容：大会成功にむけた取組状況発表 

      JICA 関西との連携協定調印式 

      大会アンバサダーの発表 

      首長・メジャースポンサー等による「スポーツ 1000 言」発表 



 （４）各開催府県政令市実行委員会の 1000 日前記念イベント実施状況 

①徳島県（8 月 18 日：スエヒロボウル）              ②京都府・京都市（8 月 18 日：平安神宮） 

③鳥取県（8 月 18 日：ＪＲ鳥取駅）                 ④兵庫県・神戸市（8 月 19 日： 

グリーンアリーナ神戸） 

⑤滋賀県（8月 22 日：滋賀県庁）          ⑥和歌山県（8月 22 日：ＪＲ和歌山駅）

府県政令市での
除幕式等の有無

府県政令市での
除幕式等の日付

（予定）
設置場所（予定含む） その他特記事項

1 組織委員会 有り 8月18日(土) 第1ターミナル国際線到着ロビー 8/18　セレモニー：関空

2 滋賀県 有り 8月22日(水) 滋賀県庁新館入り口
8/22　県庁新館入り口にてお披
露目

3 京都府 有り 8月18日(土) 京都府庁　２号館　１F東側
8/18　セレモニー：平安神宮
京都市と合同

4 大阪府 有り 8月29日(水) 大阪府庁咲洲庁舎

5 兵庫県 有り 8月22日(水) 兵庫県庁２号館１階ロビー
8/19　セレモニー：グリーンアリー
ナ神戸　神戸市と合同

6 奈良県 8月24日(金) 奈良県庁
8/24　知事定例記者会見にてお
披露目

7 和歌山県 有り 8月22日(水) JR和歌山駅
8/21　知事定例記者会見にてお披露
目 8/22　セレモニー：JR和歌山駅

8 鳥取県 有り 8月18日(土) JR鳥取駅 8/18　セレモニー：JR鳥取駅

9 徳島県 有り 8月18日(土) 徳島県庁庁舎１階 8/18セレモニー：スエヒロボウル

10 京都市 有り 8月18日(土) 京都市営地下鉄四条駅
818　セレモニー：平安神宮
京都府と合同

11 大阪市 有り 8月20日(月) 大阪市役所本庁舎１階 8/20　大阪市役所にてお披露目

12 堺市 未定 堺市役所庁舎

13 神戸市 有り 8月19日(日) 神戸空港
8/19セレモニー：グリーンアリー
ナ神戸　兵庫県と合同



９ ワールドマスターズゲームズ 2021 関西に関する調査について 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の浸透状況を把握し、今後のコミュ

ニケーション戦略策定のための基礎資料とするため、認知度調査を実施した。 

（１）調査概要 

    調査手法 ：インターネット調査 

    調査地域 ：全国 

    調査対象 ：30～79 歳の一般男女 

    サンプル数：1,000 サンプル 

    調査期間 ：平成 30 年７月６日（金）～７月 11 日（水） 

（２）結果概要 

 １．認知度 

エリア別では、大会開催地域である近畿地区が最も認知度が高く、性別で

は男性、年代では 30 代・40 代の認知度が他の年代に比べて高めの傾向であ

った。また、ＷＭＧの認知者は、スポーツ関与度（実施率や実施意向率）の

高い人であった。 

 ２．認知経路 

 テレビが最も高く、他を大きく引き離している。属性別でみると、男女と

も「テレビ」「新聞」「雑誌」が概ね上位となっており、女性では「テレビ」

の割合が特に高くなる傾向であった。 

 ３．魅力度評価 

要素別では、最も魅力度が高いのは「競技のほかに周辺観光施設を楽しめ

る」、「イベントや音楽も楽しめる」など、競技以外の楽しみ方ができるとい

ったソフト面が本大会の魅力を引き出す重要要素となっていることがうか

がえる。

※次回調査：平成 31 年２月を予定 

◆全国における認知度 8.9％  ◆近畿２府４県における認知度 15.4％ 

①テレビ   57.1％  ②新聞   28.6％  ③雑誌  22.9％

①競技のほか周辺観光を楽しめる  37.8％ 

②イベントや音楽も楽しめる    35.2％ 

③予選なしで誰でも参加できる   29.2％ 

④参加者同士の交流        27.8％  

⑤年代別で競技しメダルが狙える  26.1％


