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　東京２０２０オリンピック開会式の熱気が冷めやらぬ７月２４日と２５日、自転車競技ロードレー
スが開催されました。男女合わせて６６ヶ国から１９５名の選手が出場し、町田市を含む４都県１５
市町村にわたるコースが、世界のトップアスリートによる金メダル争いの舞台となりました

東京２０２０オリンピック自転車競技ロードレース３

町田市内コース図（男女共通）

　町田市内のコースは、都立武蔵
野の森公園のスタートから約３４ｋ
ｍ地点にあたる小山内裏トンネル
から稲荷橋にかけての約３．４ｋｍ。
選手達は、多摩ニュータウン通り
から、町田街道、八王子バイパス
へと駆け抜け、レース序盤の駆け
引きを繰り広げました。
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競技概要

■開催概要

男子 女子
日時 ２０２１年７月２４日（土）１１：００～１８：１５ ２０２１年７月２５日（日）１３：００～１７：３０

総距離 ２４４ｋｍ １４７ｋｍ
出場国・選手数 ５７ヶ国・１２８名 ４０ヶ国・６７名

競技会場

【スタート】武蔵野の森公園（東京都府中市・調布市・三鷹市）
【ゴール】富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）
【通過自治体】東京都府中市、調布市、三鷹市、小金井市、稲城市、多摩市、八
王子市、町田市、神奈川県相模原市、山北町、山梨県道志村、山中湖村、静岡県
御殿場市、裾野市、小山町

■開催までの主な経緯
２０１８年８月　コース決定
２０１９年７月　テストイベント開催
	 	 （コラム参照）
２０２０年３月　大会１年延期決定
２０２０年７月　新たな競技日程発表
２０２１年４月　レースに伴う交通規制公表
２０２１年７月　沿道観戦自粛方針発表
	 	 競技開催

「Ｒｅａｄｙ Ｓｔｅａｄｙ Ｔｏｋｙｏ－自転車ロード－」について
　２０１９年７月２１日（日）、東京２０２０大会の成功に向け、競技及び大会運営の能力を高
めることを目的としたテストイベント「Ｒｅａｄｙ	Ｓｔｅａｄｙ	Ｔｏｋｙｏ－自転車ロード－」が、
男子の世界自転車連盟（ＵＣＩ）公認大会として開催されました。
　海外ナショナルチームや国内のチームなど２０チーム９６名の選手が出場し、イタリア
のディエゴ・ウリッシ選手が優勝。町田市内でも本番と同じコースで迫力あるレースが
展開され、沿道では多くの方がその様子を観戦されました。
　当日は、まちだサポーターズ１９６名もコース沿道で資機材の配置や観戦者への案内な
どを実施。テストイベントの経験は、交通規制や人員・資機材配置の変更など、２０２１
年の東京２０２０大会の競技運営に活かされました。

コース全体図（男子）

コラム
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オリンピック自転車競技ロードレースにおける町田市の取組み

■大会開催及び交通規制の周知
　コース沿道地域を中心に、様々な形で競技概要や交通規制等の周知を図りました。

地域代表者への
事前説明

地域説明会に先立ち、組織委員会担当者とともに交通規制の概要を説明
　小山連合町内会　代表者に資料郵送（２０２１年３月１９日定例会中止のため）
　相原地区連合町内会　２０２１年４月７日定例会（堺市民センター）にて説明
　小山町第三町内会　２０２１年３月２８日定例会（小山第三町内会館）にて説明

地域説明会

競技開催に伴う交通規制周知のため、組織委員会担当者とともに開催
　２０２１年４月１０日（土）１０：００～堺市民センターホール（参加者８名）
　２０２１年４月１４日（水）１９：００～堺市民センターホール（参加者６名）
　２０２１年４月１７日（土）１４：００～小山市民センターホール（参加者１６名）

近隣事業者への
個別説明

競技開催に伴う交通規制周知のため、２０２１年６月にコース近隣の事業者１３０軒
を訪問し、説明と合わせてポスター掲示やチラシ配布の協力を依頼

新たな交通規制
区間の周知

テストイベントから交通規制が追加された区間について、隣接する町内会に変更
点を説明し、住民への周知の協力を依頼
　町有町内会（チラシ全戸配布）
　多摩境町内会（６月１３日定例会で班長に説明、チラシ回覧・掲示板掲示）
　片所町内会（町内会報に記載）
　小山町御嶽堂町内会・沼町内会（チラシ回覧）

その他の周知

市ホームページ（２０２１年４月１５日～７月２５日）　広報まちだ６月１５日号
コミュニティバス車内広告（２０２１年６月～７月２５日）
　市民バスまちっこ・小山田桜台小型バス・かわせみ号・玉ちゃんバス
ポスター掲示・チラシ配布（２０２１年６月上旬～７月２５日）
　各市民センター、木曽山崎コミュニティセンター、駅前連絡所
　相原中央グラウンド
町内会・自治会掲示板（市全域、２０２１年６月中旬～７月２５日）
町田ターミナルプラザデジタルサイネージ（２０２１年７月１０日～２５日）
商工会議所Ｎｅｗｓ２０２１年７月号（７月２０日発行)

自転車ロード交通規制チラシ
地域説明会の様子

　7月24日・25日に実施する東京2020オリンピック自転車
競技ロードレースに伴い、コース周辺で交通規制を行います。
　詳細は市HPをご覧ください。

自転車競技ロードレースに伴う交通規制のお知らせ
問 東京2020お問い合わせ窓口☎0570・09・2020（月～金曜

日、午前9時～午後5時）

　
交通規制日 交通規制時間 交通規制区間

7月24日㈯
男子ロードレース

午前10時30分
～午後0時35分

島田療育センター入口から
多摩ニュータウン入口まで

午前10時40分
～午後0時40分

多摩ニュータウン入口から
稲荷橋まで

7月25日㈰
女子ロードレース

午後0時30分～
2時40分

島田療育センター入口から
多摩ニュータウン入口まで

午後0時40分～
2時45分

多摩ニュータウン入口から
稲荷橋まで

広報まちだでの周知
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■コースサポーターの確保
　コースサポーターは、東京２０２０オリンピック競技大会の自転車競技ロードレースの沿道で
活動するボランティアです。
　町田市内では、各日２４５名（２日間延べ４９０名）の配置が必要とされ、組織委員会が東京
マラソン財団を通じて募集した各日２５名（２日間延べ５０名）を除く各日２２０名（２日間延べ
４４０名）の募集等を町田市が担当しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉コースサポーターの募集
　町田市では、まちだサポーターズからコースサポーターを募集しました。
　新たな競技日程決定後の２０２０年１０月、２０２０年のコースサポーター活動を希望されていた
方（男子ロードレース２２８名、女子ロードレース２０９名）を対象に意向調査を行ったところ、
男子ロードレースで１８９名、女子ロードレースで１８３名の方から、改めて参加意向を確認でき
ました。必要人数を確保するため２０２０年１２月に追加募集を行い、多くの応募があったため、
組織委員会と調整の上、各日２２５名の方に参加いただくこととしました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉コースサポーターリーダーの新設
　テストイベントでは、コースサポーターへ指示
するスタッフ数が限られ、現場の混乱がありまし
た。この経験を踏まえ、大会本番では、コースサ
ポーターをまとめ、チームが効率よく活動できる
よう、組織委員会のスタッフをフォローアップす
る役割としてコースサポーターリーダーを新設し
ました。
　組織委員会では、地域の地理を熟知した自治体
職員がリーダーを担うことを想定していましたが、町田市では、ボランティア活動の経験に長
けたまちだサポーターズの中からコースサポーターリーダー２４名を選任することとしました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉コースサポーターリーダー研修会
日時：２０２１年５月２３日（日）９：３０～
会場：オンライン開催（市庁舎１０－２会議室併用）
参加者：コースサポーターリーダー２４名
　　　　（オンライン	１７人・市庁舎	６名
　　　　録画映像での後日受講	１名）
内容：第１部　基礎研修（約１時間）
　　　第２部　配置確認（約１時間）
　　　　　　　交通規制区間、集合時間等
　　　　　　　リーダー担当区間の配置確認

コースサポーターリーダー研修会の様子

FOP（コース内）の運営体制イメージ図
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉コースサポーター活動説明会
日時：２０２１年６月１９日（土）９：００～・１４：００～・１８：００～
会場：市庁舎２－１、２－２、２－３・４会議室
　　　（オンラインで３会場をつないで同時開催）
参加者：コースサポーター２０８名（リーダー含む）
内容：第１部　基礎研修（約１時間）
　　　第２部　配置場所での活動説明（約４５分）
　　　※受付時に活動物品（Ｔシャツ、キャップ、
　　　　アクレディテーションカード、飲料水、
　　　　活動マニュアル）を配布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉最終ミーティング
日時：２０２１年７月２３日（金）１３：００～
会場：小山市民センターいこいの間
参加者：コースサポーターリーダー
　　　　コントラクターＤ・コントラクターＡＤ
内容：配置場所ごとの競技運営手順の最終確認
　　　配置図確認、チーム内の配置割振り打合せ
　　　現地確認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■資機材置場及び関係車両駐車場の確保
　組織委員会からの依頼により、資機材置場や駐車場の確保につき調整を行いました。

資機材置場
箇所数 資機材の数量 備考

町田市有地	 １５
民地	 ４
都有地等	 ３２
　計	 ５９

鉄柵	 １３７台
コーン	 ５３３個
コーン・バー	 １３８８セット
サイン・標識等	 １０４台

市有地・民地の使用は町田市が調整・依頼
テストイベントの経験を踏まえ、よりスムーズに
資機材を配置できるよう資機材置場を３０ヶ所追加
（テストイベント時は２９ヶ所）

自衛隊車両駐車場（自衛隊員は、競技当日の交通規制要員、沿道の警備員として活動）
駐車場所 車両 日時

小山市民センター
北側空地

小型車両	 １台
中型車両	 １台

７月２２日（木）８：００～１７：００（現地実査用）
７月２３日（金）８：００～１７：００（現地実査用）
７月２４日（土）８：００～１５：００（競技当日）
７月２５日（日）１０：００～１７：００（競技当日）

相原中央公園
多目的広場

中型車両	 １台
大型車両	 ４台

コースサポーター活動説明会の様子

自転車ＲＲ最終ミーティング
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レース当日の運営体制

■資機材・人員配置計画
　安全かつ円滑な競技運営のため、町田市内を１４区画に分けて、鉄柵やコーン等の資機材、
競技運営スタッフやコースサポーター等の人員が、組織委員会の計画に基づき配置されました。
また、市では、沿道のコンビニ等にご協力頂き、コースサポーターが使用できるトイレ７ヶ所
やＡＥＤを使用できるよう、事前調整を行いました。

	

■市の体制
　多摩境駅前に町田市の拠点となる本部を設置したほ
か、コース沿道６ヶ所に休憩所を設置し、２日間で８５
名の市職員を配置しました。休憩所には日陰を作り、熱
中症の初期対応ができるよう飲料、氷などの物品を配置
して、コースサポーターや競技運営スタッフの活動をサ
ポートしました。

■当日の様子
　両日とも３０度を超える猛暑の中、コースサポーターや競技運営スタッフ等は、声を掛け合
いながらきびきびと元気に活動されていました。また、暑さで体調を崩された数名のスタッフ
等についても、休憩をとることで無事活動を終えることができました。
（まちだサポーターズの活動の様子やコースサポーター
インタビューは２５ページをご覧ください。）
　残念ながら、沿道でのレース観戦は自粛となってしま
い、コースサポーターはビブスやメッセージボードで、
集まった方にコロナ対策を呼びかけました。
　町田街道沿いにあるすみれ幼稚園では、いろんな国の
言葉で「がんばれ」と書かれた園児の手作り横断幕が選
手達を応援していました。

資機材・人員配置計画上の14区画と休憩所 多摩境駅前の資機材・人員配置計画図

多摩ニュータウン入口の
休憩所の様子

すみれ幼稚園の横断幕
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉コースサポーター活動説明会
日時：２０２１年６月１９日（土）９：００～・１４：００～・１８：００～
会場：市庁舎２－１、２－２、２－３・４会議室
　　　（オンラインで３会場をつないで同時開催）
参加者：コースサポーター２０８名（リーダー含む）
内容：第１部　基礎研修（約１時間）
　　　第２部　配置場所での活動説明（約４５分）
　　　※受付時に活動物品（Ｔシャツ、キャップ、
　　　　アクレディテーションカード、飲料水、
　　　　活動マニュアル）を配布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉最終ミーティング
日時：２０２１年７月２３日（金）１３：００～
会場：小山市民センターいこいの間
参加者：コースサポーターリーダー
　　　　コントラクターＤ・コントラクターＡＤ
内容：配置場所ごとの競技運営手順の最終確認
　　　配置図確認、チーム内の配置割振り打合せ
　　　現地確認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■資機材置場及び関係車両駐車場の確保
　組織委員会からの依頼により、資機材置場や駐車場の確保につき調整を行いました。

資機材置場
箇所数 資機材の数量 備考

町田市有地	 １５
民地	 ４
都有地等	 ３２
　計	 ５９

鉄柵	 １３７台
コーン	 ５３３個
コーン・バー	 １３８８セット
サイン・標識等	 １０４台

市有地・民地の使用は町田市が調整・依頼
テストイベントの経験を踏まえ、よりスムーズに
資機材を配置できるよう資機材置場を３０ヶ所追加
（テストイベント時は２９ヶ所）

自衛隊車両駐車場（自衛隊員は、競技当日の交通規制要員、沿道の警備員として活動）
駐車場所 車両 日時

小山市民センター
北側空地

小型車両	 １台
中型車両	 １台

７月２２日（木）８：００～１７：００（現地実査用）
７月２３日（金）８：００～１７：００（現地実査用）
７月２４日（土）８：００～１５：００（競技当日）
７月２５日（日）１０：００～１７：００（競技当日）

相原中央公園
多目的広場

中型車両	 １台
大型車両	 ４台

コースサポーター活動説明会の様子

自転車ＲＲ最終ミーティング
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