
第3章

新宿区における
東京2020大会期間中の取組み
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◆桑島 恵美子（くわじま えみこ）さん
平成8年から現在まで、活動から離れた時期がありながらも、21年以上

新宿区スポーツ推進委員として活動しています。介護予防運動指導士、中高年運動
指導士の資格をもち、高齢者向けのスポーツ指導等、区内で活躍されています。

◆スポーツ推進委員とは？
「スポーツ基本法」に基づき、区長が委嘱して
いるスポーツ推進委員は、地域コミュニティの醸
成に向けた区の地域スポーツ推進の役割を担い、
行政と地域住民とのコーディネート役として活動
しています。

◆誰もが知っている・やったことがある競技「ボッチャ」へ
区では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたスポーツ

振興と大会後のスポーツレガシー継承という視点で、誰もが知っている・やってみ
たい・やったことがある「ボッチャ」を目指し、体験イベントの実施やボッチャ
セットの貸出等、身近でボッチャを楽しめる環境づくりを工夫してきました。
スポーツ推進委員は、競技の普及啓発として「レガスまつり」「スポレク」「こ
こ・からまつり」等の体験コーナーの実施、区立幼稚園等での「親子deボッチャ」
を通し、ボッチャのルールや楽しさを知ってもらうための活動を積極的に行ってき
ました。
スポーツ推進委員の中には、さらに、公式C級審判員の資格を取得した人や、東
京2020パラリンピック大会で、ボッチャの競技ボランティアとして参加した人もお
り、委員一人一人がさまざまな形でボッチャを通じた活動の場を広げています。

～スポーツ推進委員とオリパラ～

スポーツ推進委員の活動の様子

聖火ランナーも体験した
桑島さん

今回のオリンピック・パラリンピックは、テレビの中でしか観戦できませんでし
たが、だからこそ各選手の発言や表情を細かく見ることができ、その努力と思いが
強く伝わってきました。障害を持っていても、あの前向きな気持ちと挑戦の凄さ。
私たちは、様々なことを学び、理解することができたと思います。
突然のコロナパンデミックが世界を襲い、私たちがかつて経験したことがない状
況となりました。そして、生活も仕事も考え方も一変する事態となりました。その
ような中、オリパラの開催に対する意見も「中止」「開催」の2極化が進み、私自
身も”賛成”の発言をすることを控えるようになりました。晴れない気持ちの中での
体力・筋力維持に励むことになった1年半でしたが、私にとっては大変貴重な時間
をいただいたと思っています。真摯に”スポーツ”を考え・向き合い、何が大切か、
今後何をすればよいのか等々いろいろ考えることができました。
このように、「スポーツ」や「オリパラ」について考えられたのは、単に私がス

ポーツを好きというだけでなく、長期間「スポーツ推進委
員」をしてきた中で得た、スポーツの意義を感じ取っていた
からだと思いました。
これからは、このスポーツの力を、オリパラのレガシーを、
多様な人々と共に、地域の中で、どの様に活かすことができ
るか、考えたいものです。
スポーツ推進委員が、みんなで考えることができれば、ワ
ンランクアップの存在になりえるのではと思っています。
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① 採火式
新宿区の採火式では、新宿区役所で灯り続けている「平和の灯」から採火を行いまし

た。「平和の灯」は、昭和63年に広島市平和記念公園内にある「平和の灯（ともし
び）」と長崎市平和公園内にある「誓いの火」から分火した火を合わせたものです。

採火式には、新宿区障害者団体連絡協議会、(福)新宿区障害者福祉協会の方々や、新
宿区の平和啓発事業で、被爆地である広島市・長崎市へ毎年交互に派遣を行っている
「親と子の平和派遣」に参加した子どもたちに出席していただきました。

東京2020パラリンピックを契機として、未来を担う若い世代の方々とともに、誰もが
いきいきと活躍できる共生社会の実現を目指していくという思いを「新宿区の火」に込
めました。

（２）東京2020パラリンピック聖火リレー

新宿区の採火式

主 催 新宿区
日 時 令和3年8月20日(金) 9時30分～9時50分
会 場 新宿区役所本庁舎1階 平和の灯前

出演者 新宿区障害者団体連絡協議会、(福)新宿区障害者福祉協会、
平和派遣事業に参加の子どもたち

主な
プログラム

区長挨拶、平和の灯から採火及びランタンへの点火、
子ども代表挨拶、フォトセッション

新宿区の火。東京2020パラリン
ピック聖火の一部となりました。

平和の灯から採火した火をランタンに点火しました。

東京都では、都内62全区市町村において採火式が行われ、8月20日に東京都庁都民広
場で行われた都内集火式で、パラリンピック聖火の東京都の火となりました。

緊急事態宣言により都内の公道走行は中止となりましたが、点火セレモニーや聖火ビ
ジットが都内各所で行われました。

新宿区では、8月20日に採火式、聖火ビジットを実施しました。また、東京都障害者
総合スポーツセンター（北区）で行われた点火セレモニーでは、新宿区内を走行予定
だった聖火ランナーがトーチキスをつなぎました。

73

東京都内の聖火リレーは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うまん延防止等重点措
置及び緊急事態宣言により公道走行は中止となりました（大島町以外の島しょ地域除
く）。新宿区では、7月23日に東京都庁都民広場で無観客での点火セレモニーが開催さ
れました。

東京2020オリンピック聖火リレー 点火セレモニー(東京都15日目)

主 催 東京2020組織委員会、東京都聖火リレー実行委員会
日 時 令和3年7月23日(金･祝) 11時10分～13時
会 場 東京都庁都民広場(新宿区西新宿2-8-1) ※無観客開催
主な

プログラム
自治体代表挨拶(新宿区長)、トーチ点火、トーチキス、
フォトセッション、ブルーインパルス飛行 ほか

～東京2020オリンピック聖火ランナーインタビュー～

フォトセッショントーチキスの様子
（星奈津美氏(左)、古賀淳也氏(右)）

聖火ランナーに参加された感想や、聖火リレーの経験を今後どのように活かしたいか
などについて、インタビューしました。

岡村 享一（おかむら きょういち）さん
区立新宿西戸山中学校 令和3年3月卒業
令和2年8月 第66回全日本中学校通信陸上競技東京都大会3,000ｍ第4位
令和2年12月 第1回東京クロスカントリー大会3,000ｍ 第3位

今回の聖火リレーでの経験を今後の陸上競技への励みとして、支え合う心とは、認め
合う心とは、高め合う心とは、何かを考えながら競技に活かしていきたいです。将来、
聖火リレーで参加したオリンピックに、今度は、選手として出場できるように励みます。
そして、マラソンで金メダルを獲得できるよう、精進していきます。

第３章 新宿区における東京2020大会期間中の取組み

１ 聖火リレー
（１）東京2020オリンピック聖火リレー

大河ドラマ「いだてん」で聖火リレーのすばらしさを知り、
その2年後に、まさか自分が聖火ランナーになるとは思っても
いませんでした。7月23日の聖火リレー当日は、本当に夢の
ような時間で、今まで自分が生きてきた中で一番の緊張をし
ました。新宿区の代表として聖火リレーに参加できたことを
大変光栄に思います。
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③ 点火セレモニー
東京都内の聖火リレーは、オリンピックと同様に公道走行が中止となり、都内各所で

の点火セレモニーが開催されました。新宿区内で聖火リレーが行われる予定だった8月
20日には、東京都障害者総合スポーツセンターで点火セレモニーが開催され、新宿区を
走行予定だったランナーがトーチキスをつなぎました。

東京2020パラリンピック聖火リレー 点火セレモニー(東京都1日目)

主 催 東京2020組織委員会、東京都聖火リレー実行委員会
日 時 令和3年8月20日(金) 14時50分頃～15時15分頃

会 場 東京都障害者総合スポーツセンター(北区十条台1-2-2)
※無観客開催

主な
プログラム

自治体代表挨拶(新宿区長)、トーチ点火、トーチキス、
フォトセッション ほか

聖火リレーは、3人1組で行われました。 トーチキスの様子

～東京2020パラリンピック聖火ランナーインタビュー～

聖火ランナーに参加された感想や、所属しているランニングクラブでの今後の目
標などについて、インタビューしました。

酒井 悠真（さかい ゆうま）さん
区立高田馬場福祉作業所 在籍
平成25年、27年～令和元年ねりま光が丘ロードレース10kmの部出場
平成30年、令和元年 中野ランニングフェスタ10kmラン出場

今後も永く(現在所属している)ランニングクラブで走り続けたいと思っています。そ
して、今までは10キロのロードレースに参加していたいので、いつの日かハーフマラソ
ンに出場してみたいです。

【聖火リレーで伴走した区立高田馬場福祉作業所 安藤支援員より】
走る前までは、いつもの酒井さんで冷静でした。トーチを持って走っている時は、楽

しそうな表情で、充実した一日を過ごせたと思います。途中のポーズも周りの方が、酒
井さんが決めたピースポーズを取り入れてくれて、本人も嬉しそうでした。

当日、朝起きた時の気持ちは（緊張せずに）ふつうでした。聖
火リレーの会場を見た時は、気持ちが良かったです。走る前に家
族からは、「楽しく頑張ってね」と言葉をかけてもらいました。

（聖火リレー本番で）トーチを持った時は、わくわくした気持
ちになり、（一緒のグループになった方達と）3人で一緒に走れ
て良かったです。
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② 聖火ビジット
聖火ビジットは、採火された聖火をランタンなどに灯し、地域のゆかりの地などを訪

問、展示するものです。新宿区では、東京都の火から分火した聖火が、区内の４つの福
祉施設（あゆみの家、高田馬場福祉作業所、新宿生活実習所、障害者福祉センター）を
巡りました。

当日は、各施設をライブ映像でつなぎ、一斉に聖火をランタンに灯しました。その後、
ランタンに灯った聖火の展示やセレモニーが各施設で行われ、施設に通所されている
方々やスタッフなどが聖火の到着を盛大に祝いました。

障害者福祉センターでは、オリジナルの聖火台を設けました。聖火台の周りは、セン
ター屋上の養蜂事業をPRするハチミツの瓶詰めのほか、ウォールアート作品や新宿福祉
作業所の等身大アートで華やかに彩られました。

新宿区の聖火ビジット

主 催 新宿区
日 時 令和3年8月20日(金) 14時頃～17時頃

会 場 あゆみの家、高田馬場福祉作業所、新宿生活実習所、
障害者福祉センター

主な
プログラム

すべての施設で15時に一斉にランタンに聖火を点火、
セレモニー、作品展示

あゆみの家では、独自の衣装とトーチで聖火の到
着を盛り上げました。

障害者福祉センターでのセレモニーでは、聖火の
到着を会場の皆で楽しく祝いました。

障害者福祉センターのセレモニー会場には、
福祉作業所の等身大アートが飾られました。

各施設をリモートでつなぎ、ランタンに
灯った様子を生中継で一緒に楽しみました。
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③ 点火セレモニー
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② 聖火ビジット
聖火ビジットは、採火された聖火をランタンなどに灯し、地域のゆかりの地などを訪
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主 催 新宿区
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会 場 あゆみの家、高田馬場福祉作業所、新宿生活実習所、
障害者福祉センター

主な
プログラム

すべての施設で15時に一斉にランタンに聖火を点火、
セレモニー、作品展示

あゆみの家では、独自の衣装とトーチで聖火の到
着を盛り上げました。

障害者福祉センターでのセレモニーでは、聖火の
到着を会場の皆で楽しく祝いました。

障害者福祉センターのセレモニー会場には、
福祉作業所の等身大アートが飾られました。

各施設をリモートでつなぎ、ランタンに
灯った様子を生中継で一緒に楽しみました。
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③ 新宿観光案内所屋外サイネージ「K-vision」における作品放映
【放映期間】令和3年7月23日(金)～9月30日(木)
【放映作品】東京2020オリンピック及びパラリンピック応援タペストリー

全80作品(5分に1回程度）

④ 新宿駅東西自由通路デジタルサイネージにおける作品放映
【放映期間】オリンピック応援40作品：令和3年7月19日(月)～8月8日(日・祝)

パラリンピック応援40作品：令和3年8月23日(月)～9月5日(日)
【放映作品】東京2020オリンピック及びパラリンピック応援タペストリー

全80作品（1時間に4回程度）

⑤ 広報新宿への記事掲載
【掲載号】オリンピック応援40作品：令和3年7月25日号

パラリンピック応援40作品：令和3年8月25日号

広報新宿7月25日号 7面

撮影協力：東日本旅客鉄道(株)

広報新宿8月25日号 4面

77

四谷特別出張所(1階) 榎町地域センター(2階)

① 新宿スポーツセンターにおける作品展示
【展示期間】令和3年7月21日(水)～9月5日(日)
【展示作品】東京2020オリンピック応援タペストリー 40作品

② 各特別出張所等区民施設における作品展示
【展示期間】令和3年7月21日(水)～9月5日(日)
【展示作品】東京2020パラリンピック応援タペストリー 40作品

(各所2～6作品を展示)

区立小学校・中学校・特別支援学校全40校の児童・生徒が、東京2020オリンピック・
パラリンピックに出場する選手をはじめ大会に関わる人々を応援する気持ちを込めて熱
心にデザインを考え、タペストリーを制作しました。各校でオリンピック応援タペスト
リーとパラリンピック応援タペストリーを1点ずつ制作し、全80作品となりました。

大会期間中に開催を予定していたコミュニティライブサイト（競技中継のパブリック
ビューイングを主とするイベント）において一斉に展示する予定でしたが、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のためイベントが中止となったことから、新宿スポーツセン
ターや特別出張所等の区施設で展示を行いました。

さらに、観光案内所等のデジタルサイネージでの放映や広報新宿への掲載を通じて、
多くの方々に子どもたちの想いがこもった作品をご覧いただきました。

（１）子どもたちによる応援タペストリー
２ 子どもたちに東京2020大会との関わりを創出
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タオルは、区内の保育園、幼稚園、子ども園や区立
小・中・特別支援学校等の子ども達に配布しました。
子どもたちには、パラリンピックの競技観戦時や学校
などでの観戦時に活用していただきました。

子どもたちは国立競技場にクールネッ
クタオルを持参して応援しました。

「新宿小寄紋」
デザインを使用
しました。

区立小学校（第4学年～第6学年）、中学校（全学年）のうち、参加を希望した児童・
生徒（計4,389名）が国立競技場での観戦に参加しました。

観戦に際しては、会場までの貸切バスによる移動、競技観戦時の座席間隔を十分に取
るなど、感染症対策を徹底しました。また、遮光ボードや熱中症対策グッズなど、熱中
症対策も十分に講じたうえで観戦を行いました。

徹底した感染症対策の中、声援の代わりに大きな拍手を送ったり、事前に選手に向け
て準備した応援メッセージを記入したボードを掲げたりと、子どもたちは熱心に競技を
観戦し、選手を応援しました。わずかな時間でもパラリンピックを会場で観戦できたこ
とは、子どもたちにとって大きな財産となりました。

英語で応援メッセージ(落合第四小学校)競技を集中して観戦していました。(津久戸小学校)

（３）新宿オリジナルクールネックタオルの製作・配布
東京2020大会の競技を観戦する子どもたちの暑さ対策等として、新宿オリジナルクー

ルネックタオルを製作しました。大会後のレガシーとなるよう、デザインには、新宿区
出身の東京2020エンブレムを制作した野老朝雄（ところ あさお）氏による「新宿小寄
紋」を使用しました。

（４）学校連携観戦プログラム

中学生は、参加できなかった生徒のた
めにタブレットで画像を撮り、後日学
校でプレゼンテーションしました。
(落合中学校)

参加した子どもたちの感想

選手がすごくかっこいい！
見に来るのを楽しみにして
いたよ。 直接選手を応援できるから競

技場に入れて嬉しい。とても
良い思い出になりました。

選手に見えるように英語で応
援メッセージを書いてきたよ。
来られてすごく嬉しい。

テレビでは見ることができな
い、スタッフやボランティア
により大会運営が支えられて
いることが実感できた。
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放映日程 令和3年7月21日(水)～9月30日(木)

放映場所 区役所本庁舎、新宿コズミックセンター、新宿スポーツセンター、
特別出張所10所 〔計13施設〕

参加団体
（作品内容）

・新宿西戸山中学校（書道パフォーマンス、吹奏楽演奏）
・目白大学QUAKES（チアリーディング）
・桜美林大学沖縄エイサー部桜風エイサー琉球風車（沖縄エイサー演舞）
・慶應義塾大学チアリーダーズUNICORNS（チアリーディング）
・牛込一輪車クラブ（一輪車パフォーマンス）
・西戸山トワラーズ（バトントワーリング演技）
・NPO法人カポエィラ・テンポ（カポエィラ演武）
・東京消防庁音楽隊（金管バンド演奏及びフラッグパフォーマンス）
〔計９作品〕

【動画放映の概要】

吹奏楽演奏 書道パフォーマンス

バトントワーリング演技

チアリーディング

（２）デジタルサイネージを活用したパフォーマンス動画の放映
区内の学校や団体から東京2020オリンピック・パラリンピックを応援する動画を募集

し、区施設のデジタルサイネージを活用して放映することにより、大会期間中のさらな
る気運の盛り上げを図りました。

大会期間中に開催予定だったコミュニティライブサイトでは、競技中継の合間に、区
内の学校や団体によるステージ発表でイベントを盛り上げる予定でした。イベントは中
止となりましたが、デジタルサイネージでの放映を通じて、ステージ出演を予定してい
た団体の皆さんによる発表の機会の創出につながりました。
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◆ 東京2020大会コミュニティライブサイト in 新宿区（中止）

新型コロナウイルスの感染拡大による事業の縮小・中止

 東京2020大会期間中、新宿駅周辺で大型スクリーンを活用した競技中継をメイン
とする「コミュニティライブサイト」の実施に向けて準備を進めてきましたが、
令和3年6月下旬、東京都が都内で実施を予定していたライブサイトの中止を決定
したことを受け、区主催の同イベントも中止としました。

 このイベントは、区民が一緒に観戦・応援して大会の感動と興奮を共有するとと
もに、スポーツ体験や区民団体によるステージ発表、子どもたちの作品展示、地
域の魅力の発信、障害理解の推進など、これまで区が大会に向けて取り組んでき
た気運醸成の集大成となるものでした。

◆ 東京五輪音頭-2020-踊りの発表（中止）
 平成30年度から開催してきた東京五輪音頭-2020-講習会には、多くの区民の方に

参加していただきました。講習会を通じて習得した東京五輪音頭-2020-をコミュ
ニティライブサイトで披露していただく予定でしたが、イベントの中止により実
現に至りませんでした。

コミュニティライブサイトのイメージ

◆ 聖火リレーの公道走行（中止）

 パラリンピック聖火リレーでは、東京都庁都民広場をスタートし、歌舞伎町ま
での約1.5kmを聖火ランナーが走行する予定でした。ゴール地点のシネシティ広
場ではセレモニーも予定していましたが、公道での実施は中止となりました。

◆ 新宿2020サポーターの活動（縮小）
 コミュニティライブサイトでの会場運営や、聖火リレーセレモニーの運営など、

多くの新宿2020サポーターの方々にご活躍いただく予定でしたが、イベントの中
止等により、活動の機会は大幅に縮小することとなりました。

◆ 新宿パレード2020〔主催：新宿パレード2020実行委員会〕（中止）
 令和2年3月29日、新宿通りで、新宿ゆかりの著名人や

アスリート、区内のみこし等が集結し、スポーツや音楽、
踊り等により、盛大に東京2020大会の気運を盛り上げ、
開催地である新宿の魅力を広く発信するイベント、「新
宿パレード2020」の開催を予定していました。

 地域の皆様や多くの関係者のご協力のもとで準備が進められましたが、中止とな
りました。

 イベントを一緒に盛り上げていただく予定だったパフォー
マンスや作品は、大会期間中に区施設での放映・展示を通
じて、大会気運の盛り上げにつなげました。

 オリンピック聖火リレーでは、新宿住友ビル三角広場での盛大なセレモニーでス
タートし、新宿駅周辺約8.6kmと神楽坂の一部区間を聖火ランナーが走行する計
画でした。

中止となったオリンピック聖火
リレーのルート（新宿駅周辺）▶

公道走行の中
止により、ゴール地点と
なっていた東京都庁都民
広場での点火セレモニー
のみの実施となりました。

81

実施場所 早稲田大学早稲田キャンパス・戸山キャンパス
実施期間 令和3年7月12日(月)～7月27日(火)

来日選手
13名(コーチ･スタッフ14名)
陸上、柔道、テコンドー、カヌー(スプリント)、空手(組手)、
レスリング

・応援メッセージタペストリー
（落合第三小学校）
・応援折り鶴（津久戸小学校）
・応援絵画（津久戸幼稚園）
・応援メッセージうちわ
（西新宿小学校）

・直筆メッセージ

・サイン入りタペストリー

・大会での活躍
交 流

Ahmad Yamen Alikaj選手(柔道)(左)と
Saeid Fazloula選手(カヌー)(右)

新宿の子どもたち 難民チーム

児童による応援折り鶴(津久戸小学校)

３ 難民チーム事前キャンプ
新宿区は、区内にある早稲田大学と協力して東京2020オリンピック競技大会に出場し

た難民チームの事前キャンプ受入れを行いました。難民チームは、紛争や迫害により故
郷を追われた難民アスリートで構成された選手団です。

受入れにあたっては、区民の安心・安全に配慮し、区民や大学関係者と選手団との動
線の分離、練習場や宿泊施設などからの外出禁止、アテンドスタッフの帯同、練習会場
等への移動時の専用車両の使用など、選手団側が新型コロナウイルス感染症対策を徹底
するよう調整を図りました。

また、感染の拡大防止の観点から、区民と選手団との直接の交流は叶いませんでした
が、出身国を離れた先で夢に向かって努力し、大会への参加を勝ち取った選手たちを応
援するため、区立小学校の児童や幼稚園の園児から応援メッセージなどを寄せていただ
きました。選手団からは、直筆のメッセージやサインをいただくなど間接的な交流が実
現しました。この交流を通じて、子どもたちが難民について興味を持ち、学ぶきっかけ
となりました。

【受入れの概要】

【子どもたちと難民チームとの交流】
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第4章

新宿区における
東京2020大会のレガシー
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