
別表　１

機関 所属等 役職

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局 局長

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局 次長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局輸送企画部 部長

東京都
オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部輸送担当

部長

東京都
オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部輸送担当

部長

内閣官房
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会推進本部事務局

参事官

内閣官房
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会推進本部事務局

参事官

警察庁 長官官房 審議官

警察庁 交通局 調査官

警察庁
警備局警備運用部警備第一課
東京オリンピック・パラリンピック警備対策室 室長

国土交通省 総合政策局 政策課 課長

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長

国土交通省 総合政策局公共交通政策部交通計画課 課長

国土交通省 道路局企画課 課長

国土交通省 自動車局旅客課 課長

国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室 室長

国土交通省 港湾局計画課 課長

国土交通省 関東運輸局交通政策部 部長

国土交通省 関東地方整備局道路部 部長

国土交通省 東京航空局東京空港事務所総務部 部長

経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ物流企画室 室長

農林水産省 食料産業局食品流通課 課長

警視庁 交通部交通総務課 課長

警視庁 交通部交通規制課 課長

警視庁 交通部交通管制課 課長

警視庁 警備部警備第一課 課長

警視庁
オリンピック・パラリンピック競技大会総合対
策本部

総合対策官

備考

座長

座長

副座長

副座長

副座長

副座長

委員
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機関 所属等 役職 備考

埼玉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長

千葉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 参事官・課長

神奈川県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長

海上保安庁 第三管区海上保安本部交通部航行安全課 課長

東京消防庁 企画調整部 部長

首都高速道路㈱ 計画・環境部 部長

首都高速道路㈱ 保全・交通部　道路情報・交通室 室長

東日本高速道路㈱　関東支社 管理事業部 部長

中日本高速道路㈱　東京支社 保全・サービス事業部 部長

中日本高速道路㈱　八王子支社 保全・サービス事業部 部長

成田国際空港株式会社 空港運用部門総合安全推進部 部長

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部 次長

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部運輸車両部 次長

(一社)日本民営鉄道協会 常務理事

東京地下鉄㈱ 鉄道本部オリンピック・パラリンピック推進室 室長

東京臨海高速鉄道㈱ 運輸部 部長

東京モノレール㈱ 常務取締役

㈱ゆりかもめ 運輸部 部長

東京都観光汽船㈱ 運航部海務課 課長

(一社)東京バス協会 理事長

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 専務理事

（一社）東京都トラック協会 専務理事

（一社）東京港運協会 事務局長

（公社）日本ロジスティクスシステム協会 専務理事

（一社）日本物流団体連合会 事務局長

（一社）日本経済団体連合会
ソーシャル・コミュニケーション本部オリンピック・パ
ラリンピック等推進室 室長

東京商工会議所 地域振興部 部長

（公社）経済同友会 執行役

委員
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機関 所属等 役職 備考

（公財）日本道路交通情報センター 理事

東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 部長

埼玉県 企画財政部交通政策課 参事・課長

埼玉県 県土整備部 県土整備政策課 政策幹

さいたま市 建設局土木部 部長

千葉県
環境生活部オリンピック・パラリンピック推進
局開催準備課

課長

千葉市 建設局土木部 部長

神奈川県 県土整備局道路部 道路管理課 課長

横浜市
市民局スポーツ統括室オリンピック・パラリン
ピック推進部

担当部長

千代田区 環境まちづくり部 部長

中央区 環境土木部 部長

港区 街づくり支援部 部長

新宿区 みどり土木部 部長

文京区 土木部 部長

台東区 都市づくり部土木担当 部長

墨田区 都市整備部 部長

江東区 土木部 部長

品川区 都市環境部 部長

目黒区 都市整備部 部長

大田区 都市基盤整備部 部長

世田谷区 道路・交通政策部 部長

渋谷区 土木部 部長

中野区 都市基盤部 部長

杉並区
区民生活部オリンピック・パラリンピック連携
推進担当

部長

豊島区 都市整備部土木担当 部長

北区 土木部 部長

荒川区 防災都市づくり部 部長

板橋区 土木部 部長

委員
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機関 所属等 役職 備考

練馬区 土木部 部長

足立区 都市建設部 部長

葛飾区 交通・都市施設担当 部長

江戸川区 都市開発部 部長

府中市 都市整備部 部長

調布市 都市整備部 部長

川越市 総合政策部オリンピック大会担当 部長

狭山市 総合政策部 政策企画課 オリンピック準備室 担当課長

朝霞市 都市建設部 部長

和光市 企画部 部長

新座市 オリンピック・パラリンピック推進室 室長

一宮町 オリンピック推進課 課長

東京都 都市整備局都市基盤部 部長

東京都 建設局道路保全担当 部長

東京都 建設局道路建設部 部長

東京都 港湾局総務部企画担当 部長

東京都 港湾局港湾経営部 部長

東京都 交通局自動車部 部長

東京都 交通局電車部 部長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会

大会運営局会場マネジメント部
会場周辺調整担当

部長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 パラリンピック統括室 室長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 警備局会場警備統括部 部長

委員
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