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東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会 

輸送連絡調整会議について 

 

 

 都及び組織委員会は、２０１５年７月に本会議を設置し、これまで大会輸送に関し関

係者間で調整を行ってまいりました。今般、６月１９日（水）開催の会議において、輸

送運営計画Ｖ２（案）などをとりまとめ、公表いたしました。 

 

 

１ 設置目的 

  東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会における輸送について、輸送

関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として設置 

 

２ 構成団体 

  東京都、組織委員会、国（内閣官房、警察庁、国土交通省、経済産業省、農林水産

省）、警視庁、海上保安庁、東京消防庁、高速道路会社（首都高速道路（株）など）、

鉄道事業者（東日本旅客鉄道、東京地下鉄（株）など）、（一社）東京バス協会、（一社）

東京ハイヤー・タクシー協会、（一社）東京都トラック協会、（一社）東京港運協会、

（一社）日本経済団体連合会、東京商工会議所、（公社）経済同友会、関係区市 など 

 

３ 今回（６月１９日）の主な議題 

 ⑴ 輸送運営計画Ｖ２（案） 

   輸送運営計画Ｖ１（２０１７年６月策定）以降の最新の検討・取組状況を反映し、

とりまとめたもの 

  ・ＴＤＭ、ＴＳＭ及び公共交通輸送マネジメントの取組内容 

  ・各会場への輸送ルート（案） 

  ・輸送センターの連絡体制 

  ・車両の調達・管理・運用    など 

 

 ⑵ 会場周辺の交通対策（素案） 

   競技会場等周辺の交通対策として、①進入禁止エリア、②通行規制エリア、③迂

回エリア、④専用・優先レーンを提示。今後、関係機関との調整等を行い、輸送運

営計画Ｖ２に反映 
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 ⑶ 交通マネジメントの取組 

   ２０１９年夏の試行について、７月２２日（月）から９月６日（金）のスムーズ

ビズ推進期間に実施 

  ① ＴＤＭに関する試行 

    チャレンジウィーク（７月２２日（月）～２６日（金））にテレワークなど企業

の取組のピークを合わせ、効果測定を実施し、交通量の減少量、アンケートによ

る企業の取組内容・意向等を把握 

  ② ＴＳＭに関する試行 

    ＴＤＭ実施期間中の７月２４日（水）及び２６日（金）に、都心部への交通量

抑制のため、高速道路の本線料金所（１１箇所）における開放レーン数の終日制

限、交通状況に応じた段階的な入口閉鎖など、大会時と同規模のＴＳＭを実施 

  ③ バスの実走調査 

    開閉会式を想定し、８月２５日（日）に選手村から新国立競技場周辺などでの

隊列走行などを実施 

 

４ 主な意見 

 ＜会場周辺等の交通対策（素案）＞ 

 ・迂回エリアの設定については最も効果的なものとなるように十分配慮していただき

たい。 

 ・物流について、企業が自ら考えるうえでも規制時間、場所などの情報共有が必要で

ある。 

 ＜交通マネジメントの取組＞ 

 ・今夏の試行に当たり、交通規制の実施に伴う影響を最小限に留めるにはＴＤＭが非

常に重要。企業への呼びかけ等しっかり取り組んでほしい。 



 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会 

輸送連絡調整会議（第８回） 

 

日時 2019 年 6 月 19 日(水)  9:30～11:30 

場所 虎ノ門ヒルズ 9 階 TOKYO1, 2 会議室 

 

 

次 第 

 

開会挨拶 

東京都 

オリンピック・パラリンピック準備局技監   荒井 俊之 

 

１ 輸送連絡調整会議設置要綱の改正【審議事項】-------- 

 

２ 輸送運営計画 V2(案)[2019 年 6 月 19 日版] ------------ 

 

３ 会場周辺の交通対策(素案) ------------------------------- 

 

４ 交通マネジメントの取組 -------------------------------- 

４－１ 東京 2020 大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ(案) 

４－２ 企業の取組 

４－３ 大会輸送影響度マップ等 

４－４ 2019 年夏の交通マネジメントの試行(案) 

 

５ 今後のスケジュール --------------------------------------------- 

 

閉会挨拶 

（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 

輸送局長   神田 昌幸 

資料１－１，２ 

資料５ 

資料３ 

資料２－１，２ 

資料４－１～４ 
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東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 

 

平成２７年７月３０日決定 

令和元年６月１９日最終改正 

（設置目的） 

第１条 本会議は、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）におけ 

る輸送について、輸送関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、設置す

る。 

 

（会議の名称） 

第２条 本会議の名称は、「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」（以 

下、「輸送連絡調整会議」という。）とする。なお、各道県輸送連絡調整会議と区別する必要がある場 

合には、「東京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

一 オリンピック・ルート・ネットワーク及びパラリンピック・ルート・ネットワークの設置及び 

車両による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

（設置期間） 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から令和３年３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 輸送連絡調整会議には、個別課題の詳細事項を検討するため、個別課題毎に輸送検討会を設置する

ことができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

２ 座長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委員会」

という。）輸送局長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局技監をもって充てる。 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

４ 副座長は、組織委員会輸送局次長、同輸送企画部長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備

局輸送担当部長をもって充てる。 

  

（輸送連絡調整会議の委員等） 

第７条 委員は、輸送に関わる関係機関より充てるものとし、別表１に掲げる者とする。 

２  委員は、必要に応じ、輸送連絡調整会議の承認を得て、新たな委員の就任や退任を可能とするもの

とする。 

３ 委員の任期は、令和３年３月３１日までとする。 

（案） 資料１－１ 



 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 輸送検討会の座長は、輸送連絡調整会議の副座長から充てる。輸送検討会の委員は、個別課題に応 

じて、別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

第１０条 輸送連絡調整会議は、公開することにより不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特 

定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある関係機関との協議未了の未確定情 

報が含まれるため、非公開とする。 

２ 輸送連絡調整会議の資料は、原則公開する。ただし、前項に掲げる未確定情報が含まれる資料につ

いては、全部又は一部を非公開とする。 

３ 輸送連絡調整会議の議事録は、その要旨を原則公開する。ただし、第１項に掲げる未確定情報が含

まれる場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

第１１条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の事務局は、組織委員会及び東京都に置く。 

 

（開催方法） 

第１２条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の開催方法は、各座長が各会議に諮って決定する。 

   

（他会議との連携） 

第１３条 輸送連絡調整会議は、大会の円滑な輸送の実現に向けて市民生活や経済活動への影響を踏ま 

えつつ交通行動を見直す取組を検討・調整する「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

に係る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

２ 輸送連絡調整会議は、大会の輸送について技術的な見地から専門的な検討を行う「東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競技大会 交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めのない事項については、輸送連絡調整会議の座長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年６月１９日 から施行する。 



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

1



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

（公財）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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東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 新旧対照表 

旧 新 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 

 

平成２７年７月３０日決定 

平成３１年３月２７日最終改正 

 

 

（設置目的） 

第１条 本会議は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）における輸

送について、輸送関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、設置する。 

 

（会議の名称） 

第２条 本会議の名称は、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」（以下、

「輸送連絡調整会議」という。）とする。なお、各道県輸送連絡調整会議と区別する必要がある場合には、「東

京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

一 オリンピック・ルート・ネットワーク及びパラリンピック・ルート・ネットワークの設置及び車両

による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から平成３３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 輸送連絡調整会議には、個別課題の詳細事項を検討するため、個別課題毎に輸送検討会を設置す

ることができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

２ 座長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委員

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 

 

平成２７年７月３０日決定 

令和元年６月１９日最終改正 

 

 

（設置目的） 

第１条 本会議は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）における輸

送について、輸送関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、設置する。 

 

（会議の名称） 

第２条 本会議の名称は、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」（以下、

「輸送連絡調整会議」という。）とする。なお、各道県輸送連絡調整会議と区別する必要がある場合には、「東

京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

一 オリンピック・ルート・ネットワーク及びパラリンピック・ルート・ネットワークの設置及び車両

による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から令和３年３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 輸送連絡調整会議には、個別課題の詳細事項を検討するため、個別課題毎に輸送検討会を設置す

ることができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

２ 座長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委員

資料１－２ 



会」という。）輸送局長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局技監をもって充てる。 

 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

４ 副座長は、組織委員会輸送局次長、同輸送企画部長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局輸送

担当部長をもって充てる。 

 

（輸送連絡調整会議の委員等） 

第７条 委員は、輸送に関わる関係機関より充てるものとし、別表１に掲げる者とする。 

２  委員は、必要に応じ、輸送連絡調整会議の承認を得て、新たな委員の就任や退任を可能とするもの

とする。 

３ 委員の任期は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 輸送検討会の座長は、輸送連絡調整会議の副座長から充てる。輸送検討会の委員は、個別課題に応じて、

別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

第 10 条 輸送連絡調整会議は、公開することにより不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある関係機関との協議未了の未確定情報が含まれるた

め、非公開とする。 

２ 輸送連絡調整会議の資料は、原則公開する。ただし、前項に掲げる未確定情報が含まれる資料について

は、全部又は一部を非公開とする。 

３ 輸送連絡調整会議の議事録は、その要旨を原則公開する。ただし、第１項に掲げる未確定情報が含まれる

場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

第 11 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の事務局は、組織委員会及び東京都に置く。 

 

（開催方法） 

第 12 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の開催方法は、各座長が各会議に諮って決定する。 

 

 

会」という。）輸送局長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局技監をもって充てる。 

 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

４ 副座長は、組織委員会輸送局次長、同輸送企画部長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局輸送

担当部長をもって充てる。 

 

（輸送連絡調整会議の委員等） 

第７条 委員は、輸送に関わる関係機関より充てるものとし、別表１に掲げる者とする。 

２  委員は、必要に応じ、輸送連絡調整会議の承認を得て、新たな委員の就任や退任を可能とするもの

とする。 

３ 委員の任期は、令和３年３月３１日までとする。 

 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 輸送検討会の座長は、輸送連絡調整会議の副座長から充てる。輸送検討会の委員は、個別課題に応じて、

別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

第 10 条 輸送連絡調整会議は、公開することにより不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある関係機関との協議未了の未確定情報が含まれるた

め、非公開とする。 

２ 輸送連絡調整会議の資料は、原則公開する。ただし、前項に掲げる未確定情報が含まれる資料について

は、全部又は一部を非公開とする。 

３ 輸送連絡調整会議の議事録は、その要旨を原則公開する。ただし、第１項に掲げる未確定情報が含まれる

場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

第 11 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の事務局は、組織委員会及び東京都に置く。 

 

（開催方法） 

第 12 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の開催方法は、各座長が各会議に諮って決定する。 

 

 



（他会議との連携） 

第 13 条 輸送連絡調整会議は、大会の円滑な輸送の実現に向けて市民生活や経済活動への影響を踏まえつつ

交通行動を見直す取組を検討・調整する「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係

る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

２ 輸送連絡調整会議は、大会の輸送について技術的な見地から専門的な検討を行う「東京 2020 オリ  

ンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

第 14 条 この要綱に定めのない事項については、輸送連絡調整会議の座長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

 

 

別表１ 

機 関 所属等 役職 備考 

（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 座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監 座長 

（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 次長 副座長 

（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 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

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 

委員 

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 

（他会議との連携） 

第 13 条 輸送連絡調整会議は、大会の円滑な輸送の実現に向けて市民生活や経済活動への影響を踏まえつつ

交通行動を見直す取組を検討・調整する「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係

る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

２ 輸送連絡調整会議は、大会の輸送について技術的な見地から専門的な検討を行う「東京 2020 オリ  

ンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

第 14 条 この要綱に定めのない事項については、輸送連絡調整会議の座長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年６月１９日 から施行する。 

 

別表１ 

機 関 所属等 役職 備考 

（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 座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監 座長 

（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 次長 副座長 

（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 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

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 

委員 

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 道路局企画課 課長 

国土交通省 自動車局旅客課 課長 

委員 

国土交通省 港湾局計画課 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 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 

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 

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㈱ 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 担当部長 

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 

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 

委員 

国土交通省 港湾局計画課 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 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 

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㈱ 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）東京港運協会 ― 理事・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 

委員 

（公社）経済同友会 政策調査部 部長 

（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 県土整備部道路政策課 課長 

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 市民局スポーツ振興部オリンピック・パラリンピック推進部 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 

練馬区 土木部 部長 

(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 

（公財）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 

委員 

（公社）経済同友会  執行役 

（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 県土整備部道路政策課 課長 

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 市民局スポーツ振興部オリンピック・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 



足立区 都市建設部 部長 

葛飾区 都市整備部都市施設担当 部長 

江戸川区 都市開発部 部長 

委員 

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 

 

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 

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 

委員 

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 

 

 



1輸送運営計画V2とは

➢組織委員会及び東京都が、提供する

輸送サービス等について、輸送運営

計画V1策定（2017年6月）以降、関

係機関と調整してきた内容をとりま

とめた計画

4今後のスケジュール（2019年）

6月19日 東京圏輸送連絡調整会議開催・輸送運営計画V2(案)公表・調整を踏まえ、適宜修正・更新
その後、IOC/IPCへ提出

12月末 輸送運営計画V2策定（予定）

3主な内容：輸送運営計画V1から更新し充実させた点

➢大会関係者(選手やメディアなど)の輸送
・提供する輸送サービスの起終点、方法及び期間などをより具体的に記載

➢観客･大会スタッフの輸送
・各種想定される輸送モードを列挙、主要なモードについて具体的に記載したほか、鉄道の輸送力･サービ
ス増強に向けた取組やアクセシビリティに対する考え方を記載

➢競技会場における輸送
・競技会場毎の輸送ルート(関係者輸送ルート(ORN/PRN)(案)及び観客輸送ルート(案))を明確化し、該当
する
輸送モードを記載したほか、観客利用想定駅を更新し、会場周辺の交通対策(案)を記載

➢輸送の連携体制
・輸送センター(TROC)の設置と役割･機能を明確化、バスオペレーションセンター(BOC)、フリートオペ
レーションセンター(FOC)などの機能とそれらの連携体制などを記載

➢交通マネジメント
・交通マネジメントの実施目標を設定し、施策を具体的に記載（基本的な考え方、交通需要マネジメント
(TDM)、交通システムマネジメント(TSM)、公共交通輸送マネジメントの取組、今夏の試行など）

2策定の目的

➢大会における輸送目標や戦略、提供
する輸送サービス等を含め、輸送の
全体像を明確化する。

➢輸送の全体像について、関係者や市
民と共有する。

➢ IOC、IPCに最新の輸送計画を報告す
る。

輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の概要 資料２－１



2 輸送目標及び戦略
〇輸送目標及び輸送戦略を記載（以下は、輸送目標）
・ステークホルダーの特徴やニーズを踏まえた質の高い輸送サービスを提供する。
・大会に係る円滑な輸送の実現と、都市活動の安定の両立を図る。
・障がい者等を含む全ての人々にとってのアクセスのしやすさ（以下、「アクセ
シビリティ」という。）の更なる向上を図る。
・環境にやさしいオリンピック・パラリンピック競技大会の輸送を実現する。
・将来社会に活きる輸送のレガシーを残す。

輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の主な記載内容（1~7章）

1 はじめに
〇本計画の目的、構成 など

3 役割及び責任
〇組織委員会、開催都市である東京都の役割及び責任 など

4 輸送に関する推進体制
〇東京圏及び各道県輸送連絡調整会議、交通輸送技術検討会、2020交通輸送円滑
化推進会議の概要及び関係性の輸送の検討体制 など

図1 輸送の推進体制

6 競技日程及び会場
〇輸送の運営時間の前提となるセッションスケジュール、輸送の起終点
となる競技会場、非競技会場、その他施設の種類・場所など

7 大会関係者の輸送
〇大会関係者(選手やメディア等)へ提供する輸送サービスの概要(TA、
TM、TFサービス、出入国輸送サービス、開閉会式輸送サービスなど)
〇オリンピック・ルート・ネットワーク(ORN)、パラリンピック・ルー
ト・ネットワーク(PRN)の設定の考え方及びルート案
〇デポ、車両待機場の位置とレイアウト など

図2 東京都内のPRN

5 ステークホルダー
〇選手やメディア等の大会関係者及び観客の人数（現時点の想定）など

【凡例】赤字は輸送運営計画V1(2017年6月5日策定)以降、追加した章、項目



11 輸送の連携体制
〇輸送センター(TROC)の役割･機能
〇バスオペレーションセンター(BOC)、フリート
オペレーションセンター(FOC)の役割･機能 など

図4 東京圏の連携体制

8 観客及び大会スタッフの輸送
〇観客・大会スタッフ輸送の基本的な考え方
〇深夜時間帯（通常時の終電終了後）の列車運行を予定している路線 など

輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の主な記載内容（8~13章）

10 開閉会式における輸送
〇日程
オリンピック開会式 2020年7月24日 閉会式 8月9日
パラリンピック開会式 2020年8月25日 閉会式 9月6日

〇今後、開閉会式の具体的なスケジュールや検討に合わせ、
輸送のスケジュールや会場周辺の交通対策等について検討

など

12 輸送のセキュリティ
〇目的、今後の進め方など

13 リスク管理
〇輸送のリスクと対処の考え方など

9 競技会場における輸送(会場輸送)

〇東京圏及び地方会場(東京圏外)の競技会場における輸送の概要(会場毎の輸送ルート(案))
〇観客利用想定駅
〇非競技会場(練習会場、IBC/MPC、選手村/分村/公式選手ホテル、宿泊施設、公式出入国
地点）における輸送
〇車両認証/駐車許可(VAAPs)の概要
〇広域、会場周辺及び会場直近において段階的に実施する交通対策の考え方、会場周辺の各
エリアの概念 など
※議題3で報告

図3 会場周辺の交通対策の概念図

【凡例】赤字は輸送運営計画V1(2017年6月5日策定)以降、追加した章、項目

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

会場等を囲む物理的な境界線。大会関係車両以
外の進入を禁止するエリア

②通行規制エリア
（会場直近対策）

規制標識を設置し、警備員による誘導により通過
交通を制限する。

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により、会場直近を通り抜けし
ようとする車両に迂回を促すエリア。

④専用レーン（専用通行帯）
優先レーン（優先通行帯）

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行帯を
指定。

大会ルート
（関係者輸送ルート）

迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

会場外駐車場

トラフィックペリメーターやその外側の
幹線道路から、事前に迂回を促す。

トラフィックペリメーター外側の幹線道路

競技会場

シャトルバス乗降場



輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の主な記載内容（14~21章）

14 交通マネジメント
〇大会時の交通状況、大会輸送を安全･円滑に行うための基本的な考え方、
大会期間中の実施目標

〇交通需要マネジメント(TDM)、交通システムマネジメント(TSM)、
公共交通輸送マネジメントの概要

〇道路交通に対する追加施策の検討
〇交通マネジメント推進に向けた試行など

図5 交通と輸送の関係 図6 TSMによる流入調整のイメージ

15 車両の調達・管理・運用
〇バス車両、フリート車両の調達方法、車種、
車両の管理など

16 パラリンピックへの移行
〇輸送における移行の概要、主な移行作業の内容
など

18 輸送スタッフ
〇輸送スタッフの種類、訓練 など

17 輸送の広報
〇輸送における広報、今後の進め方 など

19 輸送のテスト
〇輸送のテストの種類、想定する内容 など

20 輸送の持続可能性
〇目標･方針、持続可能性の主要テーマ など

21 輸送のレガシー
〇アクセシビリティや交通マネジメントを含め
たハード･ソフトのレガシー など

【凡例】赤字は輸送運営計画V1(2017年6月5日策定)以降、追加した章、項目
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輸送運営計画 V2(案) *に対する主なご意見とその対応 

*意見照会実施時の名称は「輸送運営計画 V2(Draft#1)」 

 

【凡例】 

・：意見 

→：対応 

(p. )：記載頁 

 

計画全般 

・専門性の高い内容のため、注釈等を多く入れ、一般の方から理解を得られるよう

にすべき。 

→注釈を付す等、わかりやすい表現にします。 

・今後はこれまで以上に細かな調整が出てくると考えられるので、十分な調整をし

てほしい。 

→関係機関との連携をより一層緊密に行い、調整を進めて参ります。 

 

１章 はじめに 

・輸送運営計画 V2 の位置付けがわかりづらい。 

→輸送運営計画 V2 とは、同計画に記載のとおり、輸送の全体像を明らかにする

こと、市民や関係機関と共有すること、輸送の検討状況を IOC/IPC に報告す

ることを目的とした計画です。(p.1) 

・今後のスケジュールを示してほしい。 

→今後、関係機関等との調整を踏まえ、必要な更新を行い、12 月を目途に策定す

るべく取り組んでいきます。 

 

４章 輸送に関する推進体制 

・東京圏輸送連絡調整会議のメンバーの概要の記載をよりわかりやすいものにして

ほしい。(p8) 

  →適切な表現に修正しました。 

 

７章 大会関係者の輸送 

・練習会場ルート、代替ルートも記載するべきである。 

→関係機関との調整を踏まえ、今後、掲載していく予定です。 

 

資料２－２ 
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８章 観客及びスタッフの輸送  

 ・自家用車による来場の方針について教えてもらいたい。 

  →公共交通機関の利用を原則としておりますが、地方会場等においては、競技会

場から離れ、ORN/PRN に大きな影響を与えない位置に自家用車用の駐車場を

用意し、そこから競技会場までシャトルバスを運行するパークアンドバスライ

ドを計画しています。(p.51, 52) 

 

９章 競技会場における輸送 

・各会場の交通対策について記載がない。 

  →議事３でご説明します。 

 

11 章 輸送の連携体制 

・TROC と会場輸送オフィスの役割分担について教えてほしい。 

→現場レベルで解決の難しい事案については、会場輸送オフィスから TROC へ

情報を入れ、必要に応じてメインオペレーションセンター(MOC)や都市オペレ

ーションセンター(COC)等と連携し、対応することを想定しています。(p141) 

・地方会場の輸送センターはどのようなものを考えているか（構成メンバー、設置

場所等）。(p142) 

→現在、構成メンバーや設置場所等の詳細について検討、調整しています。 

 

14 章 交通マネジメント 

・交通輸送技術検討会の「東京 2020 大会の交通マネジメントに関する提言のまと

め（案）」の最新の内容を反映するべきである。 

→実施目標を始め、記載内容を反映しました。 

・大会輸送影響度マップ全般については、随時更新されるものと認識しているが、

データ更新の時期とその考え方を明示するべきではないか。 

→各企業がアクションプランを作成する際の参考資料として提示しているもの

であり、セッションスケジュールの変更や交通規制の公表など、交通状況に変

化が生じる条件が確定したものから順次マップに反映していく。なお、説明会

等で企業の皆様の声も伺いながら、企業の皆様の使い勝手が良いよう、企業目

線で適宜改良していくことを想定しており、本文には記載せず柔軟に対応して

いきます。 

・交通マネジメント推進に向けた試行は地方会場でも行うのか。また、行う場合は

どのようなメニューを考えているか。 

→一部の地方会場においては、テストイベントに合わせた迂回誘導などを検討・

調整しています。 
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15 章 車両の調達・管理・運用 

・バスの確保について対応の方向性を示してほしい。(p161) 

→観客用シャトルバスの調達については、調達方法を含め内部にて検討を進めて

いる。今後もバス協会のご協力をいただきながら進めていく。 

 

17 章 輸送の広報 

・交通マネジメントに対する市民からの苦情・問い合わせ窓口は設置するのか。 

→現在検討中です。 

 

19 章 輸送のテスト  

・テスト実施後に判明する諸課題について、早期の情報提供をお願いしたい。 

→テストの結果を検証し、本番に向けた対策等の検討に当たっては、関係機関へ

の早期の情報提供と調整を図っていきます。 

・現時点で想定している「輸送独自のテスト」の内容について教えてほしい。 

→議事４－４でご説明します。 

 

21 章 輸送のレガシー 

・大会後のレガシーを意識した輸送運営計画、実行を望む。 

→大会後も見据えたソフト・レガシーとなるよう、引続き計画の具体化を進めて

いきます。 

 

その他 

その他、図面の差替えや記載揺れなどを修正しました。 



輸送運営計画V2(案)

９－６ 会場周辺の交通対策

調整資料

資料３

今後、当該資料に基づき、関係機関等との調整を行い、必要な修正を
行ったうえで、輸送運営計画V2に反映させる。

会場周辺の交通対策(素案)



会場周辺の交通対策について（素案）
オリンピック・パラリンピック東京大会において、競技会場等周辺一般道における交通混雑を緩和するため、主に以下の交通対策を実施する予定です。

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

会場等を囲む物理的な境界線。大会関係車両以
外の進入を禁止するエリア

②通行規制エリア
（会場直近対策）

規制標識を設置し、警備員による誘導により通過
交通を制限する。

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により、会場直近を通り抜けし
ようとする車両に迂回を促すエリア。

④専用レーン（専用通行帯）
優先レーン（優先通行帯）

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行帯を
指定。

大会ルート
（関係者輸送ルート）

迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

会場外駐車場

トラフィックペリメーターやその外側の
幹線道路から、事前に迂回を促す。

1

トラフィックペリメーター外側の幹線道路

競技会場

シャトルバス乗降場

区 分 目 的 方 法 対 象 等

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

競技会場等の設置 会場等を囲む物理的なフェンス等を設置 大会関係者以外の車両や歩行者、自転車は通行不可

②通行規制エリア
（会場直近対策）

通過交通の規制
規制標識を設置し、警備員による誘導により
通過交通を制限

通過交通は通行不可※
歩行者・自転車は原則、通行可

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

通過交通の抑制
案内看板や広報等により、会場直近を通り抜
けしようとする車両の迂回を促す

通過交通は迂回※
歩行者・自転車は原則、通行可

④専用レーン、優先レーン
（専用通行帯、優先通行帯）

大会関係車両の
定時性確保

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行
帯を指定

専用レーン：大会関係車両以外通行禁止
優先レーン：大会関係車両が通行していない場合は通行可

※居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。
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素 案

オリンピックスタジアム

東京体育館

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

会場周辺交通対策図 【オリンピックスタジアム・東京体育館（開閉会式を除く）】
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。 8

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

四谷方向

六本木方向

専用レーン



【国立代々木競技場】

国立代々木競技場

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図

9

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

新宿方向

渋谷方向

優先レーン

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【日本武道館・皇居外苑・東京国際フォーラム】

東京国際フォーラム

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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（関係者輸送ルート）

Ｎ
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※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

神田方向

日比谷方向

優先レーン

皇居外苑

日本武道館

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【国技館】 素 案この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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国技館

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

大会ルート
（関係者輸送ルート）

浅草方向

深川方向

優先レーン

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【馬事公苑】

馬事公苑

素 案

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）
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Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・
武蔵野の森公園】

東京スタジアム

武蔵野の森
総合スポーツプラザ

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

13

武蔵野の森公園への大会

ルートについては調整中

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

武蔵野の森公園

大会ルート
（関係者輸送ルート）

朝
日
町
通
り

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。

素 案



【台場地区・有明地区】

有明アリーナ

有明アーバン
スポーツパーク

有明テニスの森

潮風公園

素 案

お台場海浜公園

IBC

MPC

青海アーバン
スポーツパーク

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

14

大会ルート
（関係者輸送ルート）

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

晴海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

青海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

新木場方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

優先レーン

優先レーン

専用レーン

有明体操競技場

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【大井ホッケー競技場】 素 案

大井ホッケー競技場
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

国
道
３
５
７
号

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【東京アクアティクスセンター・東京辰巳国際水泳場・
夢の島公園アーチェリー場】

東京辰巳国際水泳場

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路
迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

深川方向

辰巳方向

亀戸方向

新木場方向

新木場方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

優先レーン

優先レーン

優先レーン

夢の島公園アーチェリー場

東京アクアティクスセンター

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【カヌー・スラロームセンター】

カヌー・スラロームセンター

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【海の森水上競技場・海の森クロスカントリーコース】

海の森水上競技場

海の森クロスカントリーコース

素 案

東京港臨港道路南北線
（建設中）

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

※セキュアペリメーターについては、競技により切り替えが発生する。

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 1000m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【選手村】 素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

晴海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

選手村

専用レーン

築地デポ

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
市場関係車両については、別途調整。
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



横浜スタジアム

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

※現在調整中

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

会場周辺交通対策図 【横浜スタジアム】
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は７ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



横浜国際総合競技場

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

会場周辺交通対策図 【横浜国際総合競技場】
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

新横浜大橋

Ｎ

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は７ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【幕張メッセAホール・Bホール・Cホール】 素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

幕張メッセ
Bホール

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

幕張メッセ
A/Cホール

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は６ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ】

※トラフィックペリメーター内においては、
交通規制を検討中となります。

素 案

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の

迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 2000m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は６ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【霞ヶ関カンツリー俱楽部】

霞ヶ関カンツリー俱楽部

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤
地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【陸上自衛隊朝霞訓練場】 素 案

陸上自衛隊朝霞訓練場

越後山通り

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤
地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【さいたまスーパーアリーナ】

さいたまスーパーアリーナ

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【埼玉スタジアム２００２】 素 案

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

埼玉スタジアム２００２

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア



 

◎輸送ルートにおける道路の点検等のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※観客利用想定駅から競技会場までのアクセシブ

ルルートのバリアフリー化の対応についても引き

続きお願いします。 

 

 

安全で円滑な輸送のため、道路（施設）の点検等

について、輸送ルートを重点的に実施するなどご配

慮いただき、安全で良好な道路空間の確保にご協力

をお願いします。 

 

 

 



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

１．本提言のまとめ（案）の位置づけ

一般交通に大会関係車両が加わる
ことで交通状況は厳しくなる見通し
であり、首都高の渋滞は現況の２倍
近くまで悪化。

３．東京2020大会の輸送を安全・円滑に行うための基本的な考え方

【交通と輸送の関係】

１）より良い交通環境下における大会輸送と都市活動の両立

全ての市民と関係機関の理解と協力の下、障がい者や高齢者、外国人など多様な人々

にも対応したより良い交通環境を整備するとともに、大会関係者や観客の円滑な輸送

と、物流を含めた都市活動の安定の両立を図る。

２）交通需要マネジメント(Travel Demand Management(TDM))

道路や公共交通の利用者に対し、充実した情報の提供など様々な手段で働きかけ、交

通需要を適切に抑えた賢い交通行動を促進する。

３）道路の交通システムマネジメント(Traffic System Management(TSM))

道路交通に関するあらゆる技術・制度・手法を駆使しつつ、交通の需給関係を高度に

管理する効率的な交通システムマネジメントを案出、実施する。

４）公共交通輸送マネジメント

公共交通（鉄道）の輸送力の確保、観客の需要分散・平準化、一般利用者の需要分

散・抑制（TDM）を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。

５）入念な準備と柔軟な対応

事前の機会を最大限活用して試行運用を行い、輸送運営について必要な調整や見直し

をするとともに、期間中においても柔軟な対応を行う。

６）レガシーの提起と継承

総合的かつ先端的な交通マネジメントを展開し、大都市を始めとする将来の都市交通

に関するレガシーを世界に向けて提起、継承する。

＜大会関係車両の走行による1台当たり渋滞損失時間の増加＞

観客の利用等を要因として、会場
周辺駅や近傍路線を中心に局所的な
混雑が発生。

東京2020大会における大会関係者及び観客の安全で円滑な輸送と、物流を含めた
都市活動の安定との両立を図ることを目的とした交通マネジメントの指針とする。

【高速道路の渋滞は現況の２倍近くに】

【鉄道にも局所的な混雑が発生】

1

２．何も交通対策を行わなかった場合

大会期間中の道路交通及び公共交通において、何も対策を行わなかった場合
の交通環境は以下のように想定。

・物流車両の増加：大会関係物流、大会開催に伴う物流 等
・一般車両の増加：観客の滞在に伴うバス・タクシー・レンタカーの利用、

地方からの流入 等

関係機関が協力して適切な交通マネジメントを行い、多くの企業や市民の理解
と協力を得ることで良好な交通環境が創出される。これにより、信頼性の高い大
会輸送と都市活動の両立を図る。

【更なる増加要因など】
※首都高速道路を走行する車両を対象としたシミュレーション

結果（大会の同時期（7月）の金曜日を想定）

４．大会期間中の実施目標の設定

○道路交通では、以下により良好な交通環境の実現を目指す。
・一般交通

東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律10％減
を目指す。特に重点取組地区※1については、出入りする交通量の30%減
を目指す。

・首都高速道路における交通量の更なる減
東京圏のオリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の基幹をなす首
都高速道路については、交通量を最大30％減とすることで、休日並みの
良好な交通環境を目指す。

（TDM及び追加対策等により実現）

○公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安
全で円滑な運行状況を目指す。

首都高の通行台数（2018）
7月平日平均 110.1万台/日

7月休日平均 88.7万台/日
（日曜祝日）

大会同時期最大 117.7万台/日

渋滞･事故

の発生リスク

リスク大 リスク小

重点取組地区※1

において
30％減等

休日並みの

良好な

交通環境

の実現

TSMによる
局所的な対応

TDMにより
一律10%減

渋滞(20km/h以下)

混雑(20～40km/h)

非混雑(40km/h以上) ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾙｰﾄ・ﾈｯﾄﾜｰｸ

※2

※2 大会関係車両及びその他需
要増を考慮し、大会同時期最
大交通量を休日平均並みにす
るには約30%減が必要

※1「競技会場が集中」「道路・
鉄道の混雑箇所を通過する交
通が多い」16地区（詳細はP3
参照）

資料４－１



・企業が、企業活動への影響把握や、大会時に発生しうる混雑の回避策などの立案に
活用することを目的として、交通対策を行わない場合の大会輸送に関わる影響度を
示したマップ（道路、鉄道、会場周辺）を提供している。

＜大会輸送影響度マップの一例＞

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

５．交通需要マネジメント（TDM）

（１）経済界・業界団体等と一体となった更なるTDMの推進

大会の成功に向け、経済界・業界団体等並びに東京都、国、東京2020組織委
員会等、多様な主体が一体となり、ＴＤＭを推進していく。

※4 東京都は新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルを「スムーズビズ」とし、東京2020大会の交通混雑
緩和に資する交通需要マネジメント（ＴＤＭ）とテレワークや時差Bizなどの取組を一体的に推進している。

東京2020公認プログラム※2を活用した取組

・業界団体によるＴＤＭ推進と所属企業
への取組促進（説明会の開催など）

企業の参画を促す取組
・ＴＤＭの取組に協力いただける企業を募

集し、ＨＰ等で登録を受付
・「説明会の開催案内、取組事例の提供」

「大会時の道路や鉄道への影響に関する
情報を提供」「ＨＰ等での企業名の公
表」等を実施

（80団体※3）

（約1,000社※３）

（２）企業や市民に向けた情報の発信

企業や市民には、大会開催に伴う影響などについてご理解いただき、混雑の回
避に向けた準備を進めていただく必要がある。このため適切な情報提供に努める
とともに、企業向け説明会の開催、取るべき対策（アクションプラン）の検討・
作成をコンサルタント派遣などの支援策も活用して進めていく。

呼びかけていくエリア（主に東京圏）

※3 2019.4.12現在

＜取組の今後の展開（スムーズビズ※4を含めたイメージ）＞

【アクションプランの作成に向けた働きかけ】

＜企業活動に伴う移動の種類と取組の方向性＞

【TDMの対策を検討する際の参考情報（大会輸送影響度マップ）の提供】

・大会時に想定される交通混雑を回避し、企業活動を維持するための方策をまとめたア
クションプランの作成に向け、個別相談やコンサルタント派遣などの支援を通じて働
きかける。

・取組項目の抽出、具体的な取組のボリュームや実施の確認方法の設定等、実践のス
テップを経て、確実な準備を促していく。

＜作成の手順＞

公共交通

交通手段

道路（車）

人
(従業員・顧客・関係者等)

移動の主体

物資
(商品・備品・書類等）

通勤

移動の種類

会議・打合せ・商談

私事（買物、レジャー等）

荷物発送（発荷主）

荷物受取（着荷主）

荷物運搬（物流業）

移動の量・回数
を減らす

取組の方向性

移動の時期・時間
をずらす

移動の場所・ルート
を変える

取組項目 内容（いつ、どのくらい） 取組推進の責任者/部署と
実施の確認方法◼時差出勤

◼フレックスタイム
◼テレワーク
◼休暇の計画的取得
◼期間中の移動回避
◼車利用の自粛
◼イベント実施時期変更

（イメージ）

取り組む事柄 内容 いつ どのくらい 責任者/部署 確認方法

Step1 Step2 Step3

- いつ
例：2019年1月,7月 以降検討中

- どのくらい
例：従業員 約50%

- 誰が（対象）
例：本社勤務従業員

（テレワークの一例）

2

・今後、より分かりやすい情報となるよう、影響が大きいエリア（臨海部等）の詳細情報
など、内容・機能の充実を図る。

首都高 一般道

【2020TDM推進プロジェクト※1の推進】

※2 様々な組織・団体がオリンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら大会に向けた参画・機運醸成・
レガシー創出に向けたアクションが実施できる仕組みの一つ

※1 東京都・内閣官房・東京2020組織委員会が事務局となり、大会期間中の交通需要の低減を目指すプロジェ
クト

東京都

埼玉県
茨城県

千葉県

神奈川県

（この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。
（承認番号 平29情使、第1552号））

圏央道



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

【重点取組地区の実施目標】

「競技会場等が集中」「道路・鉄道の混雑箇所を通過する交通が多い」16地区に
おいて、交通需要の効果的な分散・抑制を図る。

（３）重点取組地区における集中的な働きかけ

（４）大会時の物流円滑化に向けた取組

物流についてはサプライチェーン全体での協力が必要であり、業種や業態毎の
特性にも配慮するとともに、大会物流による影響も考慮しながら、発・着荷主、
物流業も含めて、物流効率化、走行台数の低減に向けた取組を推進する。

時間指定、リードタイムの緩和
・時間指定や翌日納品で慣習化している部分がある
・輸出入で、複数の海外取引先があるが、前後半年～3か月をかけて少しずつコンテナ

量を調整すれば大会中の量を減らせる可能性がある
・小ロットのものを多頻度で配達しているが、在庫スペースがあれば頻度を減らせる可

能性がある
届け先での滞在時間の短縮など
・長時間待機、付帯作業、立ち合い検品などドライバーが届け先に長時間滞在し、結果

として走行台数が増え、空車の時間も増えている
・搬入・搬出の時間が読めるようになれば、車両が減らせる可能性がある
企業連携、共同物流の促進
・トラックの積載スペースが余っていることがある。プラットフォーム作りや連携の呼

びかけができると良い
・温度指定が同じ軽いものと重いものを混載する等、他の企業と共同で取り組むメリッ

トがある
＜物流関連企業ヒアリング等より＞

【荷主企業や運送業者等の問題意識（例）】

・営業時間の前倒し、在宅勤務、長期休暇取得の奨励

・大会前後の時期を活用した納品、在庫の調整

・メンテナンスの前倒し、メンテナンス頻度の低下の可能性を顧客へ事前に連絡、メン

テナンス要員の配置の見直し

・臨時の配送拠点・在庫スペースの設定（店舗駐車場等にコンテナを設置）

・営業時間外に配送するための臨時の納品方法の設定（納品場所の合鍵の貸与等）

・近隣店舗との共同荷受け

【ロンドン大会時の取組事例】

＜重点取組地区（16地区）＞ ＜取組推進スケジュール＞

3

全体説明会

2020TDM推進プロジェクトや大会の影響
の周知等

2018年11月～

地区内の課題の共有、経済活動を維持
するための方策の提案
・交通集中の要因分析
・交通量を低減する取組メニュー

2019年2月～

アクションプランの作成支援
・個別企業等の2020アクションプラン

の作成・共有

2019年夏頃～

地区別説明会

【物流に関する取組メニュー（例）】

荷主企業の更なる理解促進
ドライバー不足をはじめとする「物流危機」と呼ばれる状態を是正し、大会期間中の

物流効率化を図るため、荷主企業へリードタイムの緩和など理解を求めていく
物流事業者の取組支援

関係省庁と一体となり、ベストプラクティスの紹介、先駆的な取組への後押しを促進
していく

【コミュニケーションの充実による取組の拡大・深度化】

・大会時の交通状況についての理解や混雑回避に向けた確実な準備の実施を促
すため、業界団体等の協力を得ながら企業向けの説明会や個別相談会の開催
を進める。（累計1,400社、約4,600人以上が参加（2019年4月時点））

・企業の担当者等とのコミュニケーションを行う中で得られる対策への意見や、
取り組む上での課題等を踏まえ、適宜取組内容の見直し・改善を図っていく
ことが重要である。

＜説明会での主な意見等＞

計画、対応に関する意見
・会社全体や協力会社を含め考える必要がある
・従業員の通勤努力はできそう
・ベイエリア発の物流の対策を考えたい
・荷物の輸送頻度を低下させたい
・運送のリードタイムを緩和してほしい
・試行時にトライすることも必要 等

対策に取り組む上での課題
・運転手不足で対策は容易でない
・東京港の混雑を危惧している
・荷主との協力体制をつくるのに時間がかかる
・規制の範囲や影響がわからない 等

＜取組拡大・深度化のための方策（例）＞

プロジェクト参画企業の拡大
◆経済団体・業界団体を通じた

呼びかけ・働きかけ
◆個別企業の直接訪問・依頼

取組の深度化
◆説明会・個別相談会の開催（全体・

地区別・業界別）
◆ハンドブック・ベストプラクティス
の紹介

◆支援事業（テレワーク・働き方改革
等）の案内・周知

◆コンサルティング

・重点取組地区に出入りする交通を30％程度低減
対象：重点取組地区に事業所がある、取引先がある企業など
（取組例） 鉄道：テレワーク・時差出勤・休暇の取得 など

道路：社用車の利用自粛、会議の時期変更、納品時期の調整 など

【物流効率化に向けた取組】

量・回数を減らす ：まとめ納品・発注、リードタイム延長、積載効率アップ等
時期・時間をずらす ：納品時期変更、夜間配送、時間指定変更（オフピーク）等
場所・ルートを変える：影響が大きいエリアを回避した走行ルートの設定等



６．交通システムマネジメント（TSM)

（１）TSMの役割と対応方針

• TSMはピーク時を中心として、対象路線の交通量が適正なレベルとなるよう

制御を行う。

【レギュラー時の対応】

【イレギュラー時の対応】

〇高速道路では、TDMの効果による状況に応じて、必要な量の流入調整を行う
①都心方向へ向かう経路上の本線料金所での開放レーン数の制限による通行

制限
②ORN上の混雑を解消するために効果的な入口の閉鎖

〇一般道では、大会専用レーン・優先レーンの設定、駐車対策、信号調整、会
場周辺での車両通行禁止等を現地の状況を踏まえ実施する

〇イレギュラー時にはレギュラー時の対応の強化に加え、本線車線規制、区間

通行止、高速道路の JCT方向別規制等を事象の内容や程度に応じて実施する

• TDMによる交通量の低減が少ない状況下では、TSMによる影響が増大する。

（２）実施イメージ

※これまでの検討により車線数が少なく分合流の多い都心部の高速道路で大会専用レーンを全面的に導入すると、JCT

などでは一般交通との交錯が避けられないことなどにより、一般交通へ深刻な影響が発生するのみならず、大会関係

車両にも遅滞をもたらす影響が生じることが確認されている。

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

4

＜交通量の多い時間帯のイメージ＞

※ 実施する対策は現地の状況によって異なる
※ TDMの効果や時間帯による交通状況の変化に応じて必要量の流入調整を行う
※ 一般道での対応は交通量が少ない時間帯と同様

TSMによる交通量のマネジメントを効果的に実施するには、その前提として、

TDMによる交通量低減が不可欠であり、TDMの効果等を踏まえ、状況に応じた

段階的・局所的なTSMを計画･実施する。 ＜流入調整のイメージ＞

〇TSMによる各種対策を状況に合わせて柔軟に実施することにより、交通需要の
時間的・空間的な集中を緩和し、オリンピック･ルート･ネットワーク（ORN）
の円滑な交通状況を維持する。

〇通常の状況であるレギュラー時のほか、「事故、自然災害等に伴う交通容量低
下や、他路線からの交通転換などの需要増により、ORNが本来の機能を発揮で
きない状況」をイレギュラー時と定義し、対応を行う。

交通量の多い
時間帯

交通量の少ない
時間帯

＜交通量の少ない時間帯のイメージ＞

※ 実施する対策は現地の状況によって異なる



＜局所的な混雑の状況＞
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＜施策の効果（混雑発生区間数の変化）＞

【朝７～１０時】

昼時間帯は比較的輸送力に余裕があり、自動車利用からの一部シフトや観客
需要が加わっても、多くの箇所では必要な輸送力が確保されている。

しかし、輸送力の増強等により一定の混雑は解消されるものの、会場近傍な
ど一部の区間においては、局所的な混雑が残る。このような区間については、
会場ごとに、更なる「観客の需要分散・平準化施策」の検討が必要である。

７．公共交通輸送マネジメント

（１）３つの施策

5

⇒2019年秋時点の情報による需要推計に基づき、大会時の具体的なダイヤ策定

を鉄道事業者に依頼（日中時間帯の増発・終電後の延長運転等）

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

「輸送力の確保」「観客の需要分散・平準化」「一般利用者の需要分散・抑制」
の３つの施策を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。

混雑の激しい区間・時間帯を中心に、増発等の輸送力増強を図ることが必要

【輸送力の確保】

【観客の需要分散・平準化】

観客の需要分散・平準化については、引き続き具体的な施策実施に向け、ラス
トマイル※や会場等におけるオペレーションも含めた検討、準備が必要

⇒テストイベントやスポーツイベント等を対象に、分散施策の有無による入退場

分布の調査やアンケート調査等により効果検証のうえ、施策内容を具体化

【一般利用者の需要分散・抑制】

企業や市民への働きかけや重点取組地区における集中的な働きかけ等により、
交通需要の低減や分散を図ることが重要

対策①輸送力の確保 ：増発等の可能性があるものを全て実施したと仮定
対策②観客の需要分散･平準化：既存イベント事例等から、自由席による需要分散効果程度を仮定
対策③一般利用者の需要分散・抑制：10％の一般需要削減を仮定

（２）各施策の効果と今後の進め方

【朝ピーク時間帯】

【 昼時間帯】

〇 ３つの施策
・観客の需要分散・平準化の更なる推進が必要
・臨海部における観客需要への全体的な対策が必要
・TDM効果の反映を含めた需要推計及び大会輸送影響度マップの更新・機能付加
・３つの施策の効果を高める情報発信が必要
〇 その他
・円滑な旅客流動の確保（IC乗車券の利用推進、駅における案内サイン）
・一般利用者への影響の検証、必要な対策の検討

（４）今後の検討課題

（３）駅での対策（鉄道事業者等との連携）

《鉄道事業者との調整状況》
・ 朝ピーク時間帯は、ダイヤ、車両、要員を既に最大限活用しており増発の余地は少ない
・ 朝ピーク時間帯以外は、路線により増発等の対応の可能性あり

朝ピーク時間帯は広範囲で混雑が発生するが、輸送力増強の余地は少ない。こう
した中、観客に比べ一般利用者が多いことを踏まえて、観客の需要分散・平準化に
加え、ＴＤＭの取組が重要である。

○ 観客等の不慣れな利用者に起因する滞留等を防ぐための駅における具体的
な案内・誘導

○ 競技会場からの退場方法や駅までの観客誘導方法との連携も含めた駅毎の
具体的な運用検討

横浜国際総合競技場
（JR横浜線：東神奈川～小机）

4日間
90分/日

横浜スタジアム
（JR根岸線：関内～桜木町）

7日間
30分/日

42回→33回

16回→7回

5日間
30分/日

14回→9回

埼玉スタジアム2002
（埼玉高速線：浦和美園～東川口）

4日間
30分/日

6日間
30分/日

幕張メッセ
（JR京葉線：西船橋～南船橋）

2日間
30分/日

臨海エリア
（りんかい線：東京テレポート～大井町）

東京スタジアム
（京王線：調布～飛田給）

10時～17時
（昼時間帯）
19日間合計

霞ヶ関カンツリー倶楽部
（JR川越線：笠幡～川越）

8日間
150分/日

159回→114回

9回→6回

27回→4回

23回→4回

～図の解説～

・輸送力増強等（左ページ対策①②）の対策実施

後に、混雑率150％以上となる区間を赤色に着色

※ 自動車利用からの転換含む

観客の影響により
混雑発生区間数1３％増加

TDMで一般需要
の10％需要削減
ができた場合

７日間
30分/日

（ゆりかもめ：新橋～日の出）

105回→15回

5

混雑が発生する日数
時間（一日当たり）

対策による
混雑発生区間数の変化

左：対策を行わなかった場合

右：鉄道の増発等（対策①②)
を行った場合

～表の解説～

・各施策の実施を仮定した場合の混雑発生

区間数の変化を示す。

・混雑発生回数

東京圏の鉄道ネットワーク（駅間断面数：

約3,000）において、30分単位で駅間ごとに

混雑率を需要推計に基づき算出

混雑率150％以上となる区間数を「混雑発

生区間数」とした。

（オリンピック競技が行われる19日間の累計）

通常時
（一般利用者のみ）

大会時
（一般※＋観客）

対策① 対策①
＋対策②

対策①
＋対策②
＋対策③

赤色の区間の大会期間中の混雑
発生日数および混雑が継続する時間
（期間中の最大値）

※ラストマイル：競技会場周辺の観客利用想定駅と競技会場出入口
とを結ぶ観客が歩行するルート



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

11．その他

〇会場周辺地域等における駐車場対策、会場周辺における交通対策の検討
〇事故発生頻度を抑える交通事故防止対策の推進による確実なイレギュラー対応

の実現

（１）交通マネジメントの推進に併せ検討等が必要な事項

（２）将来の都市交通に関するレガシー

オリンピック・パラリンピックにおける安全で円滑な輸送と、都市活動の安定
との両立に向け交通マネジメントに取り組むことは、世界の潮流である。

行政、経済界、企業、そして市民一人一人が一体となって、総合的かつ先進的
な交通マネジメントを実現し、東京2020大会を成功に導いていく。

日本社会だからこそできる取組を世界に向け発信し、次の時代へのレガシーと
して継承していく。

①働き方改革や物流の効率化が実現し、持続的な経済発展が続く中で、交通の
時間的･空間的な集中を避けた上手な交通行動が、市民の理解と協力のもとに
実現された状態の定着

②道路･公共交通ネットワークに関する交通情報や取るべき行動を知らせる情報
提供、災害時等でも円滑な輸送が可能となるツールや体制の構築

③道路･公共交通ネットワークにおけるバリアフリー化、駅改良などの推進

6

９．交通マネジメント推進に向けた試行
大会までの様々な機会を捉え、交通マネジメントの実効性等の検証や、課題を

踏まえた改善策を検討し、必要な調整や見直しを着実に実施する。特に2019年
夏には大会本番を見据えた総合的なテストを実施する。

＜2019年夏の試行概要（案）＞

＜検証テーマ、試行結果の活用イメージ等＞

検証テーマ

交通低減量の把握・見込み

大会に向けた準備の
実態・取組意向

交通行動を変更する上で
の課題

調査方法

道路・鉄道に関する
各種交通データ把握

企業・モニターへの
アンケート

試行結果の活用イメージ

重点的な働きかけの対象の明確化

対象への有効なアプローチの実践

企業や一般市民への目標（大会本番）
の提示

追加対策の検討

取組事例集の展開

課題に対応した企業の支援策の展開

➡ 施策の効果・課題

➡ 企業や従業員の取組
意向・実績

８．道路交通に関する追加対策の検討

首都圏の都市活動・経済活動を支える大動脈であり、選手やメディア等の大会
関係者の輸送の基軸となる首都高の円滑な流動確保は重要である。

働きかけによるＴＤＭにより全体の交通量が減少した場合においても、首都高
の交通量が減りづらい傾向にあること、約1か月に及ぶ大会期間中に交通需要の
低減・分散の継続が必要であることなどを踏まえ、首都高の流動確保に向けた追
加対策の検討が必要である。

＜追加対策の検討の基本的な考え方＞

①大会輸送の円滑化 ⇒ 大会期間中に限定して適用
②都市活動の安定 ⇒ 代替手段の無い物流車両には基本的に適用しない

(物流車両の範囲は検討が必要)

＜首都高の流動確保策の例＞

料金施策
通行車両の制限

例1：ナンバープレート規制 例2：HOV※レーン
※High Occupancy Vehicle

（１）首都高での流動確保策

〇駐車場探しによるうろつき交通の抑制（駐車場の予約制の導入など）
〇イレギュラー時における現地対応（車線規制等）の強化

（２）一般道での対策

10．交通マネジメントに関する広報及び情報の共有

多くの企業や市民の理解を得て、大会を成功に導くためには、試行段階から、
大会時の交通状況や協力のお願いをわかりやすく、きめ細やかに隅々まで伝えて
いく広報戦略が必要
〇大会輸送や交通マネジメントに関する効果的な広報（大会輸送影響度マップ、

試行や大会を見据えたイベント開催、ＨＰによる情報提供に加えポスター・サ
イネージなどの活用）や迂回誘導を行う情報ツールの検討

〇大会時の交通関連情報の収集、モニタリング・情報共有体制の整備（大会関係
者や観客の安全・円滑な輸送実現のために総合調整を行う部署として輸送セン
ターを整備）

・大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向け
た取組を総合的にテストする期間を設定

・試行において検証を行った上で、必要な見直しを
実施

・オリンピック・パラリンピック競技大会の期間に
相当する期間を集中取組期間とし、企業等に重点的
な取組を依頼

・各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク
及びコア日には、効果測定を実施。ＴＳＭは大会時
と同等規模で数日試行する他、選手村～競技会場間
でのバス・フリート等の試走（コア日等）も予定

・さらに、大会までに実施されるテストイベントに
合わせた検証を実施

※本案の内容は、輸送運営計画V2(案)に反映しています。今後の検討を踏まえた更新内容も同案へ適宜反映する予定です。



企業の取組事例紹介

➢ スムーズビズ キックオフイベント 令和元年5月29日（水）10:00 ～ 11:30
➢ 10の企業及び団体が自社のスムーズビズの取組について紹介

企業・団体名 主な取組内容

ＮＥＣ
オリンピック期間の１週目は全社員が連続在宅勤務、２週目は全社一斉夏季集中休暇の実施
パラリンピック期間中の１週間において連続で在宅勤務、２日以上の有給休暇の推奨

ＪＴＢ
各支店・店舗及びグループ会社で在宅勤務・オフピーク通勤の実施、
年休や夏季休暇の取得を促進

SMBC信託銀
行

休暇取得、時差Bizの実施、テレワーク推進、夏の２週間主要会議を原則禁止

全日本空輸 帰省先でテレワークを行う「テレさとワーク」の推奨

東日本旅客
鉄道

スムーズビズの広報活動を計画・特典付与等によるオフピーク通勤の促進

鹿島建設
モデル現場（公共・民間）を設定し、工事車両の削減やオフピーク時間帯での搬出入、東京2020大会
期間後半の現場全休の実施

キユーピー 「翌々日納品」によるリードタイムの確保と「簡素な検品レス」による物流効率化

ヤマト
ホールディン

グス

宅配便ロッカーなど受取場所拡大による再配達の抑制、
外国人旅行者の手荷物配送による鉄道混雑の緩和

ケ―ビー
エスクボタ

内陸コンテナデポを活用した空コンテナ輸送の削減により、臨港部の渋滞を緩和

東京都
社会保険
労務士会

会員を通じて、企業へのスムーズビズ取組周知

資料４－２－１
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企業への参画呼びかけ

〔企業向け説明会〕

➢ 交通需要マネジメント（TDM）推進に向けた企業向け説明会を2017年6月から実施

➢ 参加人数は延べ約7,000名（2019年5月末現在）

➢ 2019年度中に説明会を約300回開催予定

〔無料の個別コンサルティング〕

➢ アクションプラン作成のための個別コンサルティングの実施 (2019年度 3,600回程度予定）
※2020TDM推進プロジェクトへの参加登録が必要

2



広報活動について

➢ 企業等を中心に、試行実施の周知及び

ＴＤＭへの協力呼びかけを行う

〔試行の広報〕

➢ ６/７（金）に記者発表したポスターを、企

業や鉄道事業者の皆様、東京圏の自治

体などにご協力をいただき周知

掲載箇所：

コンビニ/鉄道駅・車内/公共施設（東京圏）

/スポンサー/TDM-P協力者 など

➢ また、スムーズビズPR用動画により各媒体

を用いて、推進期間中の取組を普及して

いく

放映箇所：

鉄道駅・車内/公共施設（東京圏）/TVCM/

デジタルサイネージ

3



４月号

６月からテレワークを
導入します！

２０２０年夏の交通混雑緩和に向けて
積極的に在宅勤務を勧めよう！

社内報
ＡＢＣ 株式会社

広報活動について

2020TDM推進プロジェクトのシンボルマーク

名刺への掲載社内報への掲載

〔シンボルマークの使用イメージ〕

➢ プロジェクト参加企業内での理解と各社取組の更なる普及を促すため、各種取組を組織内

外へ発信する際に利用可能な、シンボルマークを作成

会社名や
団体名が
記入可能

➢ 2020TDM推進プロジェクトのホームページで、

プロジェクト参加企業によるダウンロードが可能

4



企業の皆様にお願いしたい取組
資料４－２－２

～ 2019年夏のチャレンジウィークから何か始めてみませんか～

※テレワークとは、ICT（情報通信技術）を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、在宅勤務やサテライトオフィス勤務、
モバイルワークの形態があります

【人の流れに関する取組】 【モノの流れに関する取組】
□休暇の計画的な取得
例：スムーズビズ推進期間中に夏休み！

□時差出勤、フレックスタイム制の導入
例：朝の混雑時間帯を避けて出勤！

□テレワーク※の導入
例：混雑する都心に来ない働き方！

テレワーク・デイズ2019への参加
□打合せのメール・電話等での代替
例：移動をとことん減らす！

□納品時期の変更
例：7月前半に納品を前倒しし、事前に在庫を多く持つ！

□混雑時間・地域の回避・迂回
例：本番時に混みそうな時間やルートを避けた輸送の検討

（「大会輸送影響度マップ」をご活用ください）
□荷主やサプライチェーンの関係者で話し合う
例：届け時間の変更、届け回数の変更

リードタイムの変更、検品の簡素化
他社と一緒に取り組む（共同物流） 等

【自動車の走行台数減】

□首都高速道路や交通が集中する地区※を走行する自動車の30％減を目指す

※重点取組地区：「競技会場等が集中」「道路の混雑箇所を通過する交通が多い」16地区（資料４－１ P3参照）



取組実施に向けて ～オフピーク通勤実施の検討例～

例えば… “オフピーク通勤の５０％達成を目指す！”

時差出勤や休暇取得、テレワークなどを組み合わせ半数の従業員が８時半～９時半までの出勤を避ける

取組のボリュームを検討していただく際の一つのご参考にしてください。

◆対象となる従業員が １０名の場合の各取組ボリューム検討例 （１日当たり）

【通常】

８：３０～９:３０出勤

【スムーズビズ推進期間】

７：００～８:３０出勤

８：３０～９:３０出勤

９：３０～11:００出勤

夏季休暇

テレワーク



取組実施に向けて ～オフピーク通勤実施の検討例～

保育園の子供の送り迎えがあるなど、時差出勤は難しい

業務上テレワーク、時差出勤は難しい

一人一人の働き方や事情に合わせて、様々な施策を組み合わせながら、
みんなで取り組むことが継続のコツです！！

スムーズビズ推進期間中、従業員が１０名の場合の働き方の例

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
（祝） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

Aさん
夏季
休暇

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Bさん
8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Cさん
8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Dさん
8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

Eさん
8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

Fさん
8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Gさん
テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

7:00～
8:30出勤

9:30～
11:00出勤

9:30～
11:00出勤

Hさん
7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

夏季
休暇

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

Iさん
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
夏季
休暇

9:30～
11:00出勤

Jさん
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
夏季
休暇

7月 8月



① 高速道路

② 一般道路

③ 鉄道 駅間 ・・・2018年10月31日

第３回交通輸送技術検討会後 公表（7月31日分のみ）

・・・2018年11月 6日 公表

④ 鉄道 駅 ・・・2019年 2月 22日 公表

⑤ 競技会場周辺・・・2018年12月13日 公表

大会輸送影響度マップについて

【大会輸送影響度マップの種類】

2018年10月31日
第３回交通輸送技術検討会後 公表

企業が、企業活動への影響把握や、大会時に発生しうる混雑の回避策などの
立案に活用することを目的として、交通対策を行わない場合の大会輸送に関わ
る影響度を示したマップ（東京圏都外会場の一般道路）を2020TDM推進プロジェ
クトホームページ上で公表。

【マップの使い方（例）】

自社への影響とその度合いを確認 大会中のアクションプラン作成

【大会輸送影響度マップ】

<大会輸送影響度マップ（一般道路） 一例>
・「大会関係者車両が通行することによる所要時間の増加の程度」を示したもの
（大会時の混雑そのものを表したものではない）
・着色されている時間帯及びその直前・直後の利用をできるだけ回避するなど、
各企業がＴＤＭの対策を検討する際の参考としていただく

今回公表するマップは2020ＴＤＭ推進プロジェクト事
務局が、一定の前提をおき、何も交通対策を行わない
場合に生じる影響に関する情報をまとめたものです。
必ずしも当日の交通状況を正確に表現したものではあ
りません。大会時の行動をあらかじめ検討する際の参考
としてご利用ください。
本マップの作製にあたり、大会期間中の交通規制、Ｔ
ＤＭによる交通量の低減等、検討中であり、現時点で
反映できていない交通条件があります。
大会輸送による一般道路については、2020年におけ
る通常時の道路交通の状況に加え、大会期間中に大
会関係者が車両により移動するものという前提をおき、そ
の交通状況を表現した交通シミュレーションを実施したも
のをもとに、その影響についてとりまとめています。

2020/７/31（金）16：00～19：00 （幕張メッセ）

2020/７/31（金）16：00～19：00
（霞ヶ関カンツリー倶楽部、さいたまスーパーアリーナ、埼玉スタジアム2002）

2020/8/8（土） 19：00～22：00 （横浜国際総合競技場、横浜スタジアム）

2020/７/29（水）8：00～9：00
（釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ））

凡例

大
↑

期間中に

移動する
際の所要
時間
↓
小

一般道ORN

競技会場等

一般道路

鉄道・駅

3割以上
の遅れ

資料４－３－１



１ 臨海部混雑マップの目的

○ 東京2020大会では、臨海部では多くの競技会場等が集中しており、大会関係車両による交通量の増加
が予想されている。一方、東京港では、生活関連物資を中心とした多くの貨物を取り扱っており、臨海
部はコンテナふ頭を利用する物流関係車両をはじめとする交通量の集中するエリアである。

○ そこで、大会運営と物流機能とを両立させるために、臨海部の交通混雑の詳細な情報をマップとして
情報提供することで、大会時における交通量の抑制・分散化に係る取組について荷主企業を始めとする
物流事業者等の参考としていただく。

臨海部混雑マップの公表について

２ 臨海部混雑マップの概要

○ 対象期間 2020年７月２５日～同年８月８日 の全ての日毎に掲載

○ 対象エリア 臨海部の競技会場が集中する地区とコンテナふ頭が主な対象エリア

○ 対象道路 臨海部の主要道路（国道、都道、臨港道路等）及びＯＲＮ（オリンピック・ルート・
ネットワーク）をメインとして掲載

◆ 臨海部混雑マップの閲覧に当たっての留意点

○ 今回のマップは、東京2020大会期間中において、「何も交通対策を行わなかった場合」における道路の影響についてま
とめたもので、実際に生じる大会期間中の交通状況を予測したものではありません。

○ ＴＤＭなどの交通対策や路上競技実施時の状況、大会期間中の交通規制については反映しておりません。
○ ＯＲＮ等であっても一般車両の通行が少ないと想定される道路は、掲載の対象外としている場合があります。
○ 今後、新たな情報等を踏まえて、臨海部混雑マップについては適宜更新していく予定です。

資料４－３－２



概要

考
え
方

○ 臨海地域について、主要道路別に予測しています。

○ 一般車両の交通状況に大会関係車両による影響を上乗せし、
予測した混雑状況の程度を表示しています。
（渋滞（～時速10km/h）など）

分
析

【青海コンテナふ頭・中央防波堤外側コンテナふ頭】
○ 有明・台場地域は、大会期間中、平日のほぼ全日程で道路の渋滞や混雑が
予測されます。

⇒ 東京港臨海道路を経由した南側からの動線の検討が有効です。

○ 大会関係車両の影響は少ないが、有明・台場地域を避ける車両の
東京港臨海道路への流入が予想されます。

⇒ 早朝や夜間など、搬出入の時間をずらすことが有効です。

【大井コンテナふ頭】
○ 競技会場である大井ふ頭中央海浜公園周辺の道路は混雑の傾向です。
⇒ 早朝や夜間など、競技時間を避けた走行が有効です。

臨海部混雑マップについて

○ 東京港の各ふ頭周辺道路は、時間帯により、大会関係車両による影響で渋滞の発生が予測されます。

※ 臨海部混雑マップは、TDMなどの交通対策や路上競技実施時の状況、大会期間中の交通規制などについては反映していません。

今後、適宜、情報を更新させていただく予定です。

○ 特に、競技会場が集中する有明・台場地域については、大会期間中の恒常的な混雑が予測され、周辺の通行を控えることが重要です。

○ また、各ふ頭に至るまでの地域についても全体的に日中の混雑が予測されるため、早朝、夜間の輸送などが有効です。

物流事業者の皆様へ



※ 今回公表するマップは、一定の前提をおき、何も交通対策を行わない場合に生じる影響に関する情報をまとめた
ものです。必ずしも当日の交通状況を正確に表現したものではありません。

※ 凡例の混雑状況は、「渋滞（～時速10km/h）」、「混雑（時速10～20km/h）」、「空いている（時速
20km/h～）」で表示しています。（公益財団法人日本道路交通情報センターの資料による）

※ オリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の対象道路については、グレーの色で表示しています。なお、ORN等で
通行規制等の交通対策が実施されることがあります。

※ 交差点待ち等の影響により「渋滞」、「混雑」と表示されている場合もありますのでご留意ください。
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※ 交差点待ち等の影響により「渋滞」、「混雑」と表示されている場合もありますのでご留意ください。
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交通マネジメント推進に向けた

2019年夏の試行内容（案）について

資料４－４－１



1

１．試行の期間

➢大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向けた取組を総合的にテストする期間を設定

➢オリンピック・パラリンピックの期間に相当する期間を集中取組期間とし、企業等に重点的な
取組を依頼

➢各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク及びコア日を中心に、効果測定を実施

➢ TSMは大会時と同等規模で数日試行する他、選手村～競技会場間でバスを実走

集中取組期間① （7/22～8/2）

チャレンジウィーク（7/22～26）、コア日（7/24）

試行期間（スムーズビズ推進期間）

〇道路交通 ・一般交通
東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律10％減を目指す。特に重点取組地区については、出入りする交通量の30%減を目指す。

・首都高速道路における交通量の更なる減
首都高速道路については、交通量を最大30％減とすることで、休日並みの良好な交通環境を目指す。



ＴＳＭに関する試行

２．試行の概要

2

ＴＤＭに関する試行

企業等への働きかけ

（東京圏、重点取組地区、特定エリア等）

高速道路の本線料金所流入調整、
入口閉鎖

一般道路の交通対策（信号調整）政府・都庁の取組 等

＜試行の主な内容＞

試行結果を踏まえた、追加対策の検討、大会時に向けた交通マネジメント改善策の検討 等

＜検証の主な内容＞

交通マネジメント（ＴＤＭ＋ＴＳＭ）の検証

・交通量低減
（首都高、一般道）

・移動時間分布 等

TDMの検証

・事前事後アンケートによる
企業の取組内容、意向

・特定エリアでの交通低減量
・交通量の減少量の推定
等

TSMの検証

・本線流入調整
・入口閉鎖
・一般道路交通対策

影響把握を合わせて実施

物流の検証
物流効率化に
向けた取組の
実態調査

（サンプル調査）

※テストイベント等の実施に合わせ、各会場付近において大会
期間を想定した交通規制等を実施・検証するほか、会場周辺
の駐車場利用の抑制に関する試行などを別途実施する。



TDM TSM

７月２２日(月)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２３日(火)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２４日(水)

・企業等による交通混雑緩和の取組
（各社の取組のピーク）

・スムーズビズ（コア日）
・テレワークデイズ2019（コア日）
・国の取組

【高速】
・本線料金所での流入調整
・入口閉鎖による本線流入調整
【一般道】
・環七内側への流入抑制（信号調整）

２５日(木)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２６日(金)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）

【高速】
・本線料金所での流入調整
・入口閉鎖による本線流入調整
【一般道】
・環七内側への流入抑制（信号調整）

備考

・都庁及び国の取組を含む日
・集中取組期間
①７月２２日～８月２日
②８月１９日～８月３０日

・課題や確認事項があれば８月２３日(金)に再度TSMの
全部又は一部を実施

３．チャレンジウィークの取組

3

※

※

＜チャレンジウィーク期間中に
交通量が多いと予想される日＞

＜TDM取組のコア日、
オリンピック開会式１年前＞

※２４日(水)、２６(金)にはＴＤＭとＴＳＭを同時に実施予定
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４．ＴＤＭの試行内容

➢ スムーズビズ参加企業や、関連する取組（テレワークデイズ2019等）への参加

企業に対し、試行実施を呼びかける

働きかけの手段 内容

①メールマガジン
・2020ＴＤＭ推進プロジェクトの登録企業（約1,600社・事業
所：6/14現在）に定期的にメルマガを配信

②説明会
・全体説明会、地区別説明会、出張説明会（要請に応じて実施：東
商支部や各協会等）

③PRチラシ
試行前アンケート票

・経済団体・業界団体を通じ、企業に配布
・重点取組16地区でのポスティング

④イベント
・スムーズビズキックオフイベント（５／２９）
・テレワーク・デイズ2019＆スムーズビズ推進期間プレイベント
（７／１）

⑤広報
（動画、ポスター等）

・動画
トレインビジョン、ＴＶＣＭ、デジタルサイネージ（主要ター
ミナル駅）等

・ポスター
2020ＴＤＭ推進プロジェクト協力者、国、自治体、首都高、
鉄道事業者等に配布

・電車中吊り広告
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５．ＴＳＭの試行内容

一般道での対策

【TSM対象箇所】
本線料金所：11箇所／32箇所（圏央道内側）
入口：4箇所／302箇所（圏央道内側）※試行に向けて、チラシ・ポスター、ホームページ、文字情報板等で周知

高速道路TSM実施箇所図
（終日実施）

（１）高速道路において終日実施する対策
・都心部への交通量抑制のため、都心方向への高速道路における11箇所の本線料金所で開放レーン数を終日制限
・選手村周辺等の４つの入口については、大会期間中、交通規制の形態等から大会関係車両専用となるため終日閉鎖

（２）一般道において実施する対策
・都心部への流入交通量を減少させるため、環状七号線上の信号機について、午前５時から正午にかけて都心方向
への青時間の短縮等を実施

○ＴＤＭ実施期間中に、大会時と同規模のＴＳＭを実施（7/24(水)、26(金)等）
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５．ＴＳＭの試行内容

都心部拡大図

【TSM対象箇所】
入口：50箇所／302箇所（圏央道内側）
対象の50箇所のうち必要な箇所を段階的に閉鎖していく。

◼ 入口閉鎖を実施する箇所・時間については、各日の交通状況によって
異なる。

◼ 事故等による渋滞が発生した際には、本線車線規制、区間通行止め、
ジャンクションでの方向別規制等のほか、これ以外の入口を閉鎖する
場合がある。

◼ 試行の結果を踏まえて、TSM実施箇所等の見直しを行う。

（３）高速道路において交通状況に応じて段階的に実施する対策
・交通混雑が発生しやすい箇所において交通状況をモニタリングし、一定の交通量を超えた時点で、渋滞を未然に
防ぐために効果的な入口を閉鎖する。交通量が増加し続ける場合は、入口閉鎖の箇所を追加していく。
（閉鎖対象の入口は以下の図のとおり）

・閉鎖の解除については、交通状況に鑑み、渋滞等が発生する恐れがなくなった際に実施

※試行に向けて、チラシ・ポスター、ホームページ、文字情報板等で周知

高速道路TSM実施箇所図



開閉会式を想定した試行

１ 目的

〇オリンピックの開会式当日は、大会関係者や観客
に加え、キャスト・ボランティアなど大量の人々
が短期間に集中的に移動する。選手については、
翌日から多くの競技が開始するため、選手に係る
移動の負担を最小にするよう効率的な運行が求め
られている。

〇大会関係者車両や観客の安全・円滑な輸送の確保
にあたっては、企業の物流・業務の動線や周辺住
民の生活動線にも配慮し、都市活動への影響も最
小限に抑える必要がある。そのため、現在、都お
よび組織委員会は、式典時の輸送について関係機
関と協議しているところである。

〇そこで、交通管理者やIOC等とも連携し、大会本番
の約１年前の今夏において、本番に向けた課題を
検証するため、式典時のバス輸送に関わるテスト
を実施するとともに、開閉会式における交通負荷
をバスの実走により再現し、その交通影響等も一
体的に検証する。

２ 実施日（予定）

２０１９年８月２５日（日）

３ 実施内容（案）

〇 バス20～30台の隊列での走行

〇 走行区間は、

・選手村（晴海）⇒新国立競技場周辺 などで

計画中

４ その他

・会場周辺における交通対策は、別紙で交通管理者

等と調整中

・詳細な交通対策については、地元区等調整のうえ、

周辺地域に事前に周知する予定

・住民等の安全の確保に配慮しながらテストを実施

資料４－４－２
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開閉会式を想定した試行
８月２５日（日）実施予定（今回の新国立競技場周辺交通規制の検討対象範囲案）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
交通規制時間などは、現在、関係機関と調整中である。

※通り抜け規制エリア及び迂回エリアについては、居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは通行可。
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１ はじめに 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」という。）は、史上最も

イノベーティブで、世界にポジティブな変革をもたらす大会を目指すものである。 

また、東京 2020 大会は、国内の他のイベントにはない大規模な大会である。東京 2020 オリン

ピック競技大会においては、約 7 万人*の大会関係者、約 17 万人*の大会スタッフに加え約 780 万

人*の観客が見込まれる。また、東京 2020 パラリンピック競技大会においては、約 2 万人*の大会

関係者、約 10 万人*の大会スタッフに加え約 230 万人*の観客が見込まれる。この大規模な人数を

円滑に輸送することが、大会成功のカギを握っている。 

東京 2020 大会においては、オリンピック・パラリンピックの大会関係者及び観客・大会スタッ

フ（以下、「ステークホルダー」という。）に対し、安全、円滑な輸送サービスを提供すること及び

持続可能性に配慮しつつ、万人の利用に対応した東京 2020 大会の輸送を実現することを使命とし

ている。また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下、「組織委員会」と

いう。）は、東京 2020 大会に向けたアクセスの機会を確保すべく環境整備を図ることで、障がい

の有無に関わらず、すべての人々が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に貢献するこ

とを目指している。 

このため、組織委員会、開催都市である東京都及び関係機関等は、輸送の条件や提供するサービ

ス、具体的な取組について検討を進めている。 

組織委員会及び東京都は、輸送に係る検討・取組状況について、関係機関等と調整し、2017 年

6 月に輸送運営計画 V1 を取りまとめ公表した。 

今回取りまとめた輸送運営計画 V2（案）（以下、「本案」という。）は、輸送運営計画 V1 策定後

の最新の検討・取組状況を反映し、とりまとめた計画案である。組織委員会は、今後、検討・調整

状況の進展をふまえ、本案を適宜更新するとともに国際オリンピック委員会（以下、「IOC」とい

う。）及び国際パラリンピック委員会（以下、「IPC」という。）へ提出し、2019 年 12 月の策定を目

指す。 

なお、本案には、東京 2020 オリンピック競技大会と東京 2020 パラリンピック競技大会に共通

する内容に加え、それぞれの大会に固有の内容を含んでいる。特に、パラリンピック競技大会にお

いては、参加する選手団の規模、その移動やサービスに関わる要求水準などを十分に理解し、きめ

細やかな対応を進めていく。 

 

*立候補ファイル時点の数字であり、追加競技を含まない。現時点の数字については現在調整中で

ある。 

 

 

１－１ 輸送運営計画の目的 

輸送運営計画（以下、「本計画」という。）を策定する目的は、以下のとおりである。 

・輸送の使命を果たすために提供するサービスや取組、またその前提条件等輸送の全体像を明ら

かにすること。 

・輸送の全体像を市民や関係機関と共有すること。 

  ・輸送の検討状況を IOC 及び IPC に報告すること。 
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１－２ 輸送運営計画V2（案）の構成 

輸送運営計画 V2（案）の構成は、表１.1 のとおりである。 

 

表１.1 輸送運営計画 V2（案）の構成 

大項目 中項目 

１ はじめに ・本計画の目的、構成、更新スケジュール 

２ 輸送目標及び戦略 ・輸送目標及び輸送戦略 

３ 役割及び責任 ・組織委員会及び開催都市である東京都の役割及び責任 

４ 輸送に関する推進体制 ・東京圏輸送連絡調整会議、交通輸送技術検討会、2020 交

通輸送円滑化推進会議などの輸送の推進体制 

・地方会場（東京圏外）における輸送の推進体制 

５ ステークホルダー ・ステークホルダーの種類、人数（想定） 

６ 競技日程及び会場 

 

・競技日程（セッションスケジュール） 

・競技会場、非競技会場、その他施設 

７ 大会関係者の輸送 

 

・輸送の方針 

・大会関係者への輸送サービスの概要 

・出入国時や開閉会式時の輸送サービスの概要 

・関係者輸送ルート(ORN/PRN)設定の考え方、大会ルー

ト（案） 

・デポ・車両待機場 

８ 観客及び大会スタッフの

輸送 

 

・観客・大会スタッフ輸送の概要 

・観客等の輸送需要 

・各輸送モード別の対応方針 

・円滑な移動に向けた取組 

・アクセシビリティの確保 

９ 競技会場における輸送 

 

・会場輸送の概要 

・東京圏・地方（東京圏外）における会場輸送（観客利用

想定駅・観客輸送ルート（案）） 

・非競技会場における輸送 

・車両認証／駐車許可（VAPPs） 

・会場周辺の交通対策 

１０ 開会式・閉会式における

輸送 

・日程、輸送規模、今後の進め方 など 

１１ 輸送の連携体制 

 

・輸送センター(TROC)等の位置付け、目的・役割、構成・

機能、今後の進め方 

１２ 輸送のセキュリティ ・目的、今後の進め方 など 

１３ リスク管理 ・輸送のリスクと対処の考え方 など 

１４ 交通マネジメント 

 

・大会時の交通状況 

・基本的な考え方 

・大会期間中の実施目標 

・TDM、TSM、公共交通輸送マネジメントの概要 
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・追加施策の検討、交通マネジメントの試行の概要 など 

１５ 車両の調達・管理・運用 ・車両の調達方法、車種・台数、車両の管理 など 

１６ パラリンピックへの移

行 

・移行の概要 

・移行期間、移行計画、今後の進め方 など 

１７ 輸送の広報 ・目的、手段、今後の進め方 など 

１８ 輸送スタッフ ・輸送スタッフの種類、訓練 など 

１９ 輸送のテスト ・目的、種類、想定するテスト内容、今後の進め方 など 

２０ 輸送の持続可能性 ・背景、目標・方針、主要テーマ 

２１ 輸送のレガシー 

 

・アクセシビリティや交通マネジメントなどのハード・ソ

フトのレガシー 

附則 ・用語集 
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１－３ 本案の更新 

本案は、関係機関等と協議・調整した上で取りまとめ、IOC 及び IPC へ提出する。 

また、本案は、輸送に関する検討の進捗状況や関係機関等との協議・調整状況を踏まえて更新

し、2019 年 12 月を目途に策定する。 
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２ 輸送目標及び戦略 

２－１ 輸送目標 

組織委員会は、東京 2020 大会のステークホルダーに対し、安全、円滑な輸送サービスを提供

する。また、持続可能性に配慮しつつ、万人の利用に対応した東京 2020 大会の輸送を実現する。 

 このミッションを達成するにあたり、以下のとおりの輸送目標を定める。 

・ステークホルダーの特徴やニーズを踏まえた質の高い輸送サービスを提供する。 

・大会に係る円滑な輸送の実現と、都市活動の安定の両立を図る。 

・障がい者等を含む全ての人々にとってのアクセスのしやすさ（以下、「アクセシビリティ」

という。）の更なる向上を図る。 

・環境にやさしいオリンピック・パラリンピック競技大会の輸送を実現する。 

・将来社会に活きる輸送のレガシーを残す。 

 

２－２ 輸送戦略 

２－１に記載した輸送目標を達成するための輸送戦略は以下のとおりである。 

・オリンピック・ルート・ネットワーク及びパラリンピック・ルート・ネットワークの設定等

により、輸送環境を整えるとともに、鉄道をはじめとする高密度かつ信頼性の高い公共交通

網を十分に活用することで、輸送システムの最適化を図る。 

・総合的かつ先進的な交通マネジメントを展開する。これにあたっては、交通需要マネジメン

ト（TDM）に加え、道路交通インフラ等を最も効率的に活用するためのマネジメントを実

施する。 

・交通マネジメントは、試行運用を行い、必要な調整や見直しを行うとともに、期間中も柔軟

に対応する。 

・低公害・低燃費車両を活用し、環境負荷の低減を図る。 

・東京 2020 大会に向けて策定した「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」を踏まえ、

バリアフリー等の更なる推進を図る。 

・大都市における交通マネジメントに関する知見を得て、レガシーとして継承するとともに、

世界に向けて発信する。 
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３ 役割及び責任 

本章では、組織委員会及び開催都市である東京都の役割及び責任について記載する。東京 2020

大会における関係機関の概要については、４章に記載する。 

東京 2020 大会における輸送業務は、国、地方公共団体、警察、道路管理者、高速道路会社、

鉄道事業者、バス事業者等の関係機関、さらに、多くの関係団体等との連携・協力なくしては成

り立たない。そのため、本計画で示した内容をより具体化するとともに、関係機関との役割及び

責任を明らかにすべく、今後、関係機関との綿密な協議・調整を行っていく。 

    

３－１ 組織委員会及び開催都市の役割及び責任 

a 組織委員会の役割及び責任 

東京 2020 大会における組織委員会の役割及び責任*1 は、以下のとおりである。 

・競技大会の準備及び運営に関する事業を行う。 

・競技大会の準備及び運営について内外の関係機関、団体等との連絡及び協力に関する事業

を行う。  

・その他当法人の目的を達成するために必要な事業を行う。 

*1 組織委員会定款より引用 

 

b 開催都市の役割及び責任 

開催都市である東京都の役割及び責任*2 は以下のとおりである。 

・組織委員会が行う大会準備を全面的にバックアップするとともに、大会中の都市の活動を

維持し、大会後にオリンピック・パラリンピックの有形無形のレガシーを残す。 

・競技会場となる新規恒久施設を整備するとともに、円滑な大会運営には欠かせない輸送イ

ンフラの整備、バリアフリー化の促進等、都市機能を向上させる取組や安全対策を行う。 

・都市ボランティアの募集・育成・運用、多言語表記の推進、事前キャンプの誘致の支援等

を行う。 

・大会に向けた盛り上げや文化・教育プログラム等について、組織委員会と連携・協力しな

がら推進する。 

*2 東京都オリンピック・パラリンピック準備局ホームページより引用 

 

３－２ 輸送における組織委員会及び開催都市の責任 

東京 2020 大会において、組織委員会及び開催都市が責任を持つ主な輸送業務は以下のとおり

である。 

・大会関係者及び観客・大会スタッフへの輸送サービスの提供 

・輸送ルートの設定に係る調整 

・輸送センター（TROC）の設置・運営 

・大会関係者及び観客・大会スタッフ並びに市民等への輸送に関する情報の提供 

・輸送デポの設置・運営 

・関係機関へのバリアフリー化の協力要請 

・その他、輸送に係る連絡調整 
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４ 輸送に関する推進体制 

ａ 輸送に関する推進体制 

組織委員会及び東京都は、東京 2020 大会における輸送について、輸送関係者間の意見調整

を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、2015 年 7 月 30 日に東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議（以下、「東京圏輸送連絡調整会議」という。）

を設置した。 

東京圏輸送連絡調整会議には、国、地方公共団体、警察、道路管理者、高速道路会社、鉄道

事業者、バス事業者等の関係機関、更に、多くの関係団体等が参加している。（表 4.1 参照） 

また、組織委員会は、東京 2020 大会における輸送サービスについて、北海道、宮城県、福

島県、茨城県、神奈川県及び静岡県の各地で、輸送関係者間の意見調整を図ることを目的とし

て、各道県東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議（以下、「各道

県輸送連絡調整会議」という。）を 2017 年 12 月 18 日の静岡県を皮切りに順次設置した。各道

県輸送連絡調整会議には、国、地方自治体、警察など多くの関係団体が参加している。 

更に、組織委員会は、選手や観客などの安全、円滑な輸送の実現に向けて、交通マネジメン

トのあり方を専門的見地から検討する「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交

通輸送技術検討会（以下、「交通輸送技術検討会」という。）」を 2017 年 6 月 9 日に設置した。 

また、政府においては、大会の円滑な輸送の実現に向けて、市民生活や経済活動への影響を

踏まえつつ交通行動を見直す取組を、政府、組織委員会、東京都、関係自治体及び経済界が一

体となって検討・調整する場として「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係

る交通輸送円滑化推進会議（以下、「2020 交通輸送円滑化推進会議」という。）」を 2017 年 5

月 18 日に設置した。 

これらの各会議体の関係性を図 4.1 に示す。 

 

 
図 4.1 輸送の推進体制 

 

 

  

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（本部長：安倍総理）

2020交通輸送円滑化推進会議

輸送連絡調整会議 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会
交通輸送技術検討会

（輸送検討会）

＜輸送計画に関する合意形成＞

【政府】

＜輸送技術に関する検討＞【2017年6月9日設置】

政府 組織委 東京都 関係自治体

【2015年7月30日設置】

経済界

【組織委員会・東京都】

組織委 東京都 国

組織委 東京都 関係機関学識経験者

＜関係機関・経済界等との連携＞

警察

地方公共団体

鉄道事業者

高速道路会社

バス事業者
等

【2017年5月18日設置】
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表 4.1 東京圏輸送連絡調整会議のメンバー      2019.3.27 時点 

 概要 

内閣官房 ・内閣の補助機関であり、内閣の重要政策の企画立案及び総合調整

を行っている。 

・東京都及び組織委員会とともに「2020TDM 推進プロジェクト」

を通じた TDM の推進を行う。 

警察庁 ・国の警察組織であり、道路交通の安全と円滑のための交通規制や

交通取締等に関する都道府県警察の事務の調整等交通警察を含む

警察行政全般を担っている。 

・東京都、組織委員会及び関係機関等とともに交通マネジメントの

検討・調整を行う。 

経済産業省 ・民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心に経

済産業政策全般を担っている。 

・東京都及び組織委員会が行う「2020TDM 推進プロジェクト」を

通じた TDM の推進に協力する。 

国土交通省 

総合政策局 

道路局 

鉄道局 

港湾局 

自動車局 

関東運輸局 

関東地方整備局 

東京航空局 

・交通政策の推進等を担う機関であり、全国のインフラ整備の調整、

鉄道等の公共交通機関の運営監督、国道の整備及び管理、道路情

報等の提供等交通政策全般を担っている。 

・東京都、組織委員会及び関係機関等とともに交通マネジメントの

検討・調整を行う。 

・東京都、組織委員会及び関係機関等とともに鉄道や車両の運行等

について、検討・調整を行う。 

海上保安庁 ・海上の安全、治安の確保等を担う機関であり、海上交通に係る航

行管制及び規制、情報の収集及び提供等を実施している。 

警視庁及び県警察 

・千葉県警察 

・埼玉県警察 

・神奈川県警察 

・東京都及び各県の区域を管轄する警察組織であり、それぞれの区

域における交通規制や交通取締等交通警察を含む警察行政全般を

担っている。 

・東京都、組織委員会及び関係機関等とともに輸送ルートや交通マ

ネジメントの検討・調整を行う。 

東京消防庁 ・東京都のほぼ全域の消防防災業務を担う組織であり、災害対応、

救急業務、火災予防、震災対策、防火防災対策等を行っている。 

高速道路会社 

・首都高速道路㈱ 

・東日本高速道路㈱ 

・中日本高速道路㈱ 

・高速道路の管理運営、整備、道路交通情報の提供を行っている。 

・東京都、組織委員会及び関係機関等とともに輸送ルートや交通マ

ネジメントの検討・調整を行う。 

(一社）日本民営鉄道協会 ・鉄道をより安全で便利なものにすることを目的として設立された

団体であり、安全及び安心対策、環境活動の徹底や鉄道整備の強

化活動等を行っている。 

空港会社 

・成田国際空港㈱ 

・成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空

輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に

資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄
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与することを目的とした事業を行っている。 

鉄道事業者 

・東日本旅客鉄道㈱ 

・東京地下鉄㈱ 

・東京臨海高速鉄道㈱ 

・東京モノレール㈱ 

・㈱ゆりかもめ 

・鉄道を利用して旅客輸送等の営業を行う事業者であり、鉄道の運

行管理、整備を行っている。 

舟運事業者 

・東京都観光汽船㈱ 

・舟を利用して旅客輸送等の営業を行う事業者であり、舟の運行管

理、整備を行っている。 

バス協会 

・(一社)東京バス協会 

・輸送の安全及び環境の保全に関する事業、バス走行環境の改善に

関する事業、協会傘下のバス事業者の調整を行っている。 

(一社)東京ハイヤー・タクシ

ー協会 

・一般乗用旅客自動車運送事業の適正な運営と利用者に対するサー

ビスの改善、調査・研究、情報収集、啓発、広報活動等を行ってい

る。 

(一社)東京都トラック協会 ・都民、利用者へのサービス向上対策、交通安全対策、環境対策等

「社会との共生」を図り、トラック輸送産業が発展していくため

の教育研修や人材確保等をはじめとした諸事業を展開している。 

(一社)東京港運協会 ・東京都内の港湾運送事業に関する調査、研究、啓発、宣伝及び港

湾運送事業を取り巻く諸課題への対応等を行っている。 

(一社)日本経済団体連合会 ・わが国経済の自律的発展と国民生活の向上に向けた、国の内外に

おける調査・提言・交流・広報、その他の活動を行っている。 

東京商工会議所 ・東京 23 区に事業所を持つ約８万の会員（商工業者等）で構成され

た地域総合経済団体であり、経営支援・政策要望・地域振興を柱

とした各種活動・事業を展開している。 

(公社)経済同友会 ・経済、経営、社会問題に関する調査・研究、審議、立案、建議や、

海外経済界・国際経済団体との共通課題の意見交換、協力、政策

実現にむけた関係者との議論等を行っている。 

(公財)日本道路交通情報セ

ンター 

・道路交通情報の収集・提供を行っている。全国 133 か所にセンタ

ー駐在を配置し、道路交通情報の一元化と道路利用者への電話、

ラジオ、テレビ放送、インターネット等メディアを通じて情報提

供を行っている。 

東京二十三区清掃一部事務

組合 

・23 区が収集したごみの中間処理等を行うために設置された特別地

方公共団体であり、中間処理施設等（清掃工場、不燃ごみ処理施

設、粗大ごみ処理施設等）の管理運営を行っている。 

県 

・埼玉県 

・千葉県 

・神奈川県 

・国と市町村の中間に位する広域地方公共団体であり、広域にわた

る事務や市町村に関する連絡事務等を行っている。 

区市町(輸送ルート関係） 

・東京 23 区、府中市、調布市 

・さいたま市、川越市、狭山市、朝霞

市、和光市、新座市 

・千葉市、一宮町 

・横浜市 

・基礎的な地方公共団体として、住民サービス・行政サービスを提

供している。 
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なお、表 4.1 に掲げた輸送連絡調整会議メンバー以外にも地方公共団体や省庁等、輸送に関

わる関係機関がある。これらの関係機関に対しても、今後、必要な調整を行っていく。 

 

ｂ 各道県における推進体制 

東京圏外における各道県（北海道、宮城県、福島県、茨城県、静岡県、神奈川県）における

輸送の推進体制を図 4.2 に示す。各道県においても東京圏と同様に輸送連絡調整会議において

大会輸送に係る種々の調整・推進を行う。 

各道県輸送連絡調整会議には、国、地方公共団体、警察、道路管理者、高速道路会社、鉄道

事業者、バス事業者等の関係機関、更に、多くの関係団体等が参加している。 

 

 
 

図 4.2 各道県における輸送の推進体制 
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調整会議
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宮城県
輸送連絡
調整会議

静岡県

静岡県警
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静岡県
輸送連絡
調整会議

神奈川県
輸送連絡
調整会議

千葉県
・
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千葉県警

埼玉県
・

さいたま市

埼玉県警

関係者関係者関係者関係者関係者関係者関係者

東京都

警視庁

関係者

内閣官房

警察庁

横浜市

福島県

福島県警

福島県
輸送連絡
調整会議

関係者

茨城県

茨城県警

茨城県
輸送連絡
調整会議

関係者

輸送連絡調整会議（東京圏）

国交省
山梨県
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５ ステークホルダー 

５－１ グループ 

東京 2020 大会では、効率的な輸送システムと公共輸送ネットワークを最大限に組み合わせる

ことで、ステークホルダーを構成する以下の７つのグループ別に、その特徴やニーズを踏まえた

輸送サービスを提供する。なお、本計画における大会関係者とは、以下のグループのうち、a～

e に属する者を指す。 

 

ａ 選手及び各国の国内オリンピック委員会(NOC)/各国の国内パラリンピック委員会(NPC） 

選手、チーム役員及び NOC/NPC で構成されるステークホルダーであり、大会において、

最も重要性の高いグループである。 

 

ｂ 国際競技連盟（IF） 

競技運営主体である IF の技術代表及び技術役員、審判、IF スタッフ等で構成されるステー

クホルダーであり、選手同様、重要性の高いグループである。 

 

ｃ メディア 

世界各国へ情報の発信を行うためメディア関係者で構成されるステークホルダーのグルー

プである。メンバーは、オリンピック・パラリンピック大会の映像や音声を専属で制作する

IOC の関係機関であるオリンピック放送機構(OBS)や、IOC から自国向け放送用の放映権を

保有しているライツホルダーで構成されるブロードキャスト(RHB)と、新聞等の記事を執筆

する記者、競技のスチール写真を撮影するフォトグラファー、放映権を有しないノンライツ

ホルダーで構成されるプレスの２つに大別される。 

 

ｄ オリンピックファミリー（OF）／パラリンピックファミリー（PF）及び要人 

 OF/PF は、IOC 委員、IPC 理事、IOC/IPC の幹部とスタッフ、NOC/NPC の会長と専務理

事、IF の会長と専務理事、トップパートナーとパラリンピックパートナーの会長と CEO、放

送権者の役員、開催組織委員会や将来の大会組織委員会の会長と CEO、次の開催都市の市長、

及びそれぞれのゲスト等により構成される。 

また、大会に参加する各国の国家元首、政府の長やスポーツ大臣ら国際要人、及び開催国の

国家元首、開催都市の首長等の国内要人も本グループに属する。 

 

e マーケティングパートナー（MP） 

東京 2020 大会では、IOC 並びに東京 2020 のスポンサーシッププログラムに基づき、大会

運営等に不可欠な専門的ノウハウ、商品・サービス及び資金の提供を受けている。IOC が直接

契約をするワールドワイドオリンピックパートナー（TOP パートナー）、東京 2020 パートナ

ーの関係者及びこれらのスポンサーの支援する関係者（顧客等）で構成されるステークホルダ

ーのグループである。 

 

f 大会スタッフ 

大会のために従事する職員、大会ボランティア、委託事業者、その他で構成されるステーク

ホルダーのグループである。 
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g 観客 

競技を観戦するために、日本全国及び海外から訪れる人々で構成されるステークホルダーの

グループである。 

 

５－２ 人数 

東京 2020 大会における各ステークホルダーの人数（想定）は、表 5.1 のとおりである。 

 

表 5.1 ステークホルダーの人数（想定） 

ステークホルダー 
人数（単位：人） 

オリンピック パラリンピック 

選手及び NOC/NPC 

・選手 

・チーム役員 等 

20,800 8,600 

IF 

・技術役員 

・IF スタッフ 等 

6,300 2,300  

メディア 

・OBS 

・RHB 

・新聞記者、フォトグラファー 等 

28,500 7,000 

オリンピックファミリー／パラリンピックファミリー 

・IOC/IPC 関係者 

・NOC/NPC 及び IF の会長、専務理事 

・要人 等 

5,500 

※1 

4,700 

※1 

マーケティングパートナー 219,800 

※2 

50,000 

※2 

大会スタッフ 

・職員 

・大会ボランティア 

・委託事業者 

・その他 

158,000 106,000 

観客（チケット保有者） 調整中 調整中 

補足：人数は、現時点での想定値であり、今後変更される可能性がある 

※1 他のステークホルダーとの重複分を含む。 

※2 大会期間中の延べ人数となる。 
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６ 競技日程及び会場 

６－１ 競技日程及び競技会場 

東京 2020 オリンピック競技大会における競技日程及び競技会場を表 6.2 に示す。また、東京

2020 パラリンピック競技大会における競技日程及び競技会場を表 6.3 に示す。さらに、両大会の

競技会場の区分を表 6.1 のとおり定義し、位置を図 6.1 に示す。 

なお、競技日程は、今後、変更される可能性がある。 

 

表 6.1 会場の区分 

東京圏会場 
地方会場（東京圏外） 

都内会場 地方会場（東京圏） 

東京都にある競技

会場 

埼玉県、千葉県、神奈川県

（横浜市）にある競技会場 

北海道、宮城県、福島県、茨城県、神奈川県（藤沢

市）、静岡県にある競技会場 

晴海の選手村から選手を輸送する競技会場 

（選手村から ORN/PRN で結ばれた競技会場） 

分村・公式選手ホテルから選手を輸送する競技会場 

（分村・公式選手ホテルから ORN/PRN で結ばれ

た競技会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 東京 2020 大会における競技会場の位置（2019 年 2 月時点）
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表 6.2 東京 2020 オリンピック競技大会セッションスケジュール（2019 年 4 月 19 日現在）(1/3) 

 
注）本スケジュールは、今後の調整により、一部を変更する場合あり。 

* ボクシングの計画は IOC 理事会において凍結されているため、記載の競技日程は暫定版。 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

20:00 - 23:00 20:00 - 23:00

陸上競技 09:00 - 12:30 09:00 - 12:00 09:10 - 12:00 09:00 - 11:55 09:00 - 12:35 09:00 - 12:15 09:00 - 14:50

Athletics (トラック&フィールド) 19:00 - 21:10 19:00 - 21:55 19:00 - 21:55 19:00 - 22:00 19:00 - 21:55 18:30 - 22:00 19:00 - 21:45 20:00 - 22:55 19:00 - 22:20

Athletics (トラック&フィールド) M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/F M/W/F

陸上競技 (マラソン) 06:00 - 09:15 06:00 -08:45

Athletics (マラソン) W/F M/F

サッカー 11:00-14:00

Football W/F

卓球 09:00 - 12:45 10:00 - 12:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 11:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 11:00 - 14:00 11:00 - 14:00

Table Tennis 14:15 - 17:15 14:00 - 17:45 14:30 - 17:30 14:30 - 17:30 15:00 - 18:00 15:00 - 17:00 14:30 - 17:30 14:30 - 17:30 14:30 - 17:30 14:30 - 17:30

Table Tennis 19:30 - 22:30 20:00 - 22:00 20:00 - 22:10 19:30 - 22:30 20:00 - 22:00 20:00 - 22:10 20:00 - 22:10 19:30 - 22:30 19:30 - 22:30 19:30 - 22:30 19:30 - 22:30 19:30 - 22:40 19:30 - 22:40

Table Tennis M/W/Mix M/W/Mix/QF/SF M/W/Mix/F M/W M/W/QF M/W/SF/F M/F M/W M/W/QF M/W/QF/SF M/W/SF W/F M/F

ハンドボール 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 11:00 - 13:00

Handball 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 14:15 - 17:45 13:15 - 15:15 13:15 - 15:15 15:00 - 17:30

Handball 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 19:30 - 23:00 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00

Handball 20:45 - 22:45 20:45 - 22:45 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:30

Handball M W M W M W M W M W M/QF W/QF M/SF W/SF M/F W/F

柔道 10:30 - 14:30 10:30 - 14:30 10:30 - 14:30 10:30 - 14:30 10:30 - 14:30 10:30 - 14:30 10:30 - 14:30 10:30 - 14:30

Judo 17:00 - 19:40 17:00 - 19:40 17:00 - 19:40 17:00 - 19:40 17:00 - 19:40 17:00 - 19:40 17:00 - 19:40 17:00 - 19:30

Judo M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F Mix/QF/SF/F

空手 10:00 - 14:35 10:00 - 14:35

Karate 17:00 - 21:30 17:00 - 21:30 14:00 - 20:15

Karate M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F

陸上競技 (競歩) 06:00 - 07:35 06:00 - 07:45 05:30 - 10:00

Athletics (競歩) M/F W/F M/F

ウエイトリフティング 09:20 - 11:30 11:50 - 14:00 11:50 - 14:00 11:50 - 14:00 11:50 - 14:00

Weightlifting 12:50 - 15:00 15:50 - 18:00 13:50 - 16:00 15:50 - 18:00 13:50 - 16:00 15:50 - 18:00 13:50 - 16:00 15:50 - 18:00 13:50 - 16:00 13:50 - 16:00

Weightlifting 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00 19:50 - 22:00

Weightlifting W/F M/F W/F W/F M/F M/F W/F W/F M/F M/F

ボクシング* 11:00 - 14:15 11:00 - 15:00 11:00 - 14:15 11:00 - 14:15 11:00 - 14:30 11:00 - 14:00 11:00 - 14:30 11:00 - 13:30 11:00 - 13:15 11:00 - 13:30 14:00 - 17:00 14:00 - 16:00 14:00 - 16:30 14:00 - 16:00 14:00 - 16:00

Boxing 17:00 - 20:15 17:00 - 21:00 17:00 - 20:15 17:00 - 20:15 17:00 - 20:30 17:00 - 20:00 17:00 - 20:30 17:00 - 19:30 17:00 - 19:15 17:00 - 19:30

Boxing M M/W M/W M/W M/W/QF M/W/QF M/W/QF M/W/QF/SF M/W/QF/SF M/W/QF/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/F M/W/F

馬術 馬場馬術 17:00 - 22:00 17:00 - 22:00 17:30 - 22:40 17:30 -21:25

Equestrian Dressage Mix Mix Mix/F Mix/F

馬術 障害馬術 19:00 - 22:45 19:00 - 21:40 19:00 - 22:05 19:00 - 21:20

Equestrian Jumping Mix Mix/F Mix Mix/F

馬術 総合馬術 08:00 - 11:10 08:00 - 11:10

Equestrian Eventing 17:30 - 20:55 17:00 - 22:25

Equestrian Eventing Mix Mix Mix/F

バドミントン 09:00 - 14:30 10:00 - 15:30 10:00 - 15:30 10:00 - 15:30 09:00 - 14:30 09:00 - 15:30 09:00 - 12:30 09:00 - 16:00

Badminton 13:00 - 16:00 13:00 - 15:30

Badminton 18:00 - 22:00 18:00 - 21:30 18:00 - 21:30 18:00 - 21:30 18:00 - 21:30 17:00 - 22:00 15:30 - 21:30 18:00 - 23:00 20:30 - 23:00 20:00 - 23:00

Badminton M/W/Mix M/W/Mix M/W/Mix M/W M/W/Mix/QF M/W/Mix/QF/SF M/W/Mix/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/SF/F M/W/F

近代五種 13:00 - 19:30

Modern Pentathlon M/W

サッカー 17:30 - 22:30 17:00 - 22:00

Football W M

ラグビー 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00

Rugby 16:30 - 19:30 16:30 - 19:30 16:30 - 19:00 16:30 - 19:30 16:30 - 19:30 16:30 - 19:00

Rugby M M/QF M/SF/F W W/QF W/SF/F

近代五種 14:30 - 20:30 14:30 - 20:30

Modern Pentathlon W/F M/F

自転車競技 ロード（ロードレース[スタート]） 11:00  -  (18:15) 13:00  -  (17:35)

Cycling M/F W/F

バレーボール バレーボール 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00

Volleyball バレーボール 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 14:20 - 18:10 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:30 - 15:30 13:30 - 16:00

Volleyball バレーボール 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 19:40 - 23:30 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00

Volleyball バレーボール 21:30 - 23:30 21:30 - 23:30 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:15 - 23:30

Volleyball バレーボール M W M W M W M W M W M/QF W/QF M/SF W/SF M/F W/F

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

Opening and Closing Ceremonies

馬事公苑

東京国際フォーラム

東京体育館

有明アリーナ

東京スタジアム

武蔵野の森公園

［水泳、フェンシング、ボーナスラウ

ンド（エペ）、馬術、レーザーラン］

武蔵野の森総合スポーツプラザ

[フェンシングランキング

ラウンド（エペ）]

国技館

日本武道館

皇居外苑

国立代々木競技場

7 Aug

Fri

8 Aug

Sat

9 Aug

Sun

オリンピックスタジアム

開会式/閉会式

1 Aug

Sat

2 Aug

Sun

3 Aug

Mon

4 Aug

Tue

5 Aug

Wed

6 Aug

Thu

26 Jul

Sun

27 Jul

Mon

28 Jul

Tue

29 Jul

Wed

30 Jul

Thu

31 Jul

Fri

Venue Sports/Discipline 22 Jul

Wed

23 Jul

Thu

24 Jul

Fri

25 Jul

Sat
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表 6.2 東京 2020 オリンピック競技大会セッションスケジュール（2019 年 4 月 19 日現在）(2/3)  

 
注）本スケジュールは、今後の調整により、一部を変更する場合あり。 

体操 体操 10:00 - 12:30 09:30 - 13:05

Gymnastics Artistic 14:30 - 17:00 15:10 - 18:45

Gymnastics Artistic 19:30 - 22:00 20:20 - 22:00 19:00 - 22:00 19:45 - 22:00 19:15 - 22:00 19:50 - 22:00 17:00 - 20:00 17:00 - 19:15 17:00 - 19:15

Gymnastics Artistic M W M/F W/F M/F W/F M/W/F M/W/F M/W/F

体操 新体操 10:20 - 13:15 10:00 - 12:40 11:00 - 12:45

Gymnastics Rhythmic 14:50 - 17:45 15:20 - 17:50

Gymnastics Rhythmic W W/F W/F

体操 トランポリン 13:00 - 15:25 13:00 - 15:25

Gymnastics Trampoline W/F M/F

自転車競技 BMXフリースタイル 10:10 - 12:20 10:10 - 12:45

Cycling BMX Freestyle M/W M/W/F

自転車競技 BMXレーシング 10:00 - 12:00 10:00 - 12:20

Cycling BMX Racing M/W/QF M/W/SF/F

スケートボード ストリート 09:00 - 13:55 09:00 - 13:55

Skateboarding Street M/F W/F

スケートボード パーク 09:00 - 13:45 09:00 - 13:45

Skateboarding Park W/F M/F

テニス Center Court 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 12:00 - 20:00 12:00 - 20:00 12:00 - 20:00

Court 1 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 12:00 - 20:00 12:00 - 20:00

Court 2 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00

Tennis Court 3-11 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00

Tennis M/W M/W M/W M/W/QF M/W/Mix/QF/SF M/W/Mix/QF/SF M/Mix/SF/F M/W/Mix/F M/W/Mix/F

水泳 マラソンスイミング 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

Aquatics Marathon Swimming W/F M/F

トライアスロン 07:30 - 09:50 07:30 - 10:00 08:30 - 10:30

Triathlon M/F W/F Mix/F

バレーボール ビーチバレーボール 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 12:50 09:00 - 11:50 09:00 - 11:50 09:00 - 11:50 09:00 - 11:50 09:00 - 10:50 09:00 - 10:50 09:00 - 10:50 09:00 - 10:50 09:00 - 10:50 10:00 - 12:50 10:00 - 12:50

Volleyball Beach Volleyball 15:00 - 17:50 15:00 - 17:50 15:00 - 17:50 15:00 - 17:50 15:00 - 17:50 15:00 - 17:50 15:00 - 17:50 15:00 - 17:50 13:00 - 14:50 13:00 - 14:50

Volleyball Beach Volleyball 20:00 - 22:50 20:00 - 22:50 20:00 - 22:50 20:00 - 22:50 20:00 - 22:50 20:00 - 22:50 20:00 - 22:50 20:00 - 22:50 17:00 - 18:50 17:00 - 18:50

Volleyball Beach Volleyball 21:00 - 22:50 21:00 - 22:50 21:00 - 22:50 21:00 - 22:50 21:00 - 22:50

Volleyball Beach Volleyball M/W M/W M/W M/W M/W M/W M/W M/W M/W M/W W/QF M/QF M/W/SF W/F M/F

バスケットボール ３×３バスケットボール 10:15 - 12:25 10:15 - 12:25 10:15 - 12:25

Basketball 14:00 - 15:50 14:00 - 15:50 14:00 - 15:50 13:30 - 15:30

Basketball 17:30 - 19:30 17:30 - 19:30 17:30 - 19:30 17:00 - 18:50 17:00 - 19:10

Basketball 21:00 - 22:50 21:00 - 22:50 21:00 - 22:50 20:30 - 22:50 20:45 - 23:25

Basketball ３×３ M/W M/W M/W M/W/QF M/W/SF/F

スポーツクライミング 17:00 - 22:40 17:00 - 22:40 17:30 - 22:20 17:30 - 22:20

Sport Climbing M W M/F W/F

ホッケー 09:30 - 13:15 09:30 - 13:15 09:30 - 13:15 09:30 - 13:15 09:30 - 13:15 09:30 - 13:15 09:30 - 13:15 09:30 - 13:15 09:30 - 13:45 09:30 - 13:45 10:30 - 12:15 10:30 - 12:15 10:30 - 12:15 10:30 - 12:15

Hockey 18:30 - 22:15 18:30 - 22:15 18:30 - 22:15 18:30 - 22:15 18:30 - 22:15 18:30 - 22:15 18:30 - 22:15 18:30 - 22:15 18:30 - 22:45 18:30 - 22:45 19:00 - 20:45 19:00 - 20:45 19:00 - 21:30 19:00 - 21:30

Hockey 10:00 - 13:45 10:00 - 13:45 10:00 - 13:45 10:00 - 13:45 10:00 - 13:45 10:00 - 13:45 10:00 - 13:45 10:00 - 13:45

Hockey 19:00 - 22:45 19:00 - 22:45 19:00 - 22:45 19:00 - 22:45 19:00 - 22:45 19:00 - 22:45

Hockey M/W M/W M/W M M/W M/W M/W W M/QF W/QF M/SF W/SF M/F W/F

馬術 08:30 - 11:55

Equestrian Mix

カヌー スプリント 09:30 - 13:00 09:30 - 13:15 09:30 - 12:40 09:30 - 13:05 09:30 - 11:40 09:30 - 12:50

Canoe Sprint M/W/QF M/W/SF/F M/W/QF M/W/SF/F M/W/QF M/W/SF/F

ボート 08:30 - 12:10 08:30 - 12:30 08:30 - 11:10 08:30 - 10:50 08:30 - 11:55 08:30 - 11:55 08:30 - 11:55 9:00 - 11:10

Rowing M/W M/W M/W M/W/QF/SF M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/F M/W/F

カヌー スラローム 13:00 - 16:45 14:00 - 16:45 14:00 - 17:00 13:00 - 16:45 14:00 - 16:45 14:00 - 17:00

Canoe Slalom M/W M/SF/F W/SF/F M/W W/SF/F M/SF/F

アーチェリー 09:00 - 11:00 09:30 - 12:05 09:30 - 11:05 09:30 - 11:05 09:30 - 13:25 09:30 - 13:25 09:30 - 13:25 09:30 - 11:15 09:30 - 11:15

Archery 13:00 - 15:00 14:15 - 17:25 13:45 - 17:25 13:45 - 17:25 16:00 - 19:55 16:00 - 18:40 16:00 - 18:40 14:45 - 17:20 14:45 - 17:20

Archery M/W Mix/QF/SF/F W/QF/SF/F M/QF/SF/F M/W M/W M/W W/QF/SF/F M/QF/SF/F

水泳 競泳 10:30 - 12:30 10:30 - 12:30 10:30 - 12:30 10:30 - 12:30 10:30 - 12:30 10:30 - 12:30 10:30 - 12:30 10:30 - 12:30

Aquatics Swimming 19:00 - 21:30 19:00 - 21:30 19:00 - 21:30 19:00 - 21:30 19:00 - 21:30 19:00 - 21:30 19:00 - 21:30

Aquatics Swimming M/W M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/SF/F M/W/Mix/SF/F M/W/SF/F M/W/Mix/SF/F M/W/F

水泳 飛込 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30

Aquatics Diving 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:00 - 17:30 15:00 - 16:30 15:00 - 16:30 15:00 - 17:30 15:00 - 16:30 15:00 - 17:30 15:00 - 16:30 15:00 - 17:30 15:00 - 16:30

Aquatics Diving W/F M/F W/F M/F W W/SF W/F M M/SF/F W W/SF/F M M/SF/F

水泳 アーティスティックスイミング 19:30 - 21:30 19:30 - 21:00 19:30 - 21:00 19:30 - 21:30 19:30 - 21:00

Aquatics
Synchronised

swimming
W W W/F W W/F

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

夢の島公園アーチェリー場

東京アクアティクスセンター

海の森水上競技場

カヌー・スラロームセンター

大井ホッケー競技場

North pitch

South pitch

海の森クロスカントリーコース
総合馬術[クロスカント

リー]

潮風公園

青海アーバンスポーツパーク

有明テニスの森

お台場海浜公園

有明アーバンスポーツパーク

有明体操競技場
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表 6.2 東京 2020 オリンピック競技大会セッションスケジュール（2019 年 4 月 19 日現在）(3/3) 

 

注）本スケジュールは、今後の調整により、一部を変更する場合あり。 

* サーフィンについては、7 月 26 日から 8 月 2 日までサーフィンフェスティバルを開催する。 

水泳 水球 10:00 - 12:40 10:00 - 12:40 10:00 - 12:40 10:00 - 12:40 10:00 - 12:40 09:30-12:10 09:30-12:10

Aquatics Waterpolo 14:00 - 16:40 14:10 - 16:50 14:00 - 16:40 14:10 - 16:50 14:00 - 16:40 14:10 - 16:50 14:00 - 16:40 14:10 - 16:50 14:00 - 16:40 14:10 - 16:50 14:00 - 16:40 14:00 - 16:40 14:00 - 16:40 14:00 - 16:40 13:40-15:00 13:40-15:00

Aquatics Waterpolo 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 18:20 - 21:00 16:30-18:20 16:30-18:20

Aquatics Waterpolo W M W M W M W M W M W/QF M/QF W/SF M/SF W/F M/F

レスリング
フリースタイル

グレコローマン
11:00 - 13:00 11:00 - 13:30 11:00 - 13:30 11:00 - 13:30 11:00 - 13:30 11:00 - 13:30

Wrestling
Freestyle

Greco-Roman
18:15 - 19:15 18:15 - 22:00 18:15 - 22:00 18:15 - 22:00 18:15 - 22:00 18:15 - 22:00 18:45 - 22:00

Wrestling
Freestyle

Greco-Roman
M/W/QF/SF M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/F

テコンドー
Freestyle

Greco-Roman
10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00

19:00 - 22:40 19:00 - 22:40 19:00 - 22:40 19:00 - 22:40

Taekwondo M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F

フェンシング 09:00 - 15:40 09:00 - 16:20 09:00 - 16:20 10:00 - 15:50 10:00 - 15:50 09:00 - 16:45 10:00 - 15:50 10:00 - 15:50 09:00 - 16:30

Fencing 17:30 - 21:30 18:00 - 22:20 18:00 - 22:20 18:30 - 20:35 18:30 - 20:35 18:30 - 21:25 18:30 - 20:35 18:30 - 20:35 18:30 - 21:15

Fencing M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F W/QF/SF/F M/QF/SF/F W/QF/SF/F M/QF/SF/F W/QF/SF/F M/QF/SF/F

サーフィン * 07:00 - 16:20 07:00 - 17:40 07:00 - 15:00 08:00 - 13:00

Surfing M/W M/W M/W/QF/SF M/W/F

バスケットボール バスケットボール 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00

Basketball 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 13:40 - 15:40 11:30 - 13:30 11:30 - 14:00

Basketball 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 17:20 - 19:20 13:15 - 15:15 13:15 - 15:15 16:00 - 18:00

Basketball 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 20:00 - 22:30

Basketball M M/W W M M/W W M M/W W M/QF W/QF M/SF W/SF M/W/F W/F

射撃 (ライフル） 08:30 - 16:30 09:00 - 16:30 09:00 - 16:30 09:00 - 12:45 09:00 - 15:00 12:00 - 17:10 08:30 - 13:15 08:30 - 18:00

Shooting (Rifle & Pistol） M/W/F M/W/F Mix/F W W/F W/F M M/F

射撃 (クレー） 09:00 - 16:00 09:00 - 17:00 09:00 - 16:00 09:00 - 17:00 09:00 - 14:45

Shooting (Shotgun） M/W M/W/F M/W M/W/F Mix/F

ゴルフ 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30 07:30 - 16:00 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30 07:30 - 16:00

Golf M M M M/F W W W W/F

セーリング 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 14:30 - 16:50 14:30 - 16:50

Sailing M/W M/W M/W M/W M/W M/W M/W/Mix/F M/W/Mix/F M/W/F M/Mix/F M/W/F

自転車競技 トラック 15:30 - 18:30 15:30 - 18:10 15:30 - 19:00 15:30 - 18:50 15:30 - 19:15 15:30 - 18:25 10:00 - 13:15

Cycling トラック M/W/F M/W/F M/W/F M/W/QF/F M/W/SF/F M/W/QF/F M/W/SF/F

自転車競技 マウンテンバイク 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00

Cycling Mountain Bike M/F W/F

自転車競技 (11:00) - 18:15 (13:00) - 17:35 11:30 - 17:20

Cycling M/F W/F M/W/F

野球・ソフトボール （野球） 12:00 - 15:00

M

（ソフトボール） 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00

W W

野球・ソフトボール （野球） 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00

19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:30

M M M M M M M/SF M/SF M/F

（ソフトボール） 10:00 - 16:30 10:00 - 16:30 10:00 - 16:30 13:00 - 15:00

20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 20:00 - 22:30

W W W W/F

サッカー 16:30 - 21:30 16:30 - 21:30 16:30 - 21:30 16:30 - 21:30 17:00 - 22:00

Football *1 W M W M M

サッカー 17:00 - 22:00 17:00 - 22:00 17:00 - 22:00 17:00 - 22:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00

Football *1 W W W M W/QF M/QF

サッカー 17:00 - 22:00 17:00 - 22:00 17:00 - 22:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00

Football *1 M M W W/QF M/QF W/SF M/SF W/B

サッカー 17:30 - 22:30 17:00 - 22:00 20:30 - 22:30 17:30 - 22:30 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 20:00 - 23:00 20:00 - 23:00

Football *1 W M W M W/QF M/QF M/SF M/B

サッカー 17:30 - 22:30 17:30 - 22:30 20:30 - 22:30 17:30 - 22:30 20:00 - 23:00 20:00 - 23:00 20:00 - 23:00 20:30 - 23:30

Football *1 M M W M W/QF M/QF W/SF M/F

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㉕

㉖

㉗

㉘

埼玉スタジアム2002

横浜国際総合競技場

札幌ドーム

宮城スタジアム

茨城カシマスタジアム

富士スピードウェイ
ロード(ロードレース[ゴール]、

個人タイムトライアル）

福島あづま球場

横浜スタジアム

伊豆ベロドローム

伊豆ＭＴＢコース

霞ヶ関カンツリー倶楽部

江の島ヨットハーバー

※ ※ ※ ※

さいたまスーパーアリーナ

陸上自衛隊朝霞訓練場

幕張メッセ　Bホール

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

東京辰巳国際水泳場

幕張メッセ　Aホール
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表 6.3 東京 2020 パラリンピック競技大会セッションスケジュール（2019 年 4 月 19 日現在）(1/2)  

 
 注）本スケジュールは、今後の調整により、一部を変更する場合あり。 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

陸上 （トラック＆フィールド） 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00 09:30 - 13:00

19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00

M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F

陸上 （マラソン） 07:00 - 11:30

M/W/F

卓球 09:00 - 14:20 09:00 - 14:20 09:00 - 14:20 09:00 - 15:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:30 10:00 - 16:00 10:00 - 15:30 10:00 - 15:30

16:00 - 22:00 16:00 - 22:00 16:00 - 22:00 16:30 - 21:30 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 16:30 - 21:00 17:30 - 21:30 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00

M/W M/W M/W M/W/F M/W/F M/W/F M/W M/W M/W/F M/W/F

バドミントン 18:00 - 22:00 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 14:00

M/W M/W M/W M/W/F M/W/F

車いすラグビー 11:30 - 15:45 11:30 - 15:45 11:30 - 15:45 11:30 - 15:45 14:00 - 16:00

17:30 - 21:45 17:30 - 21:45 17:30 - 21:45 17:30 - 21:45 18:00 - 20:45

Mix Mix Mix Mix/SF Mix/F

柔道 10:30 - 13:30 10:30 - 13:30 10:30 -14:30

16:30 - 19:00 16:30 - 19:00 17:30 - 20:30

M/W/F M/W/F M/W/F

パワーリフティング 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30

16:30 - 20:00 16:30 - 20:00 16:30 - 20:00 16:30 - 20:00 16:30 - 20:00

M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F

馬術 14:00 - 22:30 15:00-21:30 14:00 - 22:15 15:00 - 21:50

Mix/F Mix/F Mix/F Mix/F

車いすバスケットボール 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00

14:45 - 18:45 14:45 - 18:45 14:45 - 18:45 14:45 - 18:45 14:45 - 18:45

20:30 - 22:15 20:30 - 22:15 20:30 - 22:15 20:30 - 22:15 20:30 - 22:15

M/W M/W M/W M/W M/W

車いすバスケットボール 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 10:45 09:00 - 10:45 10:00 - 14:15

14:45 - 18:45 14:45 - 18:45 14:45 - 18:45 14:45 - 18:45 14:45 - 18:45 12:30 - 16:30 12:30 - 16:30 12:30 - 16:30 12:30 - 16:30 14:15 - 16:00

20:30 - 22:15 20:30 - 22:15 20:30 - 22:15 20:30 - 22:15 20:30 - 22:15 18:15 - 22:15 18:15 - 22:15 18:15 - 22:15 18:15 - 22:15 17:45 - 22:00

M/W M/W M/W M/W M W/QF M/QF M/W/SF M/W/SF M/W/F M/F

ボッチャ 09:30-14:20 09:30-14:20 09:30-14:20 09:30-14:20 09:30-13:25 09:30-12:45 09:30-12:45 09:30-13:30

16:00-20:50 16:00-20:50 16:00-20:50 16:00-19:45 15:05-19:25 14:25-19:25 14:25-19:25 15:10-20:40

Mix Mix Mix Mix/QF/SF Mix/F Mix Mix Mix/SF/F

車いすテニス Center Court 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00

Court 1 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00

Court 2 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 -15:00

Court 3-9 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00 11:00 - 20:00

M/W/Mix M/W/Mix M/W/Mix M/W/Mix M/W/Mix/F M/W/Mix/F M/W/Mix/F M/W/F M/W/F

開会式/閉会式

⑨

⑩

6 Sep
Sun

27 Aug
Thu

2 Sep
Wed

31 Aug
Mon

3 Sep
Thu

4 Sep
Fri

5 Sep
Sat

1 Sep
Tue

29 Aug
Sat

28 Aug
Fri

30 Aug
Sun

日本武道館

東京体育館

馬事公苑

有明アリーナ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

有明体操競技場

東京国際フォーラム

国立代々木競技場

25 Aug
Tue

Venue 26 Aug
Wed

Sports/Discipline

オリンピックスタジアム

武蔵野の森総合スポーツプラザ

有明テニスの森
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表 6.3 東京 2020 パラリンピック競技大会セッションスケジュール（2019 年 4 月 19 日現在）(2/2) 

 
注）本スケジュールは、今後の調整により、一部を変更する場合あり。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

トライアスロン 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00

M/W/F M/W/F

5人制サッカー 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 11:30 - 13:00

16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 17:30 - 19:35

19:30 - 21:00 19:30 - 21:00 19:30 - 21:00 19:30 - 21:00

M M M M/SF M/F

カヌー 09:30 - 12:45 09:30 - 12:55 09:30 - 12:50

M/W M/W/F M/W/F

ボート 09:30 - 11:50 09:30 - 11:50 09:30 - 11:50

M/W/Mix M/W/Mix M/W/Mix/F

アーチェリー 09:00 - 12:00 09:00 - 14:00 09:00 - 13:55 09:00 - 13:25 09:00 - 13:25 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 12:40

14:00 - 17:00 17:00 - 21:25 17:00 - 20:05 17:00 - 20:25 17:00 - 20:25 17:00 - 19:25 17:00 - 21:25 17:00 - 20:05

M/W M/Mix/QF/SF/F W/Mix/QF/SF/F M/W/QF/SF/F M/W/QF/SF/F W/QF/SF/F M/QF/SF/F Mix/QF/SF/F

水泳 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30 09:00 - 11:30

17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00

M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F

シッティングバレーボール 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 13:00

14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 13:30 - 17:00 13:30 - 17:00 14:00 - 22:00

18:30 - 22:00 18:30 - 22:00 18:30 - 22:00 18:30 - 22:00 18:30 - 22:00 18:30 - 22:00 18:30 - 22:00 18:30 - 22:00

M/W M/W M/W M/W M/W M/W M/SF W/SF M/W/F W/F

テコンドー 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00

17:00 - 21:50 17:00 - 21:50 17:00 - 21:50

M/W/F M/W/F M/W/F

車いすフェンシング 09:00 - 12:45 09:00 - 12:30 09:00 - 12:30 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00

14:45 - 17:35 14:30 - 19:05 14:30 - 19:05 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00

M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F

ゴールボール 09:00 - 11:45 09:00 - 11:45 09:00 - 11:45 09:00 - 11:45 09:00 - 11:45 09:00 - 11:45

13:15 - 16:00 13:15 - 16:00 13:15 - 16:00 13:15 - 16:00 13:15 - 16:00 13:15 - 16:00 13:00 - 15:50 13:00 - 15:50 13:00 - 15:50 13:00 - 15:50

17:30 - 21:45 17:30 - 21:45 17:30 - 21:45 17:30 - 21:45 17:30 - 20:15 17:30 - 20:15 17:20 - 20:10 17:20 - 20:10 17:20 - 20:10 17:20 - 21:10

M/W M/W M/W M/W M/W M/W M/QF W/QF M/W/SF M/W/F

射撃 08:30 - 16:45 09:30 - 15:30 09:30 - 14:45 08:45 - 16:45 09:30 - 16:30 09:30 - 15:45 09:30 - 12:30

M/W/Mix/F M/W/F Mix/F Mix/F M/W/F Mix/F Mix/F

自転車競技 トラック 10:00 - 18:15 10:00 - 19:30 10:00 - 19:50 10:00 - 13:30

M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F

自転車競技 ロード（ロードレース（スタート・ゴール）） 08:00 - 17:15 09:30 - 17:05 09:30 - 16:45 09:30 - 16:45

ロード M/W/F M/W/F M/W/F M/W/F

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

6 Sep
Sun

27 Aug
Thu

2 Sep
Wed

31 Aug
Mon

3 Sep
Thu

4 Sep
Fri

5 Sep
Sat

1 Sep
Tue

29 Aug
Sat

28 Aug
Fri

30 Aug
Sun

⑱

⑲

⑳

㉑

夢の島公園アーチェリー場

幕張メッセ　Bホール

⑯

⑰

幕張メッセ　Cホール

幕張メッセ　Aホール

伊豆ベロドローム

東京アクアティクスセンター

富士スピードウェイ

陸上自衛隊朝霞訓練場

25 Aug
Tue

海の森水上競技場

お台場海浜公園

青海アーバンスポーツパーク

Venue 26 Aug
Wed

Sports/Discipline
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６－２ 非競技会場 

非競技会場とは、競技は行われないが、大会関係者にサービスを提供する会場を指し、主

なものとして練習会場、IBC/MPC、選手村、宿泊施設、公式出入国地点等がある。 

 

a 練習会場 

組織委員会が提供する公式の練習会場であり、選手が大会に向けてコンディションの調

整やパフォーマンスの維持・向上を図ることを目的に提供される。具体的な場所について

は調整中である。 

 

b 国際放送センター(IBC)／メインプレスセンター(MPC) 

IBC/MPCは、大会期間中に世界中から集まる資格認定を受けたメディア担当者が集う

主要な拠点となる。IBC/MPC は、東京ベイゾーンに位置し、様々な国内外のイベントに

利用されている日本最大の国際会議・展示施設である東京ビッグサイトに設置され、大会

期間中24時間体制で運営される。 

 

c 選手村／分村／公式選手ホテル 

選手村は、ヘリテッジゾーンと東京ベイゾーンが交わるウォータフロントの晴海ふ頭に

位置しており、東京2020大会の地理的な中心にある。選手村は、歴史ある繁華街の銀座に

近接しているほか、エンターテイメント施設が連なる臨海部の台場にも近接しており、選

手は活気あふれる東京を身近に感じることができる。 

また、地方会場については、分村や公式選手ホテルを設ける。 

 

d 宿泊施設 

組織委員会が提供し、大会関係者が利用するホテルであり、OF/PFホテル、メディア

ホテル、IFホテル、NOC/NPCホテル等がある。 

 

e 公式出入国地点  

東京2020大会における公式出入国地点は、成田国際空港、東京国際空港（羽田）、新千

歳空港及び仙台空港を予定している。 

成田国際空港は、海外116都市*1と結ばれ、国際線で年間約3,535万人*2が利用する日本

の空の玄関口である。東京国際空港（羽田）は、国内から来る人々の主要な受入窓口とな

るだけでなく、世界34都市*1と結ばれ、国際線で年間約1,813万人*2が利用し、成田国際空

港とともに、海外から来る人々の受入窓口にもなる。 

その他、サッカー競技の行われる宮城スタジアムについては仙台空港、札幌ドームへの

アクセスには、新千歳空港の活用を検討している。 

＊1  2019年4月末時点 ＊2  2018年 
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６－３ その他施設 

a デポ 

大会関係者の輸送に使用するバス及びフリートを収容・管理するためデポ（車両基地）が

必要となる。デポは、都有地を中心に複数個所に確保し、車両駐車スペースや運転手の出退

勤管理等を行う管理諸室のほか、必要に応じて食堂、休憩室、倉庫、洗車給油設備、点検施

設等を設置する。詳細は７章を参照。 

 

b 車両待機場 

運転手の出退勤管理を行うデポのほか、車両運行時間の調整等のために一時的に車両を

待機させる車両待機場を確保する。詳細は７章を参照。 
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７ 大会関係者の輸送 

７－１ 輸送の方針 

東京 2020 大会では、選手及び各国の国内オリンピック委員会(NOC)／各国の国内パラリ

ンピック委員会(NPC)、国際競技団体(IF)、メディア、オリンピックファミリー(OF)／パラ

リンピックファミリー(PF)、マーケティングパートナーに属する大会関係者に対し、原則、

選手村開村期間中に、バスや乗用車による専用の輸送システムを用いて、安全、円滑な輸送

サービスを提供する。 

なお、詳細については、輸送部門と該当ステークホルダーの間で、今後調整した上で、車

両運行計画として定めていく。また、前述の大会関係者は、基本的に公共交通機関を無料で

利用できる(TP)が、その範囲については、現在検討中である。 

各ステークホルダーへ提供する輸送サービス内容の概要は、以下のとおりである。 

 

７－２ 選手及びNOC/NPCへの輸送サービス 

ａ 輸送サービスの概要 

・選手及び NOC/NPC の宿泊施設である選手村を起点とし、競技日程及び練習日程に従

い、各競技会場、練習会場間を専用バスで移動できる輸送システム(TA) の提供を基本 

とする。 

・選手村に宿泊できない追加チーム役員に対しても、選手村と公式 NOC ホテル間を専

用バスで移動できる TA を提供する。 

・上記の他、競技観戦を目的とした選手村と競技会場間、出入国時の公式出入国地点（成

田国際空港・東京国際空港（羽田）・新千歳空港・仙台空港）と選手村間、公式 NOC/NPC

ホテル、開閉会式時の新国立競技場と選手村間を移動できる TA を提供する。 

・NOC/NPC 役員には、各々の権利に応じた輸送サービスを提供する。例えば、NOC 会

長及び事務総長に対し、専属の運転手付きの乗用車（T1）を、選手団長等に対し、特

定の目的地を移動できる輸送サービス（T3）を提供する。 

・各 NOC/NPC にはその規模に応じ、各 NOC/NPC が専用で利用できる車両を割り当

てる。 

 

ｂ TAサービス 

原則として、選手村を起点としたハブアンドスポーク方式で輸送を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 選手及び NOC/NPC への輸送サービスの概念図 
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提供時期（原則）： 

オリンピック競技大会：選手村開村から閉村まで（2020/7/14～2020/8/12） 

パラリンピック競技大会：選手村開村から閉村まで（2020/8/18～2020/9/9） 

車型： 

原則、観光バスタイプとする。団体競技の場合は、１チームに１台割り当てる。 

運行間隔： 

15～30 分（ピーク時）、20～60 分（オフピーク時） 

輸送サービスの内容： 

選手村⇔競技会場 

選手村⇔練習会場 

選手村⇔公式出入国地点（空港） など 

 

ｃ 出入国輸送サービス 

提供時期（原則）： 

オリンピック競技大会：選手村開村から閉村まで（2020/7/14～2020/8/12） 

パラリンピック競技大会：選手村開村から閉村まで（2020/8/18～2020/9/9） 

輸送サービスの内容： 

公式出入国地点⇔選手村 

 

ｄ 開閉会式輸送サービス 

提供時期（原則）： 

オリンピック競技大会：開会式（2020/7/24）、閉会式（2020/8/9） 

パラリンピック競技大会：開会式（2020/8/25）、閉会式（2020/9/6） 

輸送サービスの内容： 

選手村⇔オリンピックスタジアム 

開閉会式当日の午後には、式典輸送対応のため、競技会場行き及び練習会場行きの通

常の TA サービスを停止する。 

 

ｅ その他の輸送サービス 

NOC/NPC 割当車両として、選手団規模に応じた台数の専用車両及びドライバーを提供

することとしている。 

また、パラリンピック競技大会における輸送サービスとして、車両については、観光バ

ス、リフト付き観光バス、路線バス、その他の車両を候補とする。乗降時の対応について、

バス車両からの検討だけでなく、スムーズな乗降を行うための仮設のスロープの設置につ

いても、合わせて検討している。 
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７－３ 国際競技連盟（IF）への輸送サービス 

ａ 輸送サービスの概要 

・IF 関係者の宿泊施設と担当する競技会場を専用バスで移動できる輸送システム(TF)

の提供を基本とする。 

・上記の他、出入国時の公式出入国地点（成田国際空港・東京国際空港（羽田）・新千歳

空港・仙台空港）と宿泊施設を移動できる TF を提供する。 

・IF 役員には、各々の権利に応じた輸送サービスを提供する。例えば、オリンピックの

IF 会長及び専務理事に対し、それぞれ専属の運転手付きの乗用車（T1）を、IF 会長

の同伴ゲスト等に対し、特定の目的地を移動できる輸送サービス（T3）を提供する。 

・IF 技術代表には、人数及び特性に応じ、運転手付きの車両（T2）を割り当てる。 

・IF の特性に応じ、各 IF が専用で利用できる車両を割り当てる。 

 

ｂ TFサービス 

概念図： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2 TF サービスの概念図 

 

提供時期（原則）： 

競技初日 3 日前から競技終了日まで 

 

輸送サービスの内容： 

競技会場輸送サービス、練習会場輸送サービスなど 

 

ｃ 出入国輸送サービス 

・公式出入国地点は成田国際空港、東京国際空港（羽田）、新千歳空港及び仙台空港 

・原則、既存の空港アクセスバスを利用して空港⇔宿泊施設間を移動 

・入国時、T1/T2/T3 輸送特権保有者は公式出入国地点の空港から T3 サービスで移動 

・出国時、T1/T2 輸送特権保有者は公式出入国地点へ T1/T2 サービスを利用可能 

 

ｄ 開閉会式輸送サービス 

・原則、公共交通（TP サービス）を利用して移動 

・式典会場から遠方の公式 IF ホテルに宿泊する場合の輸送方法は検討中である。 
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ｅ その他の輸送サービス 

サッカー、野球・ソフトボール、自転車競技は、ITO/NTO などの IF 関係者が都市間

を移動する手段として、新幹線や航空機、バス等によるサービスを提供する。 

また、IF 会長及び専務理事に対し、T1 サービスを、IF 技術代表に対し、T2 サービス

を提供する。 
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７－４ メディアへの輸送サービス 

ａ 輸送サービスの概要 

・世界各国へ情報の発信を迅速に行う必要があるため、専用バスで移動できる輸送シス

テム(TM) を提供する。 

・情報発信の拠点となる IBC/MPC を起点とし、IBC/MPC と宿泊施設群は TM を 24 時

間運行し、IBC/MPC と競技会場等の間も TM を提供する。 

・上記の他、出入国時には公式出入国地点（成田国際空港・東京国際空港（羽田）・新千

歳空港・仙台空港）と宿泊施設群もしくは IBC/MPC を移動する TM を提供し、開閉

会式には新国立競技場と IBC/MPC を移動する TM を提供する。  

・OBS に対しては、宿泊施設と担当競技会場への直行かつ専用の輸送サービス(DDS、

原則観光バス)を提供するとともに、OBS が専用で利用できる車両を割り当てる。 

 

ｂ TMサービス 

IBC/MPC 東側に設置されるメディア輸送モールを中心としたハブ＆スポーク方式のサ

ービスを提供する。主に観光バスタイプで提供する。 

 

概念図： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3 TM サービスの概念図 

 

提供時期（原則）： 

オリンピック競技大会：開会式 14 日前から閉会式 3 日後まで 

パラリンピック競技大会：開会式 5 日前から閉会式 2 日後まで 

 

TM サービス内容： 

・メディア輸送モール⇔ホテル（24 時間運行） 

ホテルは半径概ね 400m 圏内のクラスターを組み、中心にミーティングポイントを

設け、そこからメディア輸送モール行きの TM を提供（ホテルからミーティングポイ

ントまでは徒歩）する。路線によっては、複数のミーティングポイントを経由する。 
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・メディア輸送モール⇔競技会場 

基本１会場につき１ルート、会場の状況に応じて、複数の会場を経由する循環バス、

遠方の競技会場には、一部を除きメディアは自費で当該都市まで移動し、現地でホテ

ルと競技会場間の TM を提供する。 

ただし、江の島ヨットハーバー（TP 無料範囲）、茨城カシマスタジアム（TP 無料範

囲）、福島あづま球場、札幌ドーム、宮城スタジアムについては、TM サービスを提供

しない。 

伊豆ベロドローム、伊豆 MTB コース、富士スピードウェイには東京地区から輸送サ

ービス（新幹線）を提供予定である。 

・メディア輸送モール⇔選手村  など 

・運行頻度：原則 30~60 分頻度 

 

ｃ 出入国輸送サービス 

東京大会では、メディアホテル（オリンピック競技大会で約 200 箇所、パラリンピック

競技大会で約 40 箇所）が分散しているため、公共交通機関を活用したサービスを提供す

る予定である。ただし、サービス提供期間に応じて、サービス内容が異なる。 

 

ｄ その他の輸送サービス 

５社の認定通信社に対し、１社につき２台の割当車両を提供（ドライバーの提供なし）

する。また、OBS ホテルと OBS クルーが担当する会場を結ぶ OBS 直行専用輸送サービス

（車種：原則、観光バスタイプ）を提供する。 
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７－５ オリンピックファミリー（OF）／パラリンピックファミリー（PF）及び要人への輸送サ

ービス 

ａ 輸送サービスの概要 

・OF/PF は、各々の認定に応じた輸送サービスの提供を基本とする。例えば、IOC/IPC

会長に対し、専属の運転手付きの乗用車（T1）を提供する。 

・開会式及び閉会式は、OF/PF ホテルと会場間を原則、専用バスで移動できる輸送シス

テムを提供する。 

・世界アンチ・ドーピング機構（WADA）やスポーツ仲裁裁判所（CAS）等の作業部会

に対し、運転手付きの共用乗用車（T2）を提供する。 

・国家元首等の国際・国内要人の大半は、安全上等の理由により、独自に手配する政府

関係車両や大使館等関係車両を利用して移動する。 

 

ｂ フリートサービス 

宿泊ホテルを拠点とし、各々与えられた輸送特権に応じたサービス(T1、T2、T3)を提供

する。 

概念図： 

 
 

図 7.4 フリートサービスの概念図 

 

提供時期（原則）： 

オリンピック競技大会：選手村開村から選手村閉村まで（2020/7/14～8/12） 

パラリンピック競技大会：選手村開村から選手村閉村まで（2020/8/18～9/9） 

輸送サービスの内容： 

・T1 サービス： 

IOC/IPC 委員、NOC/NPC 会長・専務理事（選手団 50 人以上）、ＩＦ会長・専務理

事等に対して、専属の車両と運転手を提供。 
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・T2 サービス： 

NOC/NPC 会長・専務理事（選手団 50 人未満）、WADA（世界アンチドーピング機

構）等に対して、共用の車両と運転手を提供。 

 

・T3 サービス： 

IF 役員・同伴ゲスト、選手団長、各国スポーツ大臣、IOC/IPC 委員の同伴ゲスト等

に対して、フリート輸送を提供。組織委員会が指定する目的地（基本的に、競技会場、

OF/PF ホテル、公式出入国地点等）間を移動する。 

 

ｃ 出入国輸送サービス 

提供時期（原則）： 

オリンピック競技大会：2020/7/8～8/12 

パラリンピック競技大会：2020/8/15～9/9 

（※一部期間は限定的なサービス） 

輸送サービスの内容： 

・入国：T3 のみ（入国後、OF/PF ホテルにて T1/T2 のアクティベーション） 

・出国：T1/T2/T3 

 

d 都市間輸送サービス 

サッカー、野球・ソフトボール、自転車競技は、都市間を移動する手段として、新幹線、

飛行機等によるサービスを提供する。（各都市の駅・空港・ホテル・会場間は T1/T2 又は T3

を提供する。） 

 

ｅ 開閉会式輸送サービス 

式典当日の午後は T1/T2/T3 サービスを停止し、OF/PF ホテルから式典会場までバス

サービスを提供する。 

 

ｆ その他の輸送サービス 

パラリンピック競技大会時においては、アクセシブル車両を必要とする 3 名の T3 特権

者ごとに、１台以上のアクセシブル車両を提供する。 
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７－６ マーケティングパートナーへの輸送サービス 

ａ 輸送サービスの概要 

マーケティングパートナー(MP)がゲストホスピタリティプログラムを運営するために

必要となる車両の提供（有料）を組織委員会が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.5 マーケティングパートナーへ提供する輸送サービスの概念図 

 

MPCP サービス内容： 

・車両提供：適切な価格、適切なスケジュール、申し込みスキームを提供する。 

・VAPPs の提供：チケット割当と P7 駐車場のオペレーションに基づき VAPPs を割

当てる。契約分は無償で提供する。 

・バス運行研修：円滑な大会輸送に必要な情報などを理解してもらうため、組織委員

会主催の研修受講を義務付ける。 

・ラッピング：ラッピングの面積によって料金が変わる。料金は検討中である。 

 

駐車場設定の基本的考え方： 

・P7 駐車場から PSA までの距離と移動手段 

⑴1,200m 以内：P７駐車場から PSA まで徒歩で移動 

⑵1,200m 超過：PSA から 1,200m 以内の場所に乗降場を設置して、徒歩で移動 

・P7 駐車場 

⑴ 各競技会場で固有の駐車場が用意できる場合：単独で利用 

⑵ 複数の競技会場併用の駐車場が用意できる場合：共有で利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.6 マーケティングパートナーが利用する駐車場・乗降場所の概念図 
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ｂ フリートサービス 

車両：割当車両 

提供時期（原則）： 

オリンピック競技大会：開会式 1 週間前から選手村閉村まで（2020/7/17～8/12） 

パラリンピック競技大会：開会式 1 週間前から選手村閉村まで（2020/8/18～9/9） 

台数： OP パートナーおよび Tier１に対し、割当車両を原則２台提供 

（各社との契約に基づく） 

車種：セダン、ミニバン 

具体的な車種については調整中である。 

提供場所：築地デポ 

提供方法パターン： 

・割当車両＋ドライバー＋VAPPs 

    ・割当車両＋VAPPs 

    ・VAPPs のみ（セルフドライブ） 

 

・T3 サービス 

競技会場、選手村、公式出入国地点等の組織委員会が定める目的地間において、オン

デマンドシステム（ODS）及び予約システム（RFT）により 24 時間運行する。T1/T2

及び T3 輸送特権を付与されたステークホルダーが利用可能。 

 

・レートカード車両 

車種：コンパクトセダン、セダン、ステーションワゴン、ミニバン、商用バンを提供

予定 

ドライバー：ドライバーの提供なし 

 

ｃ 出入国輸送サービス 

・出国時は、割当車両を利用し、空港まで向かうことがある。 

・MPCP 用に国内線、国際線ターミナルともに乗降場を確保する予定。 

 

d 開閉会式サービス 

・オリンピックスタジアム周辺に MPCP 用のバス乗降場を設ける。 

・開閉会式当日は、式典会場アクセスを許可する MPCP 用のセレモニーVAPP（セカ

ンダリーVAPP）を持った車両のみ乗降場へアクセスできる。 

・式典当日午後には、T1/T3 サービスは停止する。詳細は検討中である。 
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７－７ 関係者輸送ルート 

ａ 輸送ルートの種類 

「輸送ルート」は、選手等の大会関係者を輸送する「関係者輸送ルート」と観客・大会

スタッフを輸送する「観客輸送ルート」を総称する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.7 輸送ルート概略図 

 

ｂ 関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・ネットワーク、パラリンピック・ルート・ネ

ットワーク） 

関係者輸送ルートは、「オリンピック・ルート・ネットワーク（以下、「ORN」という。）」

又は「パラリンピック・ルート・ネットワーク（以下、「PRN」という。）」と呼称し、経路

及び運用手法という要素で構成される。 

経路は、選手村、宿泊施設と空港、競技会場、IBC/MPC 等を結ぶ「大会ルート」、練習

会場へ輸送する際に使用する「練習会場ルート」及び事故や渋滞等において大会ルートが使

用できない場合に使用する「代替ルート」に区分される。 

 

ｃ 関係者輸送ルート設定の考え方 

東京 2020 大会の全てのステークホルダーに対し、安全、円滑かつ効率的で信頼性の高

い大会輸送を提供するとともに、市民の生活や都市活動に与える影響を考慮して設定する。 

    

【ORN/PRN 設定に当たっての基本コンセプト】 

・安全性、定時性を考慮し、信号交差点がなく一般道に比べ事故率も低い高速道路を主と

して設定する。 

・一般道においては、交通容量の大きい４車線以上の道路を優先して選定する。 

・最寄りとなる高速道路出入口から競技会場までを最短距離で結ぶ経路を設定する。   
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図 7.8 オリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）のイメージ 

 

※パラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）についても同様の考えとする。 

 

（選手及び NOC） 
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ｄ 東京圏の関係者輸送ルート(ORN)（案） 

東京圏の関係者輸送ルート(ORN)（案）のうち、選手等を選手村から各競技会場まで輸送する際に使用する大会ルート（案）は、下図のと

おりである。 

ｄ－１ ORN における東京圏の大会ルート（案） 

 
図 7.9 東京圏の大会ルート（案） 
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ｄ―２ ORNにおける東京都の大会ルート（案） 

 

図 7.10 東京都の大会ルート（案） 
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ｄ―３ ORNにおける埼玉県の大会ルート（案） 

 
図 7.11 埼玉県の大会ルート（案） 
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ｄ－４ ORNにおける千葉県の大会ルート（案） 

 
図 7.12 千葉県の大会ルート（案） 
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ｄ－５ ORNにおける神奈川県（横浜市）の大会ルート（案） 

 
図 7.13 神奈川県（横浜市）の大会ルート（案） 
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ｅ 東京圏の関係者輸送ルート(PRN)（案） 

東京圏の関係者輸送ルート(PRN)（案）のうち、選手等を選手村から各競技会場まで輸送する際に使用する大会ルート（案）は、下図のと

おりである。 

ｅ―１ PRNにおける東京圏の大会ルート（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.14 PRN における東京圏の大会ルート（案） 
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ｅ－２ PRNにおける東京都の大会ルート（案） 

     

図 7.15 PRN における東京都の大会ルート（案） 
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ｅ－３ PRNにおける埼玉県の大会ルート（案） 

 

図 7.16 PRN における埼玉県の大会ルート（案） 

 

陸上自衛隊朝霞訓練場

・この図は、パラリンピック・ルート・ネットワークのう
ち選手等を輸送するための大会ルート(案)を示している。
なお、練習会場の決定等により追加・変更の可能性がある。

凡例

大会ルート（高速道路）

大会ルート（一般道）

競技会場

埼玉県

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土
基本情報20万）及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

2018年10月末時点
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ｅ－４ PRNにおける千葉県の大会ルート（案） 

 

図 7.17 PRN における千葉県の大会ルート（案） 
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ｆ 地方会場（東京圏外）の関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・ネットワーク）（案）及び観客シャトルバスルート（案） 

ｆ－１ 北海道 

 

図 7.18 北海道の関係者輸送ルート（案）及び観客シャトルバスルート（案） 

 

新千歳空港

札幌ドーム

東西線

東豊線

南北線

東西線

南北線

東豊線

札幌市電

真駒内駅

新さっぽろ駅
南郷18丁目駅

平岸駅

白石駅

新札幌駅

福住駅

千歳線

函館本線

札沼線

札樽自動車道

道央自動車道

札幌北IC

新千歳空港IC

札幌ドーム（サッカー） 関係者輸送ルート検討案・観客シャトルバスルート検討案

高速道路

凡例
関係者輸送ルート（高速道路）

観客シャトルバスルート（一般道）

競技会場

観客利用想定駅

JR在来線

その他鉄道

行政界

空港

観客利用想定駅

（徒歩）
福住駅

（シャトルバス発着候補駅）
白石駅（JR)

新札幌駅・新さっぽろ駅
南郷１８丁目駅

平岸駅
真駒内駅

・関係者輸送ルート案、観客シャ
トルバスルート案、観客利用想定
駅については検討中であり、今
後変更等の可能性があります。

E5A

E5

関係者輸送ルート（一般道）
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ｆ－２ 宮城県 

 

図 7.19 宮城県の関係者輸送ルート（案）及び観客シャトルバスルート（案）
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ｆ－３ 福島県

 

図 7.20 福島県の関係者輸送ルート（案）及び観客シャトルバスルート（案） 
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ｆ－４ 茨城県 

 
図 7.21 茨城県の関係者輸送ルート（案）及び観客シャトルバスルート（案） 
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ｆ－５ 神奈川県 

 
図 7.22 神奈川県の関係者輸送ルート（案）及び観客シャトルバスルート（案） 
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ｆ－６ 静岡県 

 
図 7.23 静岡県の関係者輸送ルート（案）及び観客シャトルバスルート（案） 
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７－８ デポ・車両待機場 

a デポ 

大会関係者の輸送に使用するバス約 2,000 台、フリート約 3,500 台を収容・管理するためデポ

（車両基地）が必要となる。デポは、都有地を中心に複数個所に確保し、車両駐車スペースや運

転手の出退勤管理等を行う管理諸室のほか、必要に応じて食堂、休憩室、倉庫、洗車給油設備、

点検施設等を設置する。 

大会準備段階の円滑な納車作業や大会運営時の柔軟な入出庫等のため、収容する車両台数以上

の駐車台数を確保する必要がある。 

 

表 7.1 デポ一覧 

※１ 都有地については、東京都が整地工事を実施した上で、組織委員会が上物工事を実施する。 

※２ 既存の公園駐車場の一部を利用する。 

※３ 上表のほかに、バス事業者の営業所（バス約 500 台）、OF/PF ホテルの駐車場（フリート台数は調

整中）においても、収容・管理を行う予定。 

 

b 車両待機場 

運転手の出退勤管理を行うデポのほか、車両運行時間の調整等のために一時的に車両を待機さ

せる車両待機場を確保する。 

表 7.2 車両待機場一覧 

地区名 面積 

駐車確保台数 

備考 
バス 

ﾌﾘｰﾄ 

（乗用車） 

中央区築地五、六丁目 ※１ 約 15.0ha 約 830 台 約 1,570 台  

江東区若洲・江戸川区臨海町 

（江東区若洲一、二、三丁目 ※１、 

 江戸川区臨海町六丁目 ※２） 

約 9.7ha 約 720 台 約 100 台 

 

江東区新砂三丁目 ※１ 約 1.2ha — 約 360 台 待機場としても利用 

中央区晴海二丁目 ※１ 約 1.3ha — 約 330 台 西側部分を利用 

中央区選手村周辺 約 1.5ha — 約 600 台  

江東区有明（IBC/MPC 周辺） 約 3.9ha — 約 780 台  

江東区青海二丁目 ※２ — — 約 220 台  

地区名 面積 
待機車両 

備考 
バス フリート 

中央区晴海二丁目 ※１ 約 1.2ha 〇 〇 東側部分を利用 

港区白金二丁目 ※１ 約 2.0ha — 〇  

港区高輪三丁目 ※１ 約 0.6ha 〇 〇  

新宿区西新宿四丁目 ※１ 約 0.7ha — 〇  

羽田空港（大田区） 約 1.0ha 〇 〇  

成田空港（成田市） 約 1.0ha 〇 〇  
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【主なデポのレイアウト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.25 晴海二丁目デポ・車両待機場 

図 7.24 築地五、六丁目デポ 

東京BRT 暫定ターミナル 
車両基地運営施設 

N 

フリート 
駐車スペース 

バス・フリート 
駐車スペース 
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図 7.26 若洲一、二、三丁目デポ 

車両基地運営施設 

車両基地運営施設 

 

 

図 7.27 新砂三丁目デポ・車両待機場 

車両基地運営施設 

フリート 
駐車スペース 

N 
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８ 観客及び大会スタッフの輸送 

８－１ 観客・大会スタッフ輸送の概要 

a 基本的な考え方 

 東京 2020 大会において、観客及びスタッフ輸送については、各会場別の交通環境や競技

時間などを踏まえ、観客の移動特性等を適切に予測しつつ、２章に示した輸送分野全体の目

標及び戦略に則した取組を進める。 

東京は、高密度かつ信頼性の高い鉄道網が首都圏全体に広がるという特性を持つ。このた

め、基本的には、鉄道と最寄駅からの徒歩による移動を前提に、輸送計画を策定する。但し、

一部の会場については、観客利用想定駅が会場から離れていること等の理由から、近隣駅か

らのシャトルバスによる輸送などを実施する。一方、渋滞に伴う選手などの関係者輸送への

悪影響を避けるため、自家用車による来場の抑制を徹底することを目指す。 

これらの方針は、基本的にオリンピック・パラリンピック共通の目標・戦略であるが、観

客に占めるアクセシビリティに配慮が必要な方の比率が多いことなど、オリンピックとパ

ラリンピックの違いも踏まえ準備を進めていく。 

  

b 本章の構成 

本章では、主として鉄道やバスなど各交通手段別に、広域的な観点からの輸送計画を記載

する。また、アクセシビリティの確保等の横断的な主要課題については、個別に記載する。

会場別の観客等の需要や、観客利用想定駅、会場と駅間の移動手段や経路については、９章

会場輸送の項で詳述する。また、東京大会においてとりわけ重要な課題である観客輸送を含

む大会に係る円滑な輸送の実現と都市活動の安定の両立を図るための施策は、１４章交通

マネジメントの項で詳述する。 

 

ｃ 輸送モードの種類 

東京圏は公共交通ネットワークが充実しており、ほとんどの移動において鉄道が利用さ

れることが想定される。一方、地方会場等では、鉄道以外の移動手段が利用されることも想

定される。 

① 鉄道（軌道を含む） 

② 高速バス 

③ 路線バス 

④（大会用に準備する）シャトルバス 

⑤ パーク＆バスライド 

⑥ タクシー 

⑦ 自転車 

⑧ 徒歩 

⑨ 舟運 

⑩ その他 

鉄道、高速バス、路線バスについては既設の公共交通インフラの活用を基本としている

（①～③）。一部、観客利用想定駅から会場までの距離が長い会場等は、シャトルバスを運

行する（④）。地方会場等においては、競技会場から離れ、ORN/PRN に大きな影響を与え

ない位置に自家用車駐車場を用意し、そこから競技会場までシャトルバスを運行するパー
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ク＆バスライドも計画する（⑤）。その他輸送モード等の詳細は８―３に記述する。また、

アクセシビリティに配慮が必要な観客に関する輸送モードについては、８－５（アクセシ

ビリティの確保）に記述する。 

 

８－２ 観客等の輸送需要 

 ａ 想定需要観客数 

開会式２日前から開催されるサッカー競技やソフトボール競技を含めオリンピック競

技大会における想定輸送観客数は、（算出中）万人、ピーク日には（算出中）万人、パラリ

ンピック競技大会の観客数は、（算出中）万人と見込まれる。 

この数字には、マラソンにおける沿道での観戦等、チケット購入を要しない路上競技観

戦者数や、大会の雰囲気を味わうために東京を訪れる観光客数等は含まれていない。また、

この想定輸送観客数は輸送計画を検討するために、一定の前提条件・想定に基づいて算出

したものであり、実際の観客数とは異なる。例えば、１日に複数の競技チケットを購入し

た観客は複数人としてカウントされている。 

    

ｂ 大会スタッフ数 

競技会場、非競技会場を含め、大会期間中は（算出中）名の大会スタッフ（大会ボラン

ティア含む）が活動を行う。公共交通の営業時間内における大会スタッフの移動は観客と

同様、基本的に公共交通を利用して行う。 

 

ｃ 移動需要の想定 

東京 2020 大会時には、通常の都市活動で発生する移動需要に加え、競技観戦に国内・

国外から訪れる観客、大会スタッフ、大会の雰囲気やライブサイトを楽しみに界隈を訪れ

る観光客などによる多数の移動需要が発生する。 

この移動需要のボリューム、発生する時間帯や場所等を把握するために、需要想定を実

施している。観客需要は競技スケジュールおよび想定される観客数に基づき、一定の仮定

をおいて想定をしている。大会スタッフの需要については、組織委員会の人事部門(PEM)

で想定している大会スタッフのシフト計画に基づき想定しており、今後、検討の進捗に伴

い更新を図っていく。このほか、マラソンなど路上競技観戦者、ライブサイトなどへの訪

問者といった需要による影響についても引き続き検討を進めていく。 

 

８－３ 各輸送モード別の対応方針 

ａ 鉄道 

東京 2020 大会では、観客・大会スタッフはほぼすべて公共交通を利用することを基本的

な方針としている。大会時の輸送力、サービス増強に向けて鉄道事業者各社局においてさ

まざまな設備投資を伴う施策が行われている。 

また、大会期間中においては、安全で円滑な輸送の実現に向け、オペレーションやソフ

ト面で以下のような取組が検討されている。 

・オリンピック期間中（7/24～8/9）における通常より遅い時間帯までの列車運行（東京

圏）（図 8.1） 

・東京圏 19 社局、約 60 線区 

・山手線・東京メトロ・都営地下鉄：概ね２時過ぎまでの運行を予定 
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・その他の路線：概ね１時台から 2 時頃までの運行を予定 

・オリンピック・パラリンピック期間を通じ、追加需要による列車の混雑に対応するた

め主にオフピークや土休日に焦点を合わせた既存サービスの強化による輸送力の増加 

・オリンピック・パラリンピック期間を通じ、追加需要による駅の混雑や不慣れなお客

さまへの案内、警備・警戒等に対応するため駅員や案内スタッフ要員等の増加配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1 深夜時間帯（通常時の終電終了後）の列車運行を予定している路線 

（2019 年 3 月 15 日公表「東京 2020 オリンピック競技大会期間中の東京圏における鉄道の運行

について」資料より） 

 

ｂ 観客用シャトルバス 

会場からの徒歩圏内に鉄道駅がない、もしくは同鉄道駅のみでは、来場が想定される観客

数に対応が困難な場合、近隣駅からのシャトルバスの運行により観客を円滑に輸送するこ

とを予定している。具体的なシャトルバス発着駅等については、既存会場については過去の

イベント開催時の実績、新設会場については想定される来場特性などを踏まえ、設定を進め

ている。具体的な実施会場は９章にて記述する。 

 

ｃ パーク＆バスライド 

一部の地方会場において、パーク＆バスライドを検討している。具体的な実施会場は今

後、9 章に記述する。 

 

ｄ 舟運 

 舟運は、会場周辺の道路や鉄道の混雑緩和策になることに加え、東京の水辺空間の魅力

を観客に発信できる効果的な交通手段になり得る。 

 海の森水上競技場及び海の森クロスカントリーコースについては、海の森公園に船着場
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の整備が予定されていることを踏まえ、舟運による観客輸送を検討する。 

 なお、検討は、東京臨海部の魅力を感じられる発着地や航路を設定することや、舟運が

悪天候に伴う強風や波の影響を受けやすいことに配慮しつつ、進めることとする。 

 

ｅ 徒歩（ラストマイル） 

 ラストマイルとは、競技会場周辺の観客利用想定駅と各競技会場出入口とを結ぶ観客が

徒歩で移動するルートを言う。（シャトルバスの停留所等を設置する場合には、観客利用

想定駅・競技会場と停留所等との間のルートも含む。） 

なお、東京都では、ラストマイルに係わる運営体制、組織構成、オペレーション概要に

ついて、別途、都が策定した「東京 2020 大会における都市オペレーションセンター運営

計画（平成 31 年 3 月）」で公表している。その中では、ラストマイルの運営に当たり、輸

送センター(TROC)と都市オペレーションセンター(COC)がそれぞれの情報を共有し、交

通管理者、道路管理者、交通事業者等の外部機関とも連携しながら適切に運営することと

している。東京都外の各競技会場におけるラストマイルの運営については、調整中である。 

 

 
図 8.2 ラストマイルの各種取組イメージ（東京都内のイメージ） 

 

ｆ その他 

路線バスについては、会場周辺にお住まいの方が来場される際の重要な交通手段となる可

能性がある一方、それ以外の多くの観客が乗車された場合、地域の住民の方の交通手段とし

ての機能が阻害されるリスクがある。また、タクシーについても、利便性が高い交通手段で

あるものの、会場周辺の路上で乗降が行われた場合、交通渋滞の要因となるというリスクが

ある。このため、９章に記載する会場周辺の交通対策に関する調整の中で、会場周辺におけ

る路線バスやタクシーの乗降、自家用車による送迎などのあり方について、現在検討を進め

ている。 

 

８－４ 円滑な移動に向けた取組 

鉄道駅等には既に多言語化に配慮した案内サインの設置が進んでいるが、大会期間中に観
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客が迷うことなく競技会場を目指すことができるよう、仮設のサインを追加で設置する。サ

インの設置に当たっては、鉄道駅等から会場までの案内の連続性や大会ルック等との一貫性

に配慮する。 

更に、東京の鉄道は、複数の鉄道事業者が相互に乗り入れて運行されており、外国人など

東京に不慣れな方には、運賃の支払い方法が理解しづらく、観客利用想定駅の改札等で混乱

を招く可能性があることから、鉄道事業者等と連携し、Suica（スイカ）や PASMO（パスモ）

など交通系 IC 乗車券をあらかじめ購入し、鉄道に乗車していただく方策を検討していく。 

 

８－５ アクセシビリティの確保 

ａ 基本的な考え方 

東京 2020 大会では、障がいの有無に関わらず、すべての人々にとってアクセシブルで

インクルーシブな大会となるよう、組織委員会は様々な取組を推進している。その中の一

つが、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の策定である。 

本ガイドラインは、大会準備に関わるすべての関係団体・行政機関・事業者が、大会に

関するアクセシビリティのニーズを理解し、大会準備の初期段階から、アクセシブルな環

境整備を考慮し、準備に反映することを目的とし、2017 年 3 月に策定されたものである。 

本ガイドラインにおいては、輸送分野について、「オリンピック、パラリンピック両大会

のすべての会場へのアクセスルートとなる経路のうち、アクセシビリティに配慮が必要な

観客の動線」として、アクセシブルルートを選定することとしている。 

また、「適用範囲内の対象施設の所有者・管理者等に対しては、それぞれの計画に基づ

き、ガイドラインに即した施設建設・改修工事を実施するよう依頼し、まずはレガシーと

なる恒常的な施設としての環境整備を働きかける。ただし、恒常的な環境整備が困難な場

合、仮設による整備、ソフト的対応（専用車等による移動支援、ボランティアによるサポ

ート等）により、ガイドラインを踏まえたサービス水準を確保する」としている。 

 

    ｂ 準備の現状と今後の予定 

現在、本ガイドラインを踏まえ、輸送運営計画 V1 等に示したアクセシブルルート（素

案）等の施設を対象に、各管理者等に整備を働きかけているところであり、その結果、大

会のレガシーとなることも見据えた積極的な環境整備が進められているところである。 

今後は、９章に示すアクセシブルルート（案）等を対象に、ハード整備の実施を引き続

き推進するとともに、ハード整備による対応が困難な場合におけるソフト的対応を中心に

準備を進めていく予定である。 

具体的には、オリンピック及びパラリンピック時のセッションスケジュール、グロスキ

ャパシティ（総座席数）及び、座席数に占めるアクセシビリティに配慮が必要な座席の比

率等を踏まえ、ハード対策のみでは対応が難しい観客数等を精査し、アクセシブルシャト

ル（仮称）の運行（会場から離れた駅等からの車両による障がい者向けの移動支援）につ

いて検討を進める。また、必要に応じた視覚障がい者誘導用ブロック等の仮設整備や、サ

インや人員による適切なルート等の案内・誘導、事前の情報提供などについて、検討・調

整を進めていく。 
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９ 競技会場における輸送（会場輸送） 

９－１ 会場輸送の概要 

会場輸送とは、会場内及び会場周辺における大会関係者（選手及び NOC/NPC、IF、メ

ディア、OF/PF、マーケティングパートナー）及び観客・大会スタッフの輸送のことであ

る。 

競技会場では、選手はまず更衣室や控室に向かい、OF/PF はラウンジへ向かう等、大会

関係者の目的地はそれぞれ異なる。このため、大会関係者ごとに適切な車両動線（アクセス

ルート及び退出ルート）や乗降場を設定する。また、会場内又は会場周辺に大会関係者のた

めの駐車場を設ける。観客のシャトルバス輸送やパーク＆バスライドを実施する会場につい

ては、乗降場や駐車場を設ける。 

大会期間中は、会場内外の車両動線や乗降場、駐車場において、誘導員を配置するととも

に、サイン等を設置し、大会関係車両へ分かりやすい案内・誘導を行う。各競技会場には誘

導員の管理等や関係車両との連絡調整を行う会場輸送オフィスを設けるととともに、車両の

呼び出しを行う等大会期間中に OF/PF のニーズを満たすため、OF/PF ラウンジに輸送デス

クを設置する。 

今後は、関連する部署が緊密に連携するとともに、大会関係者等と調整、協力しながら車

両動線や乗降場、駐車場、誘導員の配置位置等を策定する。 

また、安全・円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸送と、都市活動との両立を図るため、

関係機関と協議しながら、広域・会場周辺及び会場直近における交通対策を計画する。 

 

９－２ 東京圏における会場輸送 

ａ 観客利用想定駅 

本計画においては、晴海に設置される選手村からの輸送を想定している競技会場（選

手村から恒常的な ORN／PRN を設定する会場）を東京圏会場と定義する。 

東京圏では、公共交通ネットワークが充実していることから、ほとんどの移動が鉄軌

道の利用が想定されている。都内会場における観客利用想定駅（主要鉄道駅を含む。）

は、図 9.1 及び表 9.1 に示すとおりである。 
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図 9.1 都内会場における観客利用想定駅（主要鉄道駅を含む。） 
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表 9.1 都内会場における観客利用想定駅一覧 

2019 年 3 月末時点の検討状況 

 
補足：観客利用想定駅の選定については、追加・変更の可能性がある。 

凡例：青枠 アクセシブルルートとして利用を想定している駅（アクセシブル対応ができる駅） 

競技会場 観客利用想定駅

青山一丁目駅 外苑前駅 国立競技場駅

用賀駅 経堂駅 桜新町駅 千歳船橋駅

両国駅（JR） 両国駅（都営地下鉄）

（ウエイトリフティング）

有明テニスの森
国際展示場駅

東京テレポート駅
（ビーチバレーボール）

（柔道等）

日本武道館

（ハンドボール）

国立代々木競技場

信濃町駅 千駄ヶ谷駅 北参道駅

九段下駅 竹橋駅（退場）

原宿駅 明治神宮前駅

有明体操競技場

（自転車ロードレース）

有明アリーナ
豊洲駅

国立競技場駅 千駄ヶ谷駅

有楽町駅

飛田給駅 西調布駅 多磨駅 調布駅

飛田給駅

上町駅 成城学園前駅（夜間退場）

〔新豊洲駅〕 東雲駅（退場） 国際展示場駅（退場）

国際展示場駅 〔有明テニスの森駅〕

武蔵境駅

多磨駅

皇居外苑

（競歩）

東京国際フォーラム

国技館

（ボクシング）

競技変更により調整中

〔台場駅〕

狛江駅

（テニス）

お台場海浜公園
東京テレポート駅

（トライアスロン等）

国際展示場駅 〔有明テニスの森駅〕
（自転車BMX等）

〔台場駅（入場）〕 〔お台場海浜公園駅（退場）〕

（体操）

有明アーバンスポーツパーク

（バレーボール）

（総合馬術）

（ホッケー）

海の森クロスカントリーコース
東京テレポート駅 新木場駅

（スポーツクライミング等）

大井ホッケー競技場
大井競馬場前駅 立会川駅

青海アーバンスポーツパーク
東京テレポート駅

（アーチェリー）

カヌー・スラロームセンター
葛西臨海公園駅

（カヌー）

東

京

オリンピックスタジアム

（陸上等）

馬事公苑

（馬術）

東京スタジアム

（サッカー・ラグビー等）

東京辰巳国際水泳場

（水球）

東京アクアティクスセンター

（競泳等）

夢の島公園アーチェリー場

潮風公園

武蔵野の森スポーツプラザ

（バドミントン等）

東京体育館

（卓球）

武蔵野の森公園

（ボート等）

北側

南側

東京テレポート駅

新木場駅

海の森水上競技場

辰巳駅(入場）

※アクセシブルは入退場
潮見駅（入場） 新木場駅（退場）

辰巳駅 潮見駅

新木場駅

観
客
利
用
想
定
駅
の
選
定
に
つ
い
て
は
追
加
・
変
更
の
可
能
性
あ
り

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ Ⓢ
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〔 〕もっぱらアクセシブルルートとしての利用を想定している駅 

（入場） 入場時に利用を想定している駅 

（退場） 退場時に利用を想定している駅 

Ⓢ   シャトルバスでの利用を想定している駅 

 

表 9.2 神奈川県（横浜市）、埼玉県、千葉県の各競技会場における観客利用想定駅 

2019 年 3 月末時点の検討状況 

 
補足：観客利用想定駅の選定については、追加・変更の可能性がある。 

凡例：青枠  アクセシブルルートとして利用を想定している駅（アクセシブル対応ができる駅） 

〔 〕 もっぱらアクセシブルルートとしての利用を想定している駅 

（入場）入場時に利用を想定している駅 

（退場）退場時に利用を想定している駅 

Ⓢ  シャトルバスでの利用を想定している駅      

 

 

ｂ 観客輸送ルート 

東京圏会場における競技会場ごとの観客利用ルートを次ページ以降に記載する。 
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９－３ 地方における会場輸送 

東京 2020 大会では、東京都以外の道県にも競技会場がある。本計画においては、晴海に設置

される選手村からの輸送を想定していない競技会場を地方会場と定義する（横浜国際競技場を

除く）。地方会場は表 9.3 に示す通り。 

地方会場においては、選手を始めとした各ステークホルダーが、競技会場近郊のホテルに宿

泊する場合がある。そのため、東京圏の会場において提供される各ステークホルダーへの輸送

サービスとは異なるオペレーションが必要になり、それを踏まえた輸送の検討が必要となる。 

 

表 9.3 地方会場（東京圏外）における観客利用想定駅 

2019 年 3 月末時点の検討状況 

 
補足：観客利用想定駅の選定については、追加・変更の可能性がある。 

凡例：青枠  アクセシブルルートとして利用を想定している駅（アクセシブル対応ができる駅） 

〔 〕 もっぱらアクセシブルルートとしての利用を想定している駅 

（入場）入場時に利用を想定している駅 

（退場）退場時に利用を想定している駅 

Ⓢ  シャトルバスでの利用を想定している駅 

 

 

 

競技会場 観客利用想定駅

（自転車トラック）

並行してパーク＆バスライドによ

る輸送も検討中

札幌ドーム

地

方

江の島ヨットハーバー
片瀬江ノ島駅 江ノ島駅

（セーリング）

伊豆ベロドローム

湘南江の島駅

伊豆MTBコース

伊東駅 修善寺駅
並行してパーク＆バスライドによ

る輸送も検討中

（自転車マウンテンバイク）
伊東駅 修善寺駅

並行してパーク＆バスライドによ

る輸送も検討中

富士スピードウェイ
検討中

（自転車ロード等）

福島あづま球場
福島駅

（野球・ソフトボール）

福住駅 白石駅（JR） 平岸駅 真駒内駅

並行してパーク＆バスライドによ

る輸送も検討中

茨城カシマスタジアム

（サッカー） 南郷18丁目駅 新札幌駅 新さっぽろ駅

宮城スタジアム 仙台駅（JR） 仙台駅（仙台市営地下鉄） 多賀城駅 利府駅

鹿島サッカースタジアム駅 鹿島神宮駅 （アクセシブルは検討中）

（サッカー） 荒井駅 泉中央駅
並行してパーク＆バスライドによ

る輸送も検討中

（サッカー）
   ※鹿島サッカースタジアム駅は水戸方面、鹿島神宮駅は千葉・成田方面からの来場を想定

追
加
・
変
更
の
可
能
性
あ
り

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ Ⓢ

Ⓢ Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ Ⓢ

ⓈⓈ

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ
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９－４ 非競技会場における輸送 

非競技会場とは、競技は行われないが、大会関係者にサービスを提供する会場を指し、主

なものとして練習会場、IBC/MPC 、選手村、宿泊施設（OF/PFホテル、メディアホテ

ル、IFホテル、NOC/NPCホテル等）、公式出入国地点等がある。 

非競技会場の輸送運営は、基本的に競技会場と同様とするが、非競技会場についても会場

ごとに様々な要件があるため、乗降場や駐車場、許可証チェックポイント（PCP）、車両動

線（アクセスルート及び退出ルート）を個別に検討していく。 

 

a 練習会場 

 練習会場は、基本的に選手をはじめとする大会関係者のための施設であり、競技会場と

比較して一般的に会場運営が簡略化される。輸送においても、輸送サービスを提供する大

会関係者が競技会場よりも限定され、運営が一部簡略化される。しかし、乗降場における

案内・誘導等は競技会場と同様に必要となるため、会場ごとに個別に検討していく。 

 

b IBC/MPC 

国際放送センター/メインプレスセンター（IBC/MPC）は、大会期間中に世界中から集

まる資格認定を受けたメディア担当者のための施設である。 

メディアの輸送サービスは、IBC/MPCを主要ハブとし、主要ハブから各競技会場やメ

ディアホテル、選手村等のそれぞれの目的地に向かうハブ＆スポーク方式により提供す

る。主要ハブとなるIBC/MPCは、複数のメディアバスがスムーズに発着できる輸送モー

ルを設置する。輸送モールの適切な形状と効率的な運用方法については、早期に検討を行

っていく。 

また、メディアへの割当車両やレートカード車両の駐車場を近隣に設けていく。 

 

c 選手村／分村／公式選手ホテル 

晴海ふ頭に位置する選手村は、ヘリテッジゾーンと東京ベイゾーンが交わるエリアにあ

る。また、選手が生活する24時間稼働の施設であり、特別な非競技会場である。 

選手村から各会場へ選手を輸送するため、複数の選手バスがスムーズに発着できる輸送

モールを設置する。選手輸送にあたっては、選手が最高のパフォーマンスを発揮するため

に、定時性と安全性を確保したストレスの無い輸送が求められる。輸送モールは選手輸送

の要となる施設であるため、輸送モールの適切な形状と効率的な運用方法については早期

に検討を行っていく。 

また、選手村周辺には、NOC/NPCの割当車両や用具車両、レートカード車両の駐車場

を設ける。さらに、来訪が想定されるOF/PFやメディア等のためにメインエントランス又

はその周辺に乗降場や駐車場を設けていく。 

なお、地方会場については、分村や公式選手ホテルを設ける。 

 

d 宿泊施設 

宿泊施設では、宿泊するステークホルダーに応じた輸送サービスを提供する。 

OF/PFホテルでは、T1、T2、T3車両によるOF/PF向けの輸送サービスを提供する。
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OF/PFホテルにはT1、T2、T3車両の乗降場を設けるとともに、特にT1、T2車両の利用

者が多いOF/PFホテルには駐車場を設ける。 

メディアホテルでは、主要ハブとなるIBC/MPCへ向かうTMシャトルを運行する。た

だし、多くのメディアホテルが存在するため、各メディアホテルにTMシャトルを運行す

ることは非効率であるとともに、バス台数、運転手数の増加等にもつながり、経済的にも

負担が大きい。このため、メディアホテルを地域ごと（概ね半径400m以内のグループ）

に分類し、地域ごとにバスの乗降場を設定し、その乗降場とIBC/MPCを結ぶTMシャト

ルの運行を基本として検討する。 

IFホテルでは、IFホテルと競技会場を結ぶTFシャトルを運行する。このため、各ホテ

ルにTFシャトルの運行が可能となるバスの乗降場を設定する。 

選手村に滞在する権利がない追加チーム役員（ATO）が滞在するNOC/NPCホテルで

は、NOC/NPCホテルと選手村を結ぶTAシャトルを運行する。このため、各ホテルにTA

シャトルの運行が可能となるバスの乗降場を設定する。 

宿泊施設の輸送運営については、関係する部署やホテル事業者等と確実な連携を図って

いく。 

  

e 公式出入国地点 

大会用の公式出入国地点としては、成田国際空港、東京国際空港（羽田）、新千歳空港

及び仙台空港を予定している。空港は、大会期間中も、一般の空港利用者も含め対応する

必要がある。このため、大会関係者への対応と一般の空港利用者への対応が両立するよ

う、早い段階から空港事業者と連携・協力し、大会関係者への乗降場を設定する。また、

空港内及び空港近隣に車両の待機場を設け、適切な輸送を運営できるように備えていく。 

なお、開会式及び閉会式前後は、出入国のピークとなることが想定されているため、通

常の大会期間中の輸送運営とは別に、特別な輸送オペレーションを検討する。 

 

f その他 

その他の非競技会場として、オリンピッククラブ、オリンピック／パラリンピックホス

ピタリティセンター、アクレディテーションセンター、ユニフォーム配布センター、IOC

総会会場、IOC総会開会式会場等がある。こうした会場についても、必要に応じて個別に

輸送運営を検討していく。 

 

 

９－５ 車両認証／駐車許可 (VAPPs) 

 大会期間中、競技会場周辺に様々な車両が流入すると、会場内の混雑が発生し、大会運営

に影響を与える恐れがある。このような混乱を防止するためには、競技会場等への車両の進

入を大会関係車両に制限するとともに、会場内の駐車場を適切な大会関係車両に割当てる必

要がある。また、会場周辺における大会関係車両以外の車両の迂回誘導についても検討す

る。 

車両の認証は VAPPs を用いて行われる。VAPPs は、車両の前面に掲出され、各会場の許

可証チェックポイント（PCP）及び車両検査エリア（VSA）において確認をうけるものであ
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る。そのうえで適正な VAPPs を有する車両のみが会場内への進入を許可される。今後、

VAPPs を用いて車両の進入を制御する必要がある大会関係施設を選定するとともに、ステ

ークホルダーごとの車両利用ニーズの把握を踏まえ、VAPPs の運用方法等を決定してい

く。 

 

９－６ 会場周辺の交通対策 

ａ 目的 

  安全・円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸送と、都市活動との両立を図るため、広

域・会場周辺及び会場直近において段階的に交通対策を実施する。 

 

ｂ 各交通対策 

【広域対策】 

放射・環状線など主要幹線道路上の歩道橋等への横断幕設置や、交通情報板から情報

発信を行い、広域的に車両の迂回を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         横断幕設置例             交通情報板表示例 

 

【会場周辺対策】 

    〇迂回エリア 

競技会場や周辺の輸送関連施設（会場外シャトルバス乗降場、会場外関係者駐車場

等）を取り囲む原則２車線以上の道路（歩車道が分離している道路を主とする）で囲ま

れた一定のエリアを設定し、（その境界をトラフィックペリメーターという）通過交通

の進入を抑制する。 

設定したトラフィックペリメーター及びその外側の幹線道路に迂回案内看板や必要に

応じ交通誘導員等を配置し車両の迂回を促し、設定したトラフィックペリメーター内へ

の通過車両の進入を抑制する。 

なお、トラフィックペリメーター内側の生活、業務等に係る交通については、トラフ

ィックペリメーターによる進入抑制の対象とはしない。 

 

    〇通行規制エリア 

     会場の直近においては、車両通行禁止等の交通規制を行い、警備員等による誘導によ

って通過交通を制限する。 

なお、生活、業務等に係る交通については進入抑制の対象としない（一部を除く）。 
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    〇専用レーン、優先レーン等 

会場周辺において、大会関係車両を対象とした専用レーン・優先レーンの設定、駐車対

策、信号調整等を現地の状況を踏まえ実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.2 会場周辺の交通対策について 

 

 

c 事前広報 

関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体を活用して、各対策の内容について事

前周知を図る。 

 

d 今後について 

会場毎に交通事情が異なるため、各会場の状況に応じて個別具体的な各交通対策につい

て、調整資料（会場周辺の交通対策（素案））に基づき関係機関等との調整を行い、必要

な修正を行った上で、本案に反映させる。 
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１０ 開会式・閉会式における輸送 

１０－１ 開会式・閉会式の日程・場所 

ａ 日程 

    オリンピック競技大会 

     開会式 2020 年 7 月 24 日（金） 

     閉会式 2020 年 8 月９日（日） 

パラリンピック競技大会 

     開会式 2020 年 8 月 25 日（火） 

     閉会式 2020 年９月 6 日（日） 

ｂ 場所 

オリンピックスタジアム 

 

１０－２ 開会式・閉会式時の輸送 

  東京 2020 大会の開会式・閉会式は、大会期間中における最大規模のセレモニーであること

から、競技時に比べ同一時間帯に多くの大会関係車両や観客による輸送が集中する。（図 10.1

を参照） 

そのため、安全、円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送を実現するとともに、一般市民生活

や都市活動に与える影響を考慮して、輸送計画、輸送ルートを設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 10.1 開閉会式時の輸送 

 

１０－３ 今後の進め方 

開会式・閉会式の具体的なスケジュールや検討に合わせて、輸送スケジュールや会場周辺

の交通対策等について検討を進めていく。 

オリンピックスタジアム 
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１１ 輸送の連携体制 

１１－１ 輸送の連携体制 

 輸送FAは、FAの本部として輸送センター(TROC; Transport Operation Centre)を設置し、

輸送センター(TROC)を中心に、地方会場（東京圏外）輸送センター、バスオペレーションセ

ンター(BOC; Bus Operation Centre)、フリートオペレーションセンター (FOC; Fleet 

Operation Centre)、会場輸送オフィス等が連携し、大会関係者や観客等の輸送に関する情報

を収集・共有する。 

輸送センター(TROC)で収集した情報は、必要に応じてメインオペレーションセンター

(MOC; Main Operation Centre) *1に上申する。 

また、東京都が設置する都市オペレーションセンター(COC; City Operation Centre) *2を

通じて、東京都以外の関係自治体とは都市運営調整 FA（CTY FA）を通じて、都市運営に関

する情報を共有する。 

更に、交通管理者、道路管理者、交通事業者等の外部機関とも連携し、道路交通情報や鉄

道情報等の収集・大会関係情報の発信などの連携を通じて、安全、円滑な輸送の実現を目指

す。 

*1 MOC; 主に大会期間中、大会運営に関する各種調整や問題解決を行うとともに、情報共有のハブとして様々な情報を

集約・発信する期間（複数の FA の代表で構成） 

*2 COC; 東京都が設置。円滑な大会運営の支援及び大会が都民生活に与える影響を軽減するため、MOC、警視庁、東京

消防庁、関係機関等との緊密な連携と、競技会場周辺における各種取組や事故等への対応を担うセンター 

 

 
 

図 11.1 東京圏の連携体制 

 

 
 

図 11.2 地方会場（東京圏外）の連携体制 
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１１－２ 輸送センター (TROC)  

ａ 目的・役割 

輸送センター(TROC)は、大会の輸送に関する情報提供を行うとともに、大会関係者や観

客・大会スタッフの安全、円滑な輸送を実現するための、総合調整の役割を果たす。 

世界有数の公共輸送ネットワークを有する東京では、道路交通や鉄道輸送など各交通手

段を適切に管理する既存の交通運用システムを各管理者が所有している。輸送センターは

各管理者と連携し、これら既存のシステムを活用し情報共有を図る。 

また、輸送センターは、メインオペレーションセンター(MOC)、MOC のカウンターパー

トである都市オペレーションセンター(COC)等の外部の関係機関と連携し、輸送に係る情

報を収集・共有するとともに、現場レベルで解決の難しい事案について、関係者間で調整し、

解決を図る機能を持つ。 

 

ｂ 構成・機能 

東京においては、インフラの各管理者や事業者が整った管理体制を持っている。輸送セ

ンターは、そのような既存の体制の特徴を活かした構成とするため、以下の 3 つの機能を

有する予定である。各機能は、直接、コミュニケーションをとりながらワンフロアで情報

を共有するとともに、各機能が主体的に行動し、協力・連携する仕組みを持つ。 

① 需要予測・広報、観客誘導 

 ・需要予測・広報 

都市交通全体の把握・管理、全体交通需要の予測、把握等を行うとともに、交通需

要予測情報等の共有を行う。また、道路や鉄道等の混雑回避に向けた広報を行う。 

     ・観客誘導 

    COC と連携し、駅・会場間の観客誘導の調整を行う。 

② 大会輸送管理 

大会関係者輸送及び観客輸送の状況の把握・管理等を行うとともに、大会運営情報

等の共有を行う。 

③ インフラ運行等管理 

交通管理者、道路管理者、交通事業者等の指令・管制との連絡調整を行うとともに、

運行情報等の共有を行う。 

 
図 11.3 輸送センターの機能（案） 

 

ｃ 外部組織との連携 

輸送センター(TROC)は、インフラ運行等管理機能に、交通管理者、道路管理者、交通事

業者等の参画を想定し、連携を図っていく。 
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１１－３ 地方会場（東京圏外）輸送センター 

ａ 目的・役割 

地方会場（東京圏外）輸送センターは、道路の交通状況や鉄道の運行状況の把握、関係

機関との連絡調整、ステークホルダーへの適切な情報発信などを行うとともに、事故や異

常発生時に、関係者間で最適な対応を速やかに決定し、各地方の関係機関との調整を行う

ための、総合調整の役割を果たす。 

 

ｂ 構成・機能 

地方会場（東京圏外）輸送センターは、既存の体制の特徴を活かした構成とするため、

以下の３機能を設置する予定である。各機能は、相互に情報を共有するとともに、各機能

が主体的に行動し、協力・連携する仕組みを持つ。 

  ① 観客誘導調整 

    CTY FA と連携し、駅・会場間の観客誘導の調整を行う。 

② 大会輸送管理 

大会関係者輸送及び観客輸送の状況の把握・管理等を行うとともに、大会運営情報

等の共有を行う。 

③ インフラ運行等管理 

交通管理者、道路管理者、交通事業者等の指令・管制との連絡調整を行うとともに、

運行情報等の共有を行う。 

 

ｃ 外部組織との連携 

地方会場（東京圏外）輸送センターは、地域の特性に合わせて、組織委員会と多くの関

係機関の連携及び情報共有ができる体制を構築する。 

 

１１－４ バスオペレーションセンター (BOC)  

ａ 目的・役割 

 大会時に関係者の輸送で使用するバス車両に関するオペレーションの全体を統括する。 

 

ｂ 機能 

BOC では、バス及びバスドライバーを管理し、運行計画の立案と実施を行う。 

車両の位置情報を監視することで、常時運行状況を把握するとともに、FOC や会場輸送

オフィス等と情報共有を図りながら、円滑なオペレーションを提供する。 

また、異常発生後、TROC に状況を報告し、ORN 又は PRN の代替ルートへの切り替え

などの大きな異常時には、TROC と調整しながら対応する。 

 

１１－５ フリートオペレーションセンター (FOC) 

ａ 目的・役割 

 大会時に関係者の輸送で使用するフリート車両に関するオペレーションの全体を統括す

る。 

ｂ 機能 

 FOC では、輸送サービスを提供するステークホルダー毎のオペレーション計画の立案と
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実施を行う。 

また、車両の位置情報の把握など各フリートオペレーションの状況把握と情報集約を行

うとともに、BOC、会場輸送オフィス等と連携し、円滑なオペレーションを提供する。異

常発生時には、TROC に報告し、対応について調整を行う。その他、フリートオペレーシ

ョンに必要となる車両を始めとした資産及び人材の管理を行う。 

 

１１－６ 会場輸送オフィス 

ａ 目的・役割 

各競技会場には会場輸送スタッフの人員管理や指揮命令、関係機関との連絡調整を行う

ため、輸送オフィスが設置される。 

 

ｂ 機能 

会場輸送オフィスでは、輸送情報、競技情報や各エリアのスタッフからの情報を集約

し、東京圏においては図 11.1、地方会場（東京圏外）においては図 11.2 に示す通りの連

携体制とする。 

また、輸送デスク、PCP、駐車場、乗降場等の運営を行うとともに、そこで働くコン 

トラクター、人材に関する全体把握、管理、調整を行う。 

 

１１－７ 今後の進め方 

各センター・会場輸送オフィスの設置、運営に向け、組織委員会内を始め関係機関等との

連携体制・役割分担の調整を図りながら、具体的なオペレーションについての検討を行う。 

また、独自の運営訓練やテストイベントを通じた運営訓練を行い、オペレーションの習熟

を図り、2020 年 4 月以降、順次本格運用ができるよう準備を進める。 
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１２ 輸送のセキュリティ 

組織委員会は、大会関係者及び観客・大会スタッフに安全、円滑、迅速な輸送サービスを

提供するために、事件・事故等の未然防止のための警備や点検活動、事件・事故等が発生し

た際の対処について、検討し着実に実施する。 

そのため、輸送部門とセキュリティ部門は密接に連携し、関係する公的機関や民間機関と

調整を図り、東京 2020 大会として適切な輸送セキュリティを確立していく。 

 

 

 

１３ リスク管理 

組織委員会は、IOC テクニカルガイド及び ISO31000 に準拠し、組織トップによる方針・

レビューに基づき、PDCA サイクルにより継続的改善を図るリスクマネジメントを推進して

いる。 

その中で、組織委員会はリスク管理に関する体制を整備する中で、組織委員会内のリスク

マネジメント基本方針と想定するリスクやその影響度等を記した台帳であるリスクレジスタ

ーを作成している。これらに基づき、輸送部門は、輸送に関するリスクの洗出し・評価を実

施している。 

今後、リスクレジスター毎に、被害想定、目標設定、対策の検討等を進めていくとともに、

緊急時の危機管理体制を構築していく。 
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１４ 交通マネジメント 

１４－１ 大会時の交通状況 

大会期間中の道路交通及び公共交通において、何も対策を行わなかった場合の交通環境は

以下のように想定される。 

【首都高速道路では、渋滞は現況の２倍近くに】 

一般交通に大会関係車両が加わることで交通状況は厳しくなる見通しであり、首都高の

渋滞は現況の２倍近くまで悪化。 

【鉄道にも局所的な混雑が発生】 

観客の利用等を要因として、会場周辺駅や近傍路線を中心に局所的な混雑が発生。 

【更なる増加要因など】  

・物流車両の増加：大会関係物流、大会開催に伴う物流 等 

・一般車両の増加：観客の滞在に伴うバス・タクシー・レンタカーの利用、 

         地方からの流入 等 

 

 
※首都高速道路を走行する車両を対象としたシミュレーション結果（大会の同時期（7 月）の金曜日を想定） 

図 14.1 大会関係車両の走行による 1 台当たり渋滞損失時間の増加 

 

１４－２ 東京 2020 大会の輸送を安全・円滑に行うための基本的な考え方 

このような状況が予想される中、東京 2020 大会の輸送を安全・円滑に行うための基本的な

考え方は、以下のとおりである。 

ａ より良い交通環境下における大会輸送と都市活動の両立 

全ての市民と関係機関の理解と協力の下、障がい者や高齢者、外国人など多様な人々に

も対応したより良い交通環境を整備するとともに、大会関係者や観客の円滑な輸送と、物

流を含めた都市活動の安定の両立を図る。 

ｂ 交通需要マネジメント（Travel Demand Management（TDM）） 

道路や公共交通の利用者に対し、充実した情報の提供など様々な手段で働きかけ、交通

需要を適切に抑えた賢い交通行動を促進する。 

ｃ 道路の交通システムマネジメント（Traffic System Management（TSM）） 

道路交通に関するあらゆる技術・制度・手法を駆使しつつ、交通の需給関係を高度に管

理する効率的な交通システムマネジメントを案出、実施する。 

ｄ 公共交通輸送マネジメント 

公共交通（鉄道）の輸送力の確保、観客の需要分散・平準化、一般利用者の需要分散・

抑制（TDM）を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。 

ｅ 入念な準備と柔軟な対応 
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事前の機会を最大限活用して試行運用を行い、輸送運営について必要な調整や見直しを

するとともに、期間中においても柔軟な対応を行う。 

ｆ レガシーの提起と継承 

総合的かつ先端的な交通マネジメントを展開し、大都市を始めとする将来の都市交通に

関するレガシーを世界に向けて提起、継承する。 

 

１４－３ 交通と輸送の関係 

関係機関が協力して適切な交通マネジメントを行い、多くの企業や市民の理解と協力を得

ることで良好な交通環境が創出され、信頼性の高い大会輸送と都市活動の両立を図る。  

  

図 14.2 交通と輸送の関係 
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１４－４ 大会期間中の実施目標 

大会期間中の実施目標を以下のとおり設定する。 

【道路交通】 

道路交通では、以下により良好な交通環境の実現を目指す。 

・一般交通 

東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律 10％減を目指す。

特に重点取組地区※1については、出入りする交通量の 30%減を目指す。 

・首都高速道路における交通量の更なる減 

東京圏のオリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の基幹をなす首都高速道路に

ついては、交通量を最大 30％減とすることで、休日並みの良好な交通環境を目指す。 

（TDM 及び追加対策等により実現） 

 

【公共交通（鉄道）】 

公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安全で円滑な

運行状況を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.3 交通マネジメントの実施目標のイメージ 
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１４－５ 交通需要マネジメント (TDM)  

ａ 経済界・業界団体等と一体となった更なる TDM の推進 

大会の成功に向け、経済界・業界団体等並びに東京都、国、東京 2020 組織委員会等、

多様な主体が一体となり、TDM を推進していく。 

【2020TDM 推進プロジェクトの推進】 

東京都、内閣官房及び組織委員会が事務局となり、大会期間中の交通需要の低減を目

指すプロジェクトとしては、2018 年 8 月 8 日に「2020TDM 推進プロジェクト」を立ち

上げた。 

同プロジェクトでは、主に以下の２つの取組を行う。 

① 東京 2020 公認プログラム※を活用した取組 

・業界団体による TDM 推進と所属企業への取組促進（説明会の開催など） 

※様々な組織・団体がオリンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら大会に向けた参画・機

運醸成・レガシー創出に向けたアクションが実施できる仕組みの一つ 

② 企業の参画を促す取組 

・ＴＤＭの取組に協力していただける企業を募集し、HP 等で登録を受付 

・「セミナー開催案内、取組事例の提供」「大会時の道路や鉄道への影響について情報

提供」「HP 等での企業名の公表」等を実施 

 

 
図 14.4 TDM を呼びかけていくエリア（主に東京圏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.5 取組の今後の展開（スムーズビズ※を含めたイメージ） 

 ※東京都は新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルを「スムーズビズ」とし、東京 2020 大会の交通混雑緩和に資する交通

需要マネジメント（ＴＤＭ）とテレワークや時差 Biz などの取組を一体的に推進している。 
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ｂ 企業や市民に向けた情報の発信 

企業や市民に大会開催に伴う影響などについてご理解いただき、混雑回避に向けた準備

を進めていただく必要がある。このため適切な情報提供に努めるとともに、企業向け説明

会の開催、取るべき対策（アクションプラン）の検討・作成をコンサルタント派遣などの

支援策も活用して進めていく。 

また、開催都市として、東京都自らも交通混雑緩和に向けた取組（都庁 2020 アクショ

ンプラン）を実施し、企業等に示していく。 

【TDM の対策を検討する際の参考情報（大会輸送影響度マップ）の提供】 

・企業が、企業活動への影響把握や、大会時に発生しうる混雑の回避策などの立案に活用

することを目的として、交通対策を行わない場合の大会輸送に関わる影響度を示したマ

ップ（道路、鉄道、会場周辺）を提供している。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.6 大会輸送影響度マップの一例 

 

・今後、より分かりやすい情報となるよう、影響が大きいエリア（臨海部等）の詳細情報

など、内容・機能の充実を図る。 

 

【アクションプラン作成の働きかけ】 

・大会時に想定される交通混雑を回避し、企業活動を維持するための方策をまとめたア

クションプランの作成に向け、個別コンサルティングなどの支援を通じて働きかける。 

・対策項目の抽出、具体的な取組のボリューム設定、実施の確認方法の設定等、実践の

ステップを経て、確実な準備を促していく。 

鉄道（駅間・駅） 競技会場等周辺 



149 

 
図 14.7 企業活動に伴う移動の種類と取組の方向性 

 

 
図 14.8 アクションプラン作成の手順 

 

【コミュニケーションの充実による取組の拡大・深度化】 

・大会時の交通状況についての理解や混雑回避に向けた確実な準備の実施を促すため、

業界団体等の協力を得ながら企業向けの説明会や個別相談会の開催を進める。 

・企業の担当者等とのコミュニケーションを行う中で得られる対策への意見や、取り組

む上での課題等を踏まえ、適宜取組内容の見直し・改善を図っていくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.9 説明会での主な意見等   図 14.10 取組拡大・深度化のための方策（例） 

    

【都庁 2020 アクションプラン】の取組 

・企業等の交通混雑緩和に向けた取組を推進するためには、まず、都庁自らが取り組む

ことが重要であり、「都庁 2020 アクションプラン」として取組内容を取りまとめた。

2019 年夏に、大会時を想定してアクションプランの取組を実施し、実施後は課題等を

検証して、大会本番に向けた取組に反映していく。これらの都庁の取組を企業等に示し、

企業等のアクションプランの作成、取組の実施を働きかけていく。 

 

公共交通

交通手段

道路（車）

人
(従業員・顧客・関係者等)

移動の主体

物資
(商品・備品・書類等）

通勤

移動の種類

会議・打合せ・商談

私事（買物、レジャー等）

荷物発送（発荷主）

荷物受取（着荷主）

荷物運搬（物流業）

移動の量・回数
を減らす

取組の方向性

移動の時期・時間
をずらす

移動の場所・ルート
を変える

取組項目 内容（いつ、どのくらい） 取組推進の責任者/部署と
実施の確認方法◼時差出勤

◼フレックスタイム
◼テレワーク
◼休暇の計画的取得
◼期間中の移動回避
◼車利用の自粛
◼イベント実施時期変更

（イメージ）

取り組む事柄 内容 いつ どのくらい 責任者/部署 確認方法

Step1 Step2 Step3

- いつ
例：2019年1月,7月 以降検討中

- どのくらい
例：従業員 約50%

- 誰が（対象）
例：本社勤務従業員

（テレワークの一例）
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図 14.11 都庁 2020 アクションプランの取組（一部抜粋） 

 

ｃ 重点取組地区における集中的な働きかけ 

「競技会場等が集中」、「道路・鉄道の混雑箇所を通過する交通が多い」16 地区において、

交通需要の効果的な分散・抑制を図る。 

【大会時における重点取組地区の実施目標】 

・重点取組地区を発着する交通を 30％程度低減 

      対象：重点取組地区に事業所がある、取引先がある企業など 

       （取組例） 鉄道：テレワーク・時差出勤・休暇の取得 など 

                   道路：社用車の利用自粛、会議の時期変更、納品時期の調整 など 

 

 
図 14.12 重点取組地区（16 地区）と取組推進スケジュール 

 

ｄ 大会時の物流円滑化に向けた取組 

物流についてはサプライチェーン全体での協力が必要であり、業種や業態毎の特性にも

配慮するとともに、大会物流による影響も考慮しながら、発・着荷主、物流業も含めて、

物流効率化、走行台数の低減に向けた取組を推進する。 

 

 

 

＜重点取組地区（16地区）＞ ＜取組推進スケジュール＞

全体説明会

2020TDM推進プロジェクトや大会の影響
の周知等

2018年11月～

地区内の課題の共有、経済活動を維持
するための方策の提案
・交通集中の要因分析
・交通量を低減する取組メニュー

2019年2月～

アクションプランの作成支援
・個別企業等の2020アクションプラン

の作成・共有

2019年夏頃～

地区別説明会
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【荷主企業や運送業者等の問題意識（例）】 

時間指定、リードタイムの緩和 

・時間指定や翌日納品で慣習化している部分がある 

・輸出入で、複数の海外取引先があるが、前後半年～3 か月をかけて少しずつコンテナ量を

調整すれば大会中の量を減らせる可能性がある 

・小ロットのものを多頻度で配達しているが、在庫スペースがあれば頻度を減らせる可能

性がある 

届け先での滞在時間の短縮など 

・長時間待機、付帯作業、立ち合い検品などドライバーが届け先に長時間滞在し、結果と

して走行台数が増え、空車の時間も増えている 

・搬入・搬出の時間が読めるようになれば、車両が減らせる可能性がある 

企業連携、共同物流の促進 

・トラックの積載スペースが余っていることがある。プラットフォーム作りや連携の呼び

かけができると良い 

・温度指定が同じ軽いものと重いものを混載する等、他の企業と共同で取り組むメリット

がある 

＜物流関連企業ヒアリング等より＞ 

 

【ロンドン大会時の取組事例】 

・営業時間の前倒し、在宅勤務、長期休暇取得の奨励 

・大会前後の時期を活用した納品、在庫の調整 

・メンテナンスの前倒し、メンテナンス頻度の低下の可能性を顧客へ事前に連絡、メンテ

ナンス要員の配置の見直し 

・臨時の配送拠点・在庫スペースの設定（店舗駐車場等にコンテナを設置） 

・営業時間外に配送するための臨時の納品方法の設定（納品場所の合鍵の貸与等） 

・近隣店舗との共同荷受け 

 

【物流に関する取組メニュー（例）】 

量・回数を減らす  ：まとめ納品・発注、リードタイム延長、積載効率アップ等 

時期・時間をずらす ：納品時期変更、夜間配送、時間指定変更（オフピーク）等  

場所・ルートを変える：影響が大きいエリアを回避した走行ルートの設定等 

 

【物流効率化に向けた取組】 

荷主企業の更なる理解促進 

ドライバー不足をはじめとする「物流危機」と呼ばれる状態を是正し、大会期間中の

物流効率化を図るため、荷主企業へリードタイムの緩和など理解を求めていく 

物流事業者の取組支援 

関係省庁と一体となり、ベストプラクティスの紹介、先駆的な取組への後押しを促進

していく 
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１４－６ 交通システムマネジメント (TSM)  

ａ TSM の役割と対応方針 

TSM による交通量のマネジメントを効果的に実施するには、その前提として、TDM に

よる交通量低減が不可欠であり、TDM の効果等を踏まえ、状況に応じた段階的・局所的

な TSM を計画･実施する。 

 

 
図 14.13  TDM による交通量の低減が少ない状況下における TSM による影響の増大イメージ 

 

TSM による各種対策を状況に合わせて柔軟に実施することにより、交通需要の時間的・空

間的な集中を緩和し、オリンピック･ルート･ネットワーク（ORN）の円滑な交通状況を維持

する。 

通常の状況であるレギュラー時のほか、「事故、自然災害等に伴う交通容量低下や、他路線

からの交通転換などの需要増により、ORN が本来の機能を発揮できない状況」をイレギュラ

ー時と定義し、対応を行う。 

 

【レギュラー時の対応】 

・高速道路では、TDM の効果による状況に応じて、必要な量の流入調整を行う。 

  ① 都心方向へ向かう経路上の本線料金所での開放レーン数の制限による通行制限 

  ② ORN 上の混雑を解消するために効果的な入口の閉鎖 

・一般道では、大会専用レーン・優先レーンの設定、駐車対策、信号調整、会場周辺での車

両通行禁止等を現地の状況を踏まえ実施する。 

 

【イレギュラー時の対応】 

イレギュラー時にはレギュラー時の対応の強化に加え、本線車線規制、区間通行止、高速

道路の JCT 方向別規制等を事象の内容や程度に応じて実施する。 
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ｂ 実施イメージ 

TSM はピーク時を中心として、対象路線の交通量が適正なレベルとなるよう制御を行う。 

 

＜流入調整のイメージ＞ 

 

 
図 14.14 TSM による流入調整のイメージ 
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１４－７ 公共交通輸送マネジメント 

ａ 実施目標 

公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安全で円滑な

運行状況を目指す。 

 

ｂ ３つの施策 

【輸送力の確保】 

混雑の激しい区間・時間帯を中心に、増発等の輸送力増強を図ることが必要である。 

《鉄道事業者との調整状況》  

・朝ピーク時間帯は、ダイヤ、車両、要員を既に最大限活用しており増発の余地は少

ない 

・朝ピーク時間帯以外は、路線により増発等の対応の可能性あり 

 

【観客の需要分散･平準化】 

観客の需要分散・平準化については、引き続き具体的な施策実施に向け、ラストマイ

ル※や会場等におけるオペレーションも含めた検討、準備を行う。 

⇒テストイベントやスポーツイベント等を対象に、分散施策の有無による入退場分布の

調査やアンケート調査等により効果検証のうえ、施策内容を具体化していく。 

※ 競技会場周辺の観客利用想定駅と競技会場出入口とを結ぶ観客が歩行するルート 

 

【一般利用者の需要分散・抑制】 

企業や市民への働きかけや重点取組地区における集中的な働きかけ等により、交通需

要の低減や分散を図る。 

 

ｃ 各施策の効果と今後の進め方 

３つの施策の見込みを仮定して効果の検討を行った。 

【朝ピーク時間帯】 

朝ピーク時間帯は広範囲で混雑が発生するが、輸送力増強の余地は少ない。こうした

中、観客に比べ一般利用者が多いことを踏まえて、観客の需要分散・平準化に加え、TDM

の取組を行う。 
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図 14.15 ３つの施策の効果（混雑発生区間数の変化） 

 

 

【昼時間帯】 

昼時間帯は比較的輸送力に余裕があり、自動車利用からの一部シフトや観客需要が加

わっても、多くの箇所では必要な輸送力が確保されている。 

しかし、輸送力の増強等により一定の混雑は解消されるものの、会場近傍など一部の

区間においては、局所的な混雑が残る（下図）。このような区間については、「観客の需

要分散・平準化施策」について、会場ごとに更なる検討を行う。 
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図 14.16 東京圏の鉄道における局所的な混雑の状況 

 

ｄ 駅での対策（鉄道事業者等との連携） 

観客等の不慣れな利用者に起因する滞留等を防ぐための駅における具体的な案内・誘導

方法の検討を行う。 

また、競技会場からの退場方法や駅までの観客誘導方法との連携も含めた駅毎の具体的

な運用の検討を行う。 

 

ｅ 今後の検討課題 

３つの施策 

・観客の需要分散・平準化の更なる推進 

・臨海部における観客需要への全体的な対策 

・TDM 効果の反映を含めた需要推計及び大会輸送影響度マップの更新・機能付加 

・３つの施策の効果を高める情報発信 

その他 

・円滑な旅客流動の確保（IC 乗車券の利用推進、駅における案内サイン） 

・一般利用者への影響の検証、必要な対策の検討 
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１４－８ 道路交通に対する追加対策の検討 

ａ 首都高速道路での流動確保策 

首都圏の都市活動・経済活動を支える大動脈であり、選手やメディア等の大会関係者の

輸送の基軸となる首都高の円滑な流動確保は重要である。 

働きかけによるＴＤＭにより全体の交通量が減少した場合においても、首都高の交通量

が減りづらい傾向にあること、約 1 か月に及ぶ大会期間中に交通需要の低減・分散の継続

が必要であることなどを踏まえ、首都高の流動確保に向けた追加対策の検討が必要である。 

 

 
図 14.17 追加対策の検討の基本的な考え方と首都高の流動確保策の例 

 

ｂ 一般道での対策 

・駐車場探しによるうろつき交通の抑制（駐車場の予約制の導入など） 

・イレギュラー時における現地対応（車線規制等）の強化 

 

  

＜追加対策の検討の基本的な考え方＞
①大会輸送の円滑化 ⇒ 大会期間中に限定して適用
②都市活動の安定 ⇒ 代替手段の無い物流車両には基本的に適用しない

(物流車両の範囲は検討が必要)

＜首都高の流動確保策の例＞

料金施策
通行車両の制限

例1：ナンバープレート規制 例2：HOV※レーン
※High Occupancy Vehicle
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１４－９ 交通マネジメント推進に向けた試行 

大会までの様々な機会を捉え、交通マネジメントの実効性等の検証や、課題を踏まえた改

善策を検討し、必要な調整や見直しを着実に実施する。特に 2019 年夏には大会本番を見据え

た総合的なテストを実施する。 

 

【2019 年夏の試行概要（案）】 

・大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向けた取組を総合的にテストする期間を設定 

・試行において検証を行った上で、必要な見直しを実施 

・オリンピック・パラリンピック競技大会の期間に相当する期間を集中取組期間とし、企業

等に重点的な取組を依頼 

・各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク及びコア日には、効果測定を実施。TSM

は、輸送計画の試行と合わせて、大会時と同等規模で、高速道路の本線料金所における開

放レーン数の制限、入口の閉鎖等を数日試行。このほか、開会式を想定した試行やテスト

イベント等に合わせて会場周辺や輸送ルートでの交通規制を試行。これらに際しては、選

手村～競技会場間でのバス・フリー等の試走も予定 

・さらに、大会までに実施されるテストイベントに合わせた検証を実施 

 

 
図 14.18 2019 年夏の試行のスケジュール 

 

図 14.19 2019 年夏の試行における検証テーマ、試行結果の活用イメージ等 

  

＜検証テーマ、試行結果の活用イメージ等＞

検証テーマ

交通低減量の把握・見込み

大会に向けた準備の
実態・取組意向

交通行動を変更する上で
の課題

調査方法

道路・鉄道に関する
各種交通データ把握

企業・モニターへの
アンケート

試行結果の活用イメージ

重点的な働きかけの対象の明確化

対象への有効なアプローチの実践

企業や一般市民への目標（大会本番）
の提示

追加対策の検討

取組事例集の展開

課題に対応した企業の支援策の展開

➡ 施策の効果・課題

➡ 企業や従業員の取組
意向・実績
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１４－１０ 交通マネジメントに関する広報及び情報の共有 

多くの企業や市民の理解を得て、大会を成功に導くためには、試行段階から、大会時の交

通状況や協力のお願いをわかりやすく、きめ細やかに隅々まで伝えていく広報戦略が必要で

ある。 

・大会輸送や交通マネジメントに関する効果的な広報（大会輸送影響度マップ、試行や大会

を見据えたイベント開催、ＨＰによる情報提供に加えポスター・サイネージなどの活用）や

迂回誘導を行う情報ツールの検討 

・大会時の交通関連情報の収集、モニタリング・情報共有体制の整備（大会関係者や観客の

安全・円滑な輸送実現のために総合調整を行う部署として輸送センターを整備） 

・また、関係機関に協力を求めていくことも検討する。 

 

１４－１１ 交通マネジメントの推進に併せ検討等が必要な事項 

交通マネジメントの推進に併せ検討等が必要な事項は、以下のとおりである。 

・会場周辺地域等における駐車場対策、会場周辺における交通対策の検討 

・事故発生頻度を抑える交通事故防止対策の推進による確実なイレギュラー対応の実現 

 

１４－１２ 将来の都市交通に関するレガシー 

オリンピック・パラリンピックにおける安全で円滑な輸送と、都市活動の安定との両立に

向け交通マネジメントに取り組むことは、世界の潮流である。 

行政、経済界、企業、そして市民一人一人が一体となって、総合的かつ先進的な交通マネ

ジメントを実現し、東京 2020 大会を成功に導いていく。 

日本社会だからこそできる取組を世界に向け発信し、次の時代へのレガシーとして継承し

ていく。 

① 働き方改革や物流の効率化が実現し、持続的な経済発展が続く中で、交通の 時間的･空

間的な集中を避けた上手な交通行動が、市民の理解と協力のもとに実現された状態の定着 

② 道路･公共交通ネットワークに関する交通情報や取るべき行動を知らせる情報提供、災害

時等でも円滑な輸送が可能となるツールや体制の構築 

③ 道路･公共交通ネットワークにおけるバリアフリー化、駅改良などの推進 
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１５ 車両の調達・管理・運用 

１５－１ バス車両 

ａ 調達方法 

大会関係者に輸送サービスを提供するためのバス車両は、安全かつ円滑な運行を確保す

るため、各都道府県バス協会に加盟する事業者であることを条件とし、運転手と合わせて

調達する。 

 

ｂ 車種及び台数 

大会関係者の輸送に使用するバス車両は、観光バスタイプ、路線バスタイプ、ミニバスタ

イプの３種類を予定している。 

観光バスタイプは、主に選手やメディアを輸送する車両として検討している。また、車い

す対応リフト付き車両の調達も合わせて検討している。 

路線バスタイプは、低床式であるため乗降が比較的容易であり、車いすを固定することが

可能であることから、パラリンピック大会における選手輸送への使用を検討している。 

ミニバスタイプは、幅員の狭い道路を走行する際の有効な手段として、観光バスタイプを

補完する位置付けでの使用を想定している。 

バスの車両台数については、過去大会の状況等を踏まえ、１日当たり最大で 2,000 台必要

であると想定してきたが、今後はサービスレベルや車両・ドライバーの確保見込みなどを踏

まえ、精査していく。 

 

ｃ 車両の管理 

国内のバス事業環境を考慮すると、数多くのバス事業者から調達することが想定され

るため、ドライバーとバスを一体的に運行管理できる体制を整え、円滑な運営を目指し

て準備を進めていく。 

引き続き、各ステークホルダーのニーズを踏まえつつ、バス事業者等との協議により、

具体的な使用方針を確定していく。 

大会関係者に輸送サービスを提供するための車両の管理については、デポにおいて、

日々の運行に支障がないよう万全な対応を図っていく。 

また、その運行状況を確認できるようにしておくことは、安全で円滑な輸送のために必

要であることから、車両の位置情報を把握するための機能や方策について検討を進める。 
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１５－２ フリート車両 

a 調達方法 

大会関係者輸送に使用する車両について、ワールドワイドパートナーであるトヨタ自動

車株式会社（以下、「トヨタ」という。）より、新車をリース方式（調整中）で有償で提供

を受ける。 

ただし、ステークホルダーが車両の費用を負担するレートカード車両に関しては、トヨタ

の関連会社であるトヨタモビリティサービス株式会社から、既存車両で提供を受ける。 

 

b 台数及び車種 

開催都市契約運営要件、輸送に関する大会のゲームズガイド、各ステークホルダーから

のニーズ等を踏まえ、現時点ではオリンピックでは約３，５００台、パラリンピックでは

約１，６００台の車両を使用する予定である。台数については、今後の状況の変化により

変動する場合がある。 

車種については、セダン・ミニバンを基本として、一部商用車等を使用する予定である。 

また環境負荷の少ない輸送の推進を目指して、低燃費・低公害車両を積極的に利用し、燃

料電池自動車(FCV)を利用する予定である。 

 

c 車両の管理 

【納車・返車】 

大会車両は、一部の車両を除いて、２０２０年４月から順次各デポ、駐車場に納車さ

れる。大会終了後、順次トヨタに返却する予定である。 

 

【燃料】 

大会で使用する車両の燃料(ガソリン、軽油、水素など)については、大会のゴールド

パートナーである JXTG エネルギー株式会社（以下、「JXTG」という。）から有償で供給

を受ける。各競技会場、フリート車両デポ、駐車場周辺の JXTG のガソリンスタンド及

び水素ステーションにて給油(給水素)を実施する。 

  

【洗車】 

洗車については、基本的には JXTG のガソリンスタンドの洗車サービスを利用する。

築地のデポでは、高圧洗浄機を備えた手洗い洗車場を設置することで、デポ帰着タイミ

ングでの周辺ガソリンスタンドの負荷集中を分散させる予定である。 

 

【自動車保険】 

大会車両については、大会のゴールドパートナーである東京海上日動火災保険株式会

社が提供する自動車保険に加入する。 
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１６ パラリンピックへの移行 

１６－１ 移行の概要 

移行とは、会場及び会場外における、サービス、備品、人員等を、パラリンピックの

要件に適合するようにオリンピックの仕様から転換する一連の作業のことである。 

オリンピックからパラリンピックへ短期間で転換するためには、可能な限りオリン

ピック開始前にパラリンピックの準備を完了させ、移行期間中の作業を最小化・最適化

することが重要である。 

 

１６－２ 移行期間 

   オリンピック競技大会の運営に関する業務等が終了した時から、パラリンピック競

技大会の運営等の開始準備が完了するまでの期間である。 

 

１６－３ 輸送における移行計画 

ａ 輸送における移行の概要 

輸送は、オリンピックの終了後からパラリンピックの開始前の期間にも出入国輸

送等のサービスを提供するため、移行作業を実施できる期間が限られる。 

また、輸送の目的地（会場、ホテル等）やルートで、オリンピックのみ、又はパラ

リンピックのみで使用するものについては、サービスの開始又は終了に伴う作業の

時期を検討する必要がある。 

これらの点を考慮して、輸送においてもパラリンピックの準備はできるだけオリ

ンピック開始前に行うことで、また、パラリンピックにおいてもオリンピックと同様

のサービス及び仕様とし、転換を行わないことで、移行期間中の作業を必要最小限と

するための計画を検討している。 

ｂ 主な移行作業の内容 

   輸送における移行作業としては、ステークホルダーの中で、車いす使用者を含む障

がいのある人が増えることに伴う作業が中心となる。 

具体的には、バス・フリート車両の必要数がオリンピック時よりも減少する一方、

アクセシブルな車両の必要数が増加するため、車両の割当の変更が生じる。 

また、車いすを使用する選手が観光バスタイプの車両への乗降を迅速かつ円滑に

行えるよう、選手村及び一部の競技会場等における乗降用スロープの設置、スタッフ

への研修等、サポートのために必要な準備を行う。 

 

１６－４ 今後の進め方 

組織委員会は、2017 年４月にパラリンピック競技大会移行に関する基本方針を策定

し、同年５月にパラリンピック移行計画 V１を策定した。2019 年１月には移行計画ワ

ーキンググループを設置するなど、現在は移行計画 V２の策定に向けた検討を進めて
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いる。 

今後、輸送における移行作業を具体化・明確化し、会場ベースの移行計画にも反映す

ることで円滑な移行が行えるよう取り組みを深化させていく。また、関連デリバリーパ

ートナーと連携し、情報を共有することについても検討していく。 
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１７ 輸送の広報 

１７－１ 輸送における広報 

安全、円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送サービスを提供するため、ステークホルダー及

び市民・企業等に対して、輸送に関する広報を行う。 

大会関係者に対しては、各会場へのアクセス方法、輸送システムの運行情報、道路交通情

報等を提供する。 

市民・企業等に対しては、大会時の交通状況予測、輸送計画、大会時における交通需要予

測や道路交通等の情報を提供する。組織委員会は、ステークホルダー及び市民・企業等がこ

れらの情報を入手しやすい環境を整える。 

また、市民・企業に対しての広報は、特に交通マネジメント施策において重要である。輸

送が受け入れられ、進んで移動行動を変えてもらえるようにするため、効果的に広報を行っ

ていく。 

なお、交通マネジメントの広報については、14 章を参照。 

 

１７－２ 今後の進め方 

輸送に係る情報を収集・発信する TROC と広報の関わり方について検討していく。また、

広報の媒体については、テレビ、出版物、ウェブサイト、SNS 等様々な媒体が考えられるた

め、広報部門と連携し、最適な広報手法について検討を進めていく。 
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１８ 輸送スタッフ 

１８－１ 輸送スタッフの種類 

組織委員会は、大会スタッフの雇用形態を以下のように分類している。 

・職員 

・大会ボランティア 

・委託事業者 

・その他 

 

安全、円滑な輸送サービスを提供するため、上記の中から適正な数の輸送スタッフを確保

する。また、大会においては、様々な役割を担う輸送スタッフがおり、以下にその例を示す。 

【案内・誘導スタッフ】 

競技会場及び非競技会場の乗降場等において、大会関係者の案内・誘導を行う。 

【輸送デスクスタッフ】 

選手村、競技会場等に設置される輸送デスクにおいて、輸送情報の提供や T3 車両の予

約等を行う。 

【バス・乗用車ドライバー】 

大会関係者用のバス・乗用車を運転し、大会関係者の送迎を行う。 

【バス・乗用車デポスタッフ】 

バス・乗用車のデポにおいて、輸送業務の補助を行う。 

 

この他にも、輸送を行う上で必要な輸送スタッフについて検討を進めていく。 

 

１８－２ 輸送スタッフの訓練 

輸送スタッフの訓練は、大会の成功を収めるにあたって重要な要素である。 

特に、ドライバーに対しては、安全運転やアイドリングストップをはじめとしたエコドラ

イブ、ルート習熟のための研修、ORN／PRN の走行訓練等が必要となる。また、案内・誘導

スタッフに対しても、会場内動線やバス運行スケジュールの把握、語学研修や接遇研修等が

必要になる。 

その他のスタッフについても、それぞれの業務に応じた適切な訓練を実施し、安全、円滑

な輸送サービスを提供する。 

また、パラリンピックにおける輸送スタッフについては、車両への乗降時の介助等、特別

な配慮が必要であり、そのための訓練を実施する。 

 

１８－３ 今後の進め方 

輸送スタッフの確保や訓練については、人事部門等と連携し、検討していく。 
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１９ 輸送のテスト 

１９－１ 目的 

大会輸送は、私たちが経験したことのない大規模かつ複雑なオペレーションとなる。その

ため、大会本番に向け、様々な機会を捉え、輸送のテストを行う必要がある。輸送のテスト

の目的は、以下の 3 点である。 

・輸送のオペレーションの確認・検証 

・関係部門、関係機関等との連携の確認・検証 

・輸送に携わるスタッフの教育・訓練 

 

１９－２ 輸送のテストの種類 

輸送のテストは、大別すると以下の 4 種類がある。 

ａ テストイベントにおけるテスト 

国際競技連盟(IF)、国内競技連盟(NF)又は組織委員会が主催するスポーツ大会をテスト

の機会と捉えて行うテストイベントにおいて行うテストのことである。実際のスポーツ大

会を活用して行うテストであり、2019 年 6 月以降、順次行われる。 

ｂ スポーツ大会等におけるテスト 

2019 年 9 月に開催されるラグビーワールドカップ 2019 などのスポーツ大会などを通

じて行うテストのことである。 

ｃ 輸送オペレーションの単独テスト 

TROC の机上訓練(テーブルトップ、シミュレーション)や車両への乗降テスト(ライブ

テスト)など、ａ又はｂ以外で行うテストのことである。 

ｄ TDM/TSM の試行 

TDM 及び TSM の効果を検証し、より効果的な施策を実施するためのテストである。

試行の内容は 14 章参照。 

 

１９－３ テスト内容 

想定する輸送のテストの内容は、以下のとおりである。 

・バス・フリートのオペレーションの確認・検証 

・組織委員会内の他部門や関係機関等との情報連携の確認・検証 

・車いす使用者等、障がい者への対応の確認・検証 

・大会スタッフの習熟   など 

 

１９－４ スケジュール 

テストイベントにおけるテストについては、2019 年 6 月以降、順次行う予定である。特に、

2019 年 8 月に予定されている海の森水上競技場でのボート競技や 2020 年 5 月に予定されて

いる陸上競技においては、輸送オペレーションなどをテストする予定である。それ以外のテ

ストイベントにおいても、バスへの車いすの乗降に係るテストや視察などを通じて、輸送オ

ペレーションの検証や大会スタッフの訓練を行っていく予定である。 

また、１９－２に記載のとおり、2019 年 9 月に始まるラグビーワールドカップ 2019 など

のスポーツ大会などをテストの機会と捉え、輸送のオペレーションに係る知見を蓄積してい

く予定である。 
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更に、輸送独自のテストについても、適宜、実施していく予定である。 

なお、TDM/TSM の試行については、14 章参照。 

 

１９－５ 今後の進め方 

2019 年 6 月以降、輸送のテストを行うに当たり、テストのシナリオや内容などについて、

組織委員会内のみならず、関係機関等とも連携し、テストの実施に向けた検討を加速させる。 

   また、テストイベントでの経験や得られた知見を、テストを実施しなかった他会場の輸送

計画にも反映し、大会本番に向けた検討を進める。 
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２０ 輸送の持続可能性 

２０－１ 背景 

東京 2020 大会は、世界最大規模のスポーツイベントであり、その開催はスポーツの分野だ

けでなく、社会経済等、我々が想像する以上に多岐に渡る影響を及ぼす一大事業である。ま

た、その影響は開催都市のみならず、日本全体、さらには世界にまで広く及ぶものである。 

特に今日では、地球規模での環境対策に取り組む機運がますます高まってきており、オリ

ンピック・パラリンピック競技大会もその社会情勢を踏まえる必要がある。 

このような動きを受けて IOC は、1994 年に「スポーツ」、「文化」に加え、「環境」をオリ

ンピック精神の第三の柱とすることを宣言するとともに、2014 年 12 月に採択された

「Agenda2020」では、持続可能性に関する IOC の取組が明記されており、オリンピックに

おける持続可能性の重視をより明確化し、持続可能な大会の重要性を強く打ち出している。 

特に、近年の大会では持続可能性が大会開催の主要なテーマに掲げられてきており、東京

2020 大会における取組は、ますます大きな関心を集めている。その一方で、限りある大会準

備期間及び予算の中で、持続可能性に最大限配慮していくためには、英知を結集し、様々な

角度から実行可能な取組を検討し、行動していくことが求められる。 

 

２０－２ 目標・方針 

大会の運営に当たっては、大量の人員、物資及び廃棄物の輸送が必要となる。東京 2020 大

会では、世界で最も発達した効率の良い公共交通機関を最大限活用しつつ、大会関係車両の

低公害・低燃費化を図るとともに、啓発活動の徹底によるエコドライブの推進等、様々な取

組を複合的に取り入れることにより、環境負荷の低減、特に CO2 の排出量削減に取り組む。 

 

２０－３ 持続可能性主要テーマ  

2018 年 6 月に策定した「持続可能性に配慮した運営計画第二版」では、東京 2020 大会に

おける持続可能性の主要テーマとして、①気候変動、②資源管理、③大気・水・緑・生物多

様性等、④人権・労働、公正な事業慣行等、⑤参加・協働・情報発信（エンゲージメント）の

５つを挙げている。 

このうち輸送に特に関わりの深い気候変動と人権・労働、公正な事業慣行等に係る取組内

容を以下に記載する。 

 

【気候変動】 

パリ協定がスタートする 2020 年に開催される東京大会において、可能な限りの省エネ・

再エネへの転換を軸としたマネジメントを実施することにより、世界に先駆けて脱炭素化

の礎を全員参加で築いていくこととしている。 

ａ 自動車単体対策 

大会関係車両として、選手・メディア用のバス、選手村の村内巡回バス、鉄道駅から

会場までの観客用シャトルバス、大会関係者用の乗用車などの車両が必要となる。 

このうち、乗用車に関しては、ハイブリッド車等の低公害・低燃費車の利用に努め、

一部の車両においては燃料電池自動車の利用を予定している。バスについては東京都環

境確保条例等を遵守できる車両で、可能な限り低公害・低燃費車を確保する。 

また、車両の導入総台数を計画段階より見直すことで、必要台数の最適化に合わせて
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CO2 排出の削減を目指していく。これらの取組により、大会関係車両の平均 CO2 排出

量原単位（g-CO２/㎞）については、最高水準を目指していく。 

さらに、乗用車・バスの運行の際の急発進・急ブレーキの抑制などエコドライブの周

知徹底を図る。 

 

ｂ 道路交通量対策 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、東京都、国の三者は、東京

2020 大会の円滑な大会運営・輸送の実現と都市活動の安定を図るため、交通需要を低減

する交通需要マネジメント（TDM）を「2020TDM 推進プロジェクト」として推進して

いる。TDM の取組により、自動車交通総量が抑制されるとともに、円滑な交通環境が実

現され、環境負荷が低減される。 

 

ｃ 観客の公共交通機関等の利用促進  

観客等の移動による CO₂の発生を可能な限り回避するため、鉄道やバスなどの公共交

通網及び公共輸送システムを最大限に活用する。 

また、東京を走る鉄道車両は現段階で全て電化されており、低公害車の比率は 100％

であるが、さらに可変電圧可変周波数（VVVF：Variable Voltage Variable Frequency）制

御や回生ブレーキなどの省エネルギー技術を駆使した車両の導入を進めている。2020 年

にはこれらの比率を 100％に近づける。 

 

【人権・労働、公正な事業慣行等】 

大会に関わるすべての人々の人権を尊重するため、ダイバーシティ＆インクルージョン

を可能な限り最大限確保するとともに、人権への負の影響の防止又は軽減に努める。 

さらに、腐敗行為や反競争的な取引等に関与しない公正な事業慣行が確保された大会を

目指していく。 

ａ 観客 

・観客の移動手段において、アクセシブルルート（駅から競技会場まで）を選定し、誰も

が安全・円滑にアクセスできるよう駅・道路管理者と連携し、アクセシビリティの向上

に努める。 

・移動が困難な観客に対するソフト面での支援サービスを提供する。 

ｂ 大会関係者 

・大会関係者の移動手段において、可能な限り、車いすに座ったまま乗降可能なアクセシ

ブルな乗用車とバスを調達する。 

・乗用車とバス車内での案内において、海外の選手や関係者に対する配慮を行う。（音声・

ピクトグラム等） 

 

２０－４ 大会後を見据えて 

これらの輸送に関する持続可能性への取組は、東京 2020 大会開催の範囲で実行できるこ

と、あるいは、2020 年までに実現できることは限られるが、現代社会における課題に対する

解決モデルを世界に示していけるよう努めていく。 
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２１ 輸送のレガシー 

２１－１ 概要 

 1964 年の東京大会では、新幹線や高速道路の開通等、戦後の日本を象徴するようなレガシ

ーが残された。東京 2020 大会においても、大会ビジョンの一つに「未来への継承」を掲げて

おり、輸送部門としても、「将来社会に生きる輸送のレガシーを残すこと」を輸送目標の一つ

としている。 

また、東京都は、2017 年 12 月「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020 年に向け

た実行プラン～」に基づき、バリアフリー化や地下鉄大江戸線勝どき駅の大規模改良などの

取組内容を示している。現在、これに基づく実行プランとして、2018 年 1 月に「３つのシテ

ィ」の実現に向けた政策強化が策定された。 

「実行プラン」では、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた

取組として、バリアフリー化、交通ネットワーク、働き方改革と「時差 Biz」について、政策

の強化を進め、ソフト面・ハード面でのレガシーを次世代に継承できるよう取り組み、大会

の成功につなげていくことを示している。 

輸送に関連したレガシーは多岐に渡るが、この章では、アクセシビリティ、交通マネジメ

ントについて、記載する。 

 

２１－２ アクセシビリティ  

交通分野、建築・施設分野のバリアフリー化については、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律のもと、日本国内の施設や地域において、全国的に取り組まれてき

た。 

 東京 2020 大会においても、障がいの有無にかかわらず、すべての人々にとってアクセシブ

ルでインクルーシブな大会となるよう、組織委員会は様々な取組を推進している。その中の

一つが、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の策定である。「Tokyo2020 アクセ

シビリティ・ガイドライン」は、大会準備に関わるすべての関係団体・行政機関・事業者が、

大会に関するアクセシビリティのニーズを理解し、大会準備の初期段階から、アクセシブル

な環境整備を考慮し、準備に反映することを目的に策定されたものである。 

これまで組織委員会では、全会場においてこの「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドラ

イン」に基づき、アクセシビリティに配慮が必要な観客やその同伴者が会場まで円滑に移動

できるよう、駅から会場までの経路において、アクセシブルルートの選定を進めてきた。 

 また多くの観客が利用する駅や道路について、その管理者とアクセシブルな環境整備に関

する協議を重ね、連携して対応に努めてきた。その結果、多くの鉄道事業者・道路管理者の

協力のもと、駅においてはエレベーターや多機能トイレの新設や改良、ホームドア設置等の

取組が進められている。道路においては、段差の解消や視覚障がい者誘導用ブロックの敷設

等の取組が進められている。 

これらの取組は、東京 2020 組織委員会だけでできるものではなく、関係団体・行政機関・

事業者との協力があってこそはじめて実現するものである。 

引き続き、大会準備に関わるすべての関係団体・行政機関・事業者とともに「Tokyo2020

アクセシビリティ・ガイドライン」等に基づいたアクセシブルな環境整備を目指し、レガシ

ーとして共生社会の実現につなげていく。 

次に、大会関係者に対しては、アクセシブルな自動車・バスを可能な限り調達し、車いす
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使用者の移動をスムーズに行えるよう調整している。さらに、大会前には、乗用車とバスの

運転手に対し、アクセシビリティに配慮した研修を実施することで、大会関係者を安全かつ

円滑に輸送することを目指している。 

以上の取組により、東京 2020 大会を通して、ハード・ソフトの両面でアクセシブルな環境

が次世代へ継承される。 

 

２１－３ 交通マネジメント 

交通マネジメントを通じて得られる知見や経験、種々のデータは、道路･公共交通ネットワ

ークに関する交通情報や取るべき行動を知らせるための情報提供かつ災害時等でも円滑な輸

送が可能となるツールや体制の構築に役立つ。 

このように東京 2020 大会を通じて、道路･公共交通ネットワークをバランスよく使い、交

通の時間的･空間的な集中を避けることを意識した利用者の計画的な交通行動の定着が、今後

の交通政策を企画立案する際に活かすことのできる貴重なレガシーとなる。 
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附則 用語集 

 

用語 意味 

ステークホルダー 
組織委員会又はそのパートナーあるいはその両方から、オリンピック・パラリ

ンピック競技大会に関連したサービスの提供を受ける人々及び団体 

NOC 各国の国内オリンピック委員会 

NPC 各国の国内パラリンピック委員会 

OF オリンピックファミリー（IOC 会長・委員、IF 会長等） 

PF パラリンピックファミリー（IPC 会長・理事、IF 会長等） 

IF 国際競技連盟 

OBS IOC により設立されたオリンピックのホスト放送局 

RHB オリンピックの放送権を有している放送事業者 

プレス 
新聞等の記事を執筆する記者、競技のスチール写真を撮影するフォトグラファ

ー、放映権を有しないノンライツホルダー等 

マーケティングパ

ートナー 
大会スポンサーの関係者及びこれらスポンサーを支援する関係者（顧客等） 

非競技会場 競技は行われないが、大会関係者にサービスを提供する会場 

会場輸送オフィス 会場輸送スタッフの人員管理や指揮命令を行うオフィス 

IBC 国際放送センター 

MPC メインプレスセンター 

TP 大会関係者の公共交通機関による輸送サービス 

TA 
選手村を起点とし、各競技会場、練習会場間を専用バスで移動できる輸送シス

テム 

T1 専属の運転手付き乗用車による輸送サービス 

T2 運転手付きの共用乗用車による輸送サービス 

T3 
組織委員会が定める特定の目的地（競技会場、選手村、公式出入国地点等）を

移動できる輸送サービス 

TF IF 関係者の宿泊施設と担当する競技会場を専用バスで移動できる輸送システム 

TM 
メディアの IBC/MPC を起点とし、宿泊施設群、各競技会場等へ専用バスで移

動できる輸送システム 

DDS OBS の宿泊施設から担当競技会場へ直行かつ専用で提供される輸送サービス 

MPCP 
マーケティングパートナーがゲストを競技会場へ輸送するために必要な輸送サ

ービスを提供するプログラム 

想定移動時間 
大会時に想定される移動時間を表す指標（乗降時間や車両等のセキュリティチ

ェックに要する時間は含まない） 

ORN オリンピック・ルート・ネットワーク（関係者輸送ルート） 

PRN パラリンピック・ルート・ネットワーク（関係者輸送ルート） 

デポ 車両を管理するための拠点 

アクセシビリティ 障がい者等を含む全ての人々にとってのアクセスのしやすさ 
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アクセシブルルー

ト 

アクセシビリティに配慮が必要な観客に対して、競技会場と一部の観客利用想

定駅との間に設定する経路 

地方会場 
晴海に設置される選手村からの輸送を現時点で想定していない競技会場（本計

画における定義） 

大会関係者 
選手及び NOC/NPC、IF、メディア、OF/PF、マーケティングパートナーのい

ずれかに属する者（本計画における定義） 

輸送センター 

（TROC） 
大会関係者及び観客の輸送に係る運営や情報の収集・発信などを行うセンター 

メインオペレーシ

ョンセンター 

（MOC） 

主に大会期間中、大会運営に関する各種調整や問題解決を行うとともに、情報

共有のハブとして様々な情報を集約・発信する機関（複数のＦＡ代表で構成） 

バスオペレーショ

ンセンター 

（BOC） 

大会関係者及び観客の輸送に係るバスのオペレーションを行うセンター 

フリートオペレー

ションセンター 

（FOC） 

各ステークホルダーに提供するフリートサービスの運行を統括するセンター 

都市オペレーショ

ンセンター 

（COC） 

東京都が設置。円滑な大会運営の支援及び大会が都民生活に与える影響の軽減

を果たすため、ＭＯＣ、警視庁、東京消防庁、関係機関等との緊密な連携と、

競技会場周辺における各種取組や事故等への対応を担うセンター 

交通マネジメント 

安全、円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸送と、都市活動の安定との両立を

図るための取組 

交通マネジメントには「交通需要マネジメント」「交通システムマネジメン

ト」「公共交通輸送マネジメント」の 3 種類がある 

TDM（交通需要

マネジメント） 

自動車の効率的利用や公共交通への利用転換等、交通行動の変更を促して、発

生交通量の抑制や集中の平準化等交通需要の調整を行うことにより、道路交通

混雑を緩和していく取組。本計画では、道路交通だけでなく、鉄道等の公共交

通も含めた交通需要調整の取組 

TSM（交通システ

ムマネジメント） 

道路の交通混雑が想定される箇所等において、実効性を伴う通行抑制や通行制

限による交通量のコントロールを行う取組 

公共交通輸送マネ

ジメント 

鉄道等の公共交通について、輸送力の確保、観客の需要分散･平準化、一般利

用者の需要分散・抑制等の施策を用いて、現状と同程度の安全で円滑な運行状

況を目指す取組 

レートカード車両 

レートカードとは、ステークホルダーに対して有償で提供する商品及びサービ

スをカタログ化したもの。レートカード車両とは、そのカタログに商品として

記載されている車両を指す 

VAPPs 

（車両認証/駐車

許可） 

会場への車両のアクセスならびに駐車場へのアクセスを管理するために使用さ

れる許可証 
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