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実施段階環境影響評価書案

（全体計画・競技）

令和元年９月

東 京 都

はじめに
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価は、東京都環境影響評価条
例に準じて環境アセスメント制度のチェック機能を活用し、東京 2020 大会開催に伴う環境影響の回避・
最小化・代償を行うとともに、東京 2020 大会を契機とした東京の持続可能性の向上に資することを目
的とした自主的な取組です。
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック環境アセスメント指針（実施段階環境アセスメント及び
フォローアップ編）
」
（平成 28（2016）年６月 東京都環境局）においては、実施段階環境アセスメント
の対象は、原則として全ての会場 1、全体計画 2及び競技とされています。
東京都では、2014 年（平成 26 年）３月に「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 実
施段階環境影響評価調査計画書」を作成して以降、個別の会場の事業特性や地域特性に応じて、会場整
備に係る実施段階環境影響評価を実施してきました。
本評価書案は、広域的な視点や社会経済的な視点により、東京 2020 大会が及ぼす影響を評価するこ
とを目的とした「全体計画」について、屋外の敷地外及び水域で実施される競技を対象に競技開催に伴
う周辺環境への影響に加えアスリートへの影響についても評価することを目的とした「競技」について
の環境影響評価を実施するものです。全体計画及び競技についての環境影響評価においては、東京都及
び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が連携して行う東京 2020 大会
運営に関する取組を対象としています。

1 会場には、競技会場のほかに、IBC/MPC及び選手村を含む。
2 「全体計画」とは、
「東京2020オリンピック・パラリンピック環境アセスメント指針（実施段階環境アセスメント及
びフォローアップ編）」において、個別の「会場」及び「競技」では評価が困難な環境影響評価を扱うためのアセス
メントの対象区分の一つとされている。
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1.

東京 2020 大会の正式名称
第 32 回オリンピック競技大会（2020／東京）
東京 2020 パラリンピック競技大会

2.

東京 2020 大会の目的

2.1

大会ビジョン
東京2020大会の開催を担う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。）は、2015年（平成27年）２月に国際オリンピック委員会、国際
パラリンピック委員会に提出した「東京2020大会開催基本計画」において以下の大会ビジョンを
掲げている。
スポーツには、世界と未来を変える力がある。
1964 年の東京大会は日本を大きく変えた。2020 年の東京大会は、
「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」
、
「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）
」、
「そして、未来につなげよう（未来への継承）」を３つの基本コンセプトとし、
史上最もイノベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。

2.2

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～
東京都は、2016年（平成28年）12月に策定した「2020年に向けた実行プラン」において、
「都民

ファーストの視点で3つのシティを実現し、新しい東京をつくる」ことを示している。また、東京
2020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。
）の成功に向けた取
組を分野横断的な政策の展開に位置付け、
「東京2020大会の成功は、東京が持続可能な成長をして
いくための梃子であり、そして、ソフト・ハード面での確かなレガシーを次世代に継承していか
なければならない」としている。
東京2020大会実施段階環境アセスメント（以下「本アセスメント」という。
）の実施に当たって
は、適宜「2020年に向けた実行プラン」を参照し進めていく。

図 2.2-1 「2020 年に向けた実行プラン」における 3 つのシティ
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3．

東京 2020 大会の概要

3.1

大会の概要
組織委員会は、東京2020大会において、オリンピック競技大会は７月24日の開会式に続いて、

７月25日から８月９日までの16日間で開催し、閉会式は８月９日に予定している。また、パラリ
ンピック競技大会は８月25日から９月６日までの開催を予定している。
実施競技数は、オリンピック33競技、パラリンピック22競技である。
3.2

東京2020大会の環境配慮
組織委員会は、「東京2020大会開催基本計画（2015年２月策定）」の中で、東京2020大会は、単

に2020年に東京で行われるスポーツの大会としてだけでなく、2020年（令和２年）以降も含め、
日本や世界全体に対し、スポーツ以外も含めた様々な分野でポジティブなレガシーを残す大会と
して成功させなければならないとし、
「東京2020アクション＆レガシープラン2016（2016年７月策
定）
」において、街づくり・持続可能性に関する以下のレガシーとアクションを示した。
表 3.2-1 街づくりに関するレガシーとアクション
レガシー
アクション
「ユニバーサル社会の実現・ユニバーサルデ 競技施設、鉄道駅等のユニバーサルデザイン
ザインに配慮した街づくり」
の推進、アクセシブルな空間の創出等、ユニ
バーサルデザインに配慮した街の実現
「魅力的で創造性を育む都市空間」
都市空間の賑わいの創出、公園・自然環境等
の周辺施設との連携
「都市の賢いマネジメント」
ＩＣＴの活用、エリアマネジメント活動の活
性化等
「安全・安心な都市の実現」
安全・安心のための危機管理体制の構築
表 3.2-2 持続可能性に関するレガシーとアクション
レガシー
「持続可能な低炭素・脱炭素都市の実現」

アクション
気候変動対策の推進、再生可能エネルギーな
ど持続可能な低炭素・脱炭素エネルギーの確
保
「持続可能な資源利用の実現」
資源管理・３Ｒの推進
「水・緑・生物多様性に配慮した快適な都市 生物多様性に配慮した都市環境づくりや大
環境の実現」
会に向けた暑さ対策の推進
「人権・労働慣行等に配慮した社会の実現」 調達等における人権・労働慣行等に配慮した
取組の推進
「持続可能な社会に向けた参加・協働」
環境、持続可能性に対する意識の向上、参加
に向けた情報発信・エンゲージメントの推進
4.

全体計画・競技の概略
東京 2020 オリンピック競技大会は、史上最多の 33 競技 339 種目が 42 競技会場において、７月 25

日から８月９日までの 16 日間にわたり実施される予定である。
東京 2020 パラリンピック競技大会は、史上最多 4,400 人の選手により、22 競技 540 種目が 21 競技
会場において、８月 25 日の開会式翌日から９月６日の閉幕までの 12 日間にわたり実施される予定で
ある。
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5.

全体計画・競技における環境及び社会経済に及ぼす影響の評価の結論
東京 2020 大会の実施に伴う環境及び社会経済の変化について、
「東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック環境アセスメント指針（実施段階環境アセスメント及びフォローアップ編）」
（平成 28 年６
月

東京都環境局）を参考に、大会運営計画の内容や競技の内容等を考慮した上で、環境影響評価の

項目を選定し、現況調査並びに予測・評価を行った。全体計画・競技における環境及び社会経済の評
価の結論は、表 5-1～8 に示すとおりである。
表 5-1(1) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項
1.大気等

目

2.生物・生態系、緑

3.騒音・振動

評価の結論
選手等の大会関係者を輸送する関係者輸送ルートであるオリンピック・ルート・ネットワ
ーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）は、市民の生活や都市活動
に与える影響も含めて考慮して高速道路を主として設定されていることから、一般道沿道へ
の大気汚染物質の排出低減効果がある。
東京 2020 大会の開催に伴う関係車両の走行に当たっては、可能な限り、低公害・低燃費車
両を活用するとともに、車両運転者に対するエコドライブの周知徹底を行うことから、大会
運営に伴う大気汚染物質の排出低減が図られる。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通
機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による
来場の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への大気汚染物質の排出低減
にもつながる。
また、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄
道などの公共交通も含めた交通需要マネジメント（TDM）における取組を促すよう説明会を行
う等の情報発信を行うことにより、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に働きかけて
いる。
以上のように、大会関係車両から排出される大気汚染物質の排出低減とともに、通常の都
市活動による大気汚染物質の排出低減にもつながる取組を東京都及び組織委員会が連携して
取り組む計画となっていることから、大気等への影響を極力低減する取組が事業者の実施可
能な範囲で最大限行われるものと考える。
東京都では、公園や緑地の整備、街路樹・植樹帯や公園樹林の再生等により、快適な都市
環境の創出や豊かな自然環境の創出・保全の取組を実施している。区部のうち、特に臨海部
においては、多数の海上公園等を整備してきたほか、中央防波堤地区には海の森公園が開園
し、2020 年（令和２年）に向けて多数の緑地が整備されつつある。このように、中央防波堤
地区や臨海部から内陸部にかけての緑の連続性が強化され、近年の臨海部では、従来の水域
や草地を生息環境とする動物種に加え、樹林に生息する確認種の割合が増加しているなど、
動物相が多様化してきている。
このような中、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンでは、東京 2020 大会の競技会場の整
備に当たり、既存樹木を極力保存するとともに、樹木の移植を実施しているほか、新設恒久
会場では、在来種を用いた敷地内の植栽を行っている。また大会開催中には「フラワーレー
ンプロジェクト」として緑の鉢植えを設置する。こうした取組の結果、新たな緑や動物の生
息環境が創出される。
以上のように、東京 2020 大会の競技会場の整備において緑の量や生物の生育・生息空間と
しての機能向上に資するような取組を東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっ
ていることから、生物・生態系や緑に配慮した取組が事業者の実施可能な範囲で最大限行わ
れるものと考える。
ア．関係者等の移動による道路交通騒音
選手等の大会関係者を輸送する関係者輸送ルートであるオリンピック・ルート・ネットワ
ーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）は、市民の生活や都市活動
に与える影響も含めて考慮して高速道路を主として設定されていることから、一般道沿道へ
の道路交通騒音の低減効果がある。
関係車両の走行に当たっては、可能な限り低公害車を活用するとともに、車両運転者に対
するエコドライブの周知徹底を行うことから、関係者等の移動による道路交通騒音の低減が
図られる。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通
機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による
来場の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への道路交通騒音の低減も図
られる。
以上のように、道路交通騒音の低減につながるような取組を東京都及び組織委員会が連携
して取り組む計画となっていることから、関係車両の走行に伴う騒音の影響を極力低減する
取組が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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表 5-1(2) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項 目
3.騒音・振動

4. 歩 行 者 空 間 の 快 適
性

5.水利用

6.廃棄物

評価の結論
イ．競技実施に伴い発生する音
競技の実施に伴い騒音となりうる様々な音の発生が考えられるが、競技会場の周辺住民に
対して、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大会スケジュールにつ
いて事前周知を図る。大会開催時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、
必要に応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するために、テストイベントを活用した実地検証
を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、大会運営に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会運営に伴う騒音につ
いての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
競技会場等施設やラストマイルの一部では、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰に
よる効果が期待できる。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組
織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベ
ントにおいて、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによってより効果的な大
会本番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携して取り
組む計画となっていることから、観客、アスリート、及び大会関係者への暑さへの配慮が事
業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
東京 2020 大会の新設恒久会場では、
「水の有効利用促進要綱」
（平成 15 年７月 東京都都
市整備局）等に基づき、多くの競技会場で雨水や循環利用水（中水）利用を行うとともに、
節水型機器の設置等により、水の効率的利用を図る計画のもと整備されている。
このような中、夏季に開催される大会開催中は、暑さ対策として必要な上水道は有効に利
用しつつ、関係機関と連携し、上水道の供給状況や公衆・環境衛生の確保状況等、大会にお
ける都市機能の維持に係る各種情報について一元的に集約し、事業者として効率的な水利用
に努めることにより円滑な大会運営に努めることから、都民生活の維持へもつながる。
以上のように、大会開催中の水の効率的利用を行う計画となっていることから、水利用へ
の配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
ア．大会開催前
東京 2020 大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活用し、恒久会場
の建設を抑制するとともに、仮設オーバーレイの整備においてはリース・レンタルの利用を
基本とすることにより、競技会場等の整備による建設廃棄物の発生そのものを抑制している。
また、競技会場等の整備に当たっては、
「東京都建設リサイクル推進計画」や「東京都建設
リサイクルガイドライン」等に基づき建設廃棄物の 3R（リデュース・リユース・リサイクル）
の取組を実施している。
以上のように、大会開催前においては、競技会場等の整備に伴う建設廃棄物に伴う廃棄物
の 3R の取組を東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、3R への
配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
イ．大会開催中
大会で利用される資源については、インプット（物品の調達）とアウトプット（物品の処
分）の両面で取組を進め、物品や再生資源の活用等により資源の使用量を減らした上で、3R
の徹底、廃棄物の処理に伴い生じる熱やエネルギーの回収により、持続可能な資源利用をし
ていく。
資源のインプットについては、食品ロス削減（食品廃棄物の発生抑制）
、容器包装等削減及
びレンタル等活用による新規物品製造削減を行う。また、アウトプットについては、調達物
品や食品廃棄物のリユース・リサイクル、競技会場等でのきめ細かな分別による大会運営時
の廃棄物のリユース・リサイクルを行う。
さらに、容器包装やレジ袋等の廃プラスチックの削減に向けた取組を行うとともに、観客
への働きかけを行う。
以上のように、大会開催中のインプット及びアウトプット両面での持続可能な資源利用が
図られるような取組を行うほか、近年大きな課題となっているプラスチックの処理や海洋プ
ラスチック汚染についても東京都と組織委員会が連携して取り組む計画となっていることか
ら、大会開催中の廃棄物の 3R への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
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表 5-1(3) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項
6.廃棄物

目

7.エコマテリアル

評価の結論
ウ．大会開催後
大会開催後に撤去する仮設施設は、撤去時の廃棄物排出量の削減を念頭に可能な限りレン
タル・リースによる調達を進めている。また、選手村のビレッジプラザは、後利用のしやす
さを考慮した木造の仮設建築物として計画することにより、全国の自治体から無償で借り受
けた木材を使用してビレッジプラザを建設し、大会後に解体された木材を自治体の公共施設
等でレガシーとして活用を図ることにより廃棄物の発生抑制となる取組を進めている。
以上のように、大会開催後の施設等の撤去時において、廃棄物が極力発生しない取組に加
え、資材等のリサイクルが図られるような取組を東京都と組織委員会が連携して取り組む計
画となっていることから、3R への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
ア．大会開催前
競技会場等の整備に当たっては、
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」
、組織委員会に
よる「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード」
や「持続可能性に配慮した木材の調達基準」に基づき資材等を調達しており、エコマテリア
ルの利用が図られている。
以上のように、大会開催前の競技会場等整備に伴うエコマテリアルの利用に関する取組を
東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催前のエコマ
テリアルの活用を推進するための配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
イ．大会開催中
大会の運営に当たっては、
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能
性に配慮した調達コード」に基づき環境物品等を調達するほか、紙、パーム油については、
個別基準に基づき環境物品等を調達する計画である。
さらに、大会で使用されるメダルについては、全国で回収された小型家電から抽出したリ
サイクル金属を使用する。また、表彰台についても、国内から集められた使用済プラスチッ
クの再生利用を基本に、海洋プラスチックも一部活用して製作する。
以上のように、大会開催中の大会運営に伴うエコマテリアルの利用に関する取組を東京都
及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会の実施においてエコマ
テリアルの活用を推進するための配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。

8.温室効果ガス、
エネルギー

ウ．大会開催後
大会開催後の施設の撤去工事に当たっては、
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に
基づき、特定調達品目である排出ガス対策型建設機械や低騒音型建設機械を使用し、建設資
材が必要な場合は、同方針に記載のある特別品目や特定調達品目の使用を予定する。
また、選手村のビレッジプラザでは、大会後に解体された木材を自治体の公共施設等でレ
ガシーとして活用を図り、エコマテリアルとして利用される取組を進めている。
以上のように、大会開催後の施設の撤去に伴うエコマテリアルの利用に関する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催後のエコマテリ
アルの活用を推進するための配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考え
る。
我が国の消費エネルギー及び温室効果ガス排出量は、2020 年以降の温室効果ガス削減目標
基準年である 2013 年度及び 2005 年度から減少している。また、東京都では、東京 2020 大会
を契機とした水素エネルギーの普及が促進されている。
このような中、東京 2020 大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活
用し、恒久会場の建設を抑制することにより、競技会場等の整備により使用するエネルギー
使用量及び排出される温室効果ガスを削減している。さらに、東京 2020 大会の新設恒久施設
では、建物形状の配慮、省エネルギー性能の高い設備・物品等の導入及び BEMS 等の導入によ
り、競技会場等の稼働に伴うエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減に配慮した計
画のもと整備されている。
大会は暑さが厳しい時期に開催されることから、空調設備や暑さ対策設備等の適切な利用
による安全な大会運営を進めながらも、環境性能の高い物品の最大限の利用、省エネルギー
性能の高い設備や機器等の最大限の利用等により、エネルギーの効率的利用に努める計画と
なっている。
また、大会運営で使用する電力については、再エネ電力の直接的活用やグリーン電気購入
等により、再生可能エネルギーの最大限の活用を図るとともに、レンタル・リース品の利用
や観客・大会スタッフの公共交通利用などによるエネルギー消費抑制及び温室効果ガス排出
抑制につながる取組を積極的に進める計画となっている。
以上のように、エネルギーの効率的な利用と、それに伴う温室効果ガスの削減につながる
取組を東京都と組織委員会が連携して取り組むことから、エネルギーの効率的な利用と温室
効果ガス排出量削減への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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表 5-1(4) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項 目
9.スポーツ活動

10.文化活動

評価の結論
ア．スポーツ施設の充足
東京都は、東京 2020 大会の競技会場として、東京アクアティクスセンター、海の森水上競
技場、有明アリーナ、カヌー・スラロームセンター、大井ホッケー競技場及び夢の島公園ア
ーチェリー場の６施設を新たに整備し、大会後には体育・スポーツ及びレクリエーションの
普及振興を図り、都民の心身の健全な発達に寄与するため施設となる。また、障害のある方
が気軽にスポーツやレクリエーションを楽しめるよう障害者専用スポーツの施設である東京
都障害者総合スポーツセンター及び東京都多摩障害者スポーツセンターをリニューアルオー
プンした。
また、東京都は、東京 2020 大会等に向け都立スポーツ施設が改修・休館していく中、
「TOKYO
スポーツ施設サポーターズ事業」を実施し、大学・企業等の協力を得ながら、都民のスポー
ツ環境の維持に努めている。
以上のように、スポーツ施設の整備やスポーツ環境の維持等、東京 2020 大会を契機として
スポーツ施設が充足し、スポーツの利用者の場が確保される取組を行っていることから、都
民のスポーツ活動の機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと
考える。
イ．スポーツ活動の状況
オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大のスポーツの祭典であり、東京都や
組織委員会では、東京 2020 大会を契機とした様々なスポーツイベント、体験プログラム、教
育プログラム等を実施し、都民等のスポーツ活動への関心及び意識啓発のための機会を広く
提供している。
さらに、東京 2020 大会では、子供の観戦促進に向けた「学校連携観戦プログラム」やライ
ブサイトやパブリックビューイングによる東京 2020 大会の観戦機会を提供する。
以上のように、都民等のスポーツ活動への関心及び意識啓発のための機会の提供等、東京
2020 大会を契機としてスポーツ活動の参加機会が充実するよう東京都及び組織委員会が連携
して取り組む計画となっていることから、都民のスポーツ活動の参加の機会への配慮が事業
者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
ア．文化活動の状況
東京都は、東京 2020 大会に向けて、東京を文化の面から盛り上げるため、多彩な文化プロ
グラムを実施し、芸術文化都市東京の魅力を伝える取組を展開している。組織委員会では、
文化芸術など参加者自らが体験・行動し、レガシーを形成することで未来につなぐプログラ
ムである「東京 2020 参画プログラム」を運営し、都民等の文化活動に対する情報発信を行っ
ているほか、国内外へ日本の様々な文化を PR するため、
「東京 2020 NIPPON フェスティバル」
を展開する。
東京 2020 大会では、コミュニティライブサイトでの文化イベントの開催等により、世界各
国に我が国や東京都の文化を広く発信する。
以上のように、文化の祭典でもあるオリンピック・パラリンピック競技大会に関する文化
プログラムの実施等、東京 2020 大会を契機として文化活動の参加機会が充実するよう東京都
及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、多彩な文化プログラムによ
る都民の文化活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるも
のと考える。
イ．国際交流の状況
東京都は、国際交流の活動の機会が増加する東京 2020 大会のホストタウン・キャンプ地・
練習会場の誘致を図るため、誘致に向けた基盤整備の取組を実施している。また、東京都は、
区市町村が連携してオール東京体制で取組を進められるよう、
「東京 事前キャンプガイド ～
for2020」を開設し、東京を選ぶべき理由を発信している。
組織委員会では、
「東京 2020 事前キャンプガイド」を公開し、キャンプ地の情報を数多く
掲載し、最適なキャンプ地を日本国内で見つけられるよう、ガイドを活用した積極的な情報
発信で支援している。
さらに、東京 2020 大会では、都内各地に大会参加国の文化芸術等の情報発信拠点となるオ
リンピックハウスが設置される予定である。
以上のように、国際交流機会の提供や情報発信等、東京 2020 大会を契機として国際交流が
充実するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会参
加国との国際交流による都民の文化活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範
囲で最大限行われるものと考える。
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表 5-1(5) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項 目
10.文化活動

11.ボランティア

12.コミュニティ

評価の結論
ウ．情報提供のバリアフリー化
東京都は、大会開催中の外国人旅行者が円滑に移動し、安心して快適に滞在できる環境整
備を図るため、標示・標識等の多言語対応に取り組んでおり、その一環として、都内区市町
村職員及びその関係団体職員を対象とした「多言語対応推進セミナー2019」を開催した。
組織委員会では、
「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」
（平成 29 年３月 組織委
員会）を策定し、適用対象施設の所有者・管理者等に対し、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ている。
以上のように、外国人旅行者に対応した多言語化等、東京 2020 大会を契機として文化活動
の情報提供のバリアフリー化が進展するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画
となっていることから、情報提供のバリアフリー化による都民の文化活動の参加機会の確保
への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
東京都は、東京 2020 大会を契機に、ボランティア文化の定着に向けた取組を進めており、
ボランティア関連情報の発信、ボランティア休暇制度や東京マラソン・ラグビーワールドカ
ップのボランティア活動支援等のボランティア活動の機会や場を提供する様々な取組、ボラ
ンティア人材の育成等を実施している。
このような中、東京 2020 大会では、ロンドン大会を上回るフィールドキャスト（大会ボラ
ンティア）80,000 人、シティキャスト（都市ボランティア）30,000 人程度の計 110,000 人程
度のボランティアの参加を予定している。東京都及び組織委員会では、東京 2020 大会のフィ
ールドキャスト（大会ボランティア）及びシティキャスト（都市ボランティア）については、
大会開催前に複数の研修を連携して実施し、東京 2020 大会を契機としたボランティア人材の
育成を行う。また、組織委員会では、東京都以外の競技会場を有する自治体や東京都の区市
とも連携して、ボランティアの参加の機会を創出する。
以上のように、ボランティアの参加機会の創出や人材育成等、東京 2020 大会を契機として
ボランティア文化が進展するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となってい
ることから、都民のボランティア活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲
で最大限行われるものと考える。
ア．地域のコミュニティ活動
「都民による地域コミュニティ活動」は、都市構造の変化や、学校の活用、SNS 等の新たな
コミュニティツールの開発等により、地域コミュニティ活動は多様化してきている。
このような中、2020 年(令和２年)に向けては、
「東京 2020 参画プログラム」等のイベント
が開催されているほか、都内の複数の区市町村が事前キャンプの受入れやホストタウン登録
を行っている。また、近年コミュニティ活動の場として利用される小学校等を東京 2020 大会
のコミュニティライブサイト・パブリックビューイング会場として活用するような取組を実
施する。
以上のように、地域コミュニティの活動機会の提供等、東京 2020 大会を契機として地域の
コミュニティ活動が充実するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となってい
ることから、コミュニティ機会の創出による地域のコミュニティ活動の充実への配慮が事業
者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
イ．企業の地域コミュニティ活動
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会では、2020 年(令和２年)に向けて自治体と
の連携の取組を実施している。また、東京都の商店街の６割は、地域との連携を行っている。
このような中、組織委員会では、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会が主催者
となるプログラムを「東京 2020 参画プログラム」に掲載し、企業の地域貢献活動を広く周知
する。また、東京都では、商店街や商店会が実施主体となり、東京 2020 大会のパブリックビ
ューイング会場として活用するような取組を実施する。
以上のように、経済界、商店街や商店会との連携等、東京 2020 大会を契機として企業の地
域コミュニティ活動が充実するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となって
いることから、企業のコミュニティ機会の創出による地域のコミュニティ活動の充実への配
慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
ウ．地域のコミュニティ単位での大会への参画
東京都は、都内の事前キャンプ候補地を、効果的かつ積極的に各国関係団体へ PR し、既に
都内の複数の区市町村が事前キャンプの受入やホストタウン登録を行っている。
また、組織委員会では、事前キャンプ地を誘致した自治体や学校等との連携をはじめ、各
主体との連携による取組を推進する。
さらに、近年コミュニティ活動の場として利用される小学校等を東京 2020 大会のコミュニ
ティライブサイト・パブリックビューイング会場として活用するような取組を実施する。
以上のように、地域コミュニティの参加機会の提供等、東京 2020 大会を契機として地域の
コミュニティ単位での大会への参画の充実に向けた機会が確保されるよう東京都及び組織委
員会が連携して取り組む計画となっていることから、企業のコミュニティ機会の創出による
地域のコミュニティ活動の充実への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと
考える。
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表 5-1(6) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項 目
13.環境への意識

14.安全

15.衛生

評価の結論
東京都が実施した都民への意識調査では、既に都民の環境への意識は高いものと推測され
る。さらに、東京都は、燃料電池車等の利用、選手村の水素関連施設の一部の先行稼働、大
会開催中の CO2 等をオフセットする取組等の東京 2020 大会における環境先進都市・東京に向
けた取組を都民に発信する計画としている。
このような中、東京 2020 大会に向けては、
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジ
ェクト」や「みんなの表彰台プロジェクト」等の国民参画形式の取組により、資源を無駄に
しない持続可能な社会の実現に向けた新しいモデルを示す。
東京 2020 大会では、大会開催中の使い捨て型製品の使用の抑制、レジ袋の削減等を徹底し、
資源ロス意識の啓発にもつながるように、観客等に分別の協力を働きかける。
以上のように、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、都
民の環境意識向上に向けた機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われる
ものと考える。
ア．移動の安全のためのバリアフリー化の程度
東京 2020 大会の全競技会場等の会場施設内及び会場敷地内の屋外通路、公共交通機関から
会場までのラストマイルについては、IPC ガイドや国内法令等の基準や仕様を満足するバリア
フリー化を図る計画である。公共交通機関の施設（駅等の構内）についても所有者・管理者
等に対し、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
よう働きかけている。また、観客に対するアクセシブルルートについては、ホームページや
広報誌等、様々な媒体を活用して周知する。
大会開催中は、ソフト対策として、
「アクセシビリティサポート・ハンドブック」を活用し、
大会スタッフ・ボランティア等によるサポートを実施する。
以上のように、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大
会開催中の安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
イ．大会運営に係る電力供給の安定度
組織委員会では、大会開催中を通じて競技会場、選手村及び IBC/MPC に効率的で安定した
大会開催中の一時的なエネルギー供給を実施するため、必要な設備等の設置、仮設電源シス
テムの導入により、エネルギーの安定供給に万全を期す。
以上のように、安定した電力供給を可能とするインフラ環境の整備に取り組む計画となっ
ており、大会開催中の安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
我が国の水道水や食品品質に係る基準は、水道法や食品衛生法等の法令に基づき定められ
ている。また、東京都では、最高水準の水質管理や生産から消費に至る各段階での食品の安
全確保の対策を行っている。
このような中、大会開催中に組織委員会の責任において行う観客、アスリート、ボランテ
ィア、大会関係者等に対する飲食提供については、
「東京 2020 大会における飲食提供に係る
基本戦略」に基づき、法令遵守、自主的衛生管理、行政機関との協働、食品防御、飲食提供
対象者との協力により、食品安全管理を行う。また、大会開催中の飲食物の提供業務を受託
する事業者は、組織委員会が策定した「東京 2020 大会において提供される飲食物の安全確保
のためのガイドライン」に基づき、食品衛生管理、使用水等の管理、HACCP による衛生管理食
材の優先使用等による飲食物を提供する。
以上のように、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大
会開催中の観客、アスリート、ボランティア、大会関係者等に対する飲食提供の安全性への
配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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表 5-1(7) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項 目
16.消防・防災

17.交通渋滞

18.公共交通へのアク
セシビリティ

評価の結論
競技会場がある各都道府県においては、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するた
め、地域に係る防災に関する計画を各種定めて運用している。
そのうえで、特に競技会場が集中する東京都においては、現行の体制・計画を最大限に活
用する一方で、国内外からの多くの観客が競技会場等に集中することを想定し現行の取組の
充実・強化や外国人対応などの新たな取組が必要となることから、東京都は、各種事態を想
定した「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」を策定している。組織委員会
は、都外会場において大会開催中の火災や大規模地震等の発生時に対処するため、日々の防
火管理業務の状況をメインオペレーションセンター等で把握するとともに、有事の際には各
競技会場の情報を一元管理できる体制の構築を検討している。
さらに、大会開催に向けて、実地訓練などを通じた検証、改善を進め、世界から訪れるア
スリートや大会関係者、観客の安全・安心の確保に万全を期す。
東京都は、大会開催中には都市オペレーションセンターを設置し、都市運営に影響を及ぼ
しうる事案を分類し、事案分類ごとに対応者・権限範囲を定めることにより対応する。また、
組織委員会は、各競技会場における施設配置や避難誘導経路等のハード面の特性と、地理的
立地条件や会場収容人数と輸送サービスレベル等の各競技会場に特有の会場周辺状況等を考
慮し、競技会場ごとの課題を抽出した上で、避難誘導計画を含めた競技会場ごとの運営計画
を検討中である。
以上のように、競技会場等でのハード対策や地域性を考慮した避難誘導等のソフト対策に
ついて、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっており、東京 2020 大会の運営
面での消防・防災に対する安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるもの
と考える。
選手等の大会関係者を輸送する関係者輸送ルートであるオリンピック・ルート・ネットワ
ーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）は、市民の生活や都市活動
に与える影響も含めて考慮して高速道路を主として設定されていることから、一般交通への
影響を低減する効果がある。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通
機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による
来場の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への一般交通への影響の低減
も図られる。
また、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄
道などの公共交通も含めた交通需要マネジメント（TDM）における取組を促すよう説明会を行
う等の情報発信を行うことにより、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に働きかけて
いる。
以上のように、大会関係車両及び通常の都市活動による一般交通への影響低減にもつなが
る取組を、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、東京 2020
大会開催中の交通渋滞に対する配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考え
る。
競技会場周辺には進入禁止エリア（セキュリティペリメーター）が設定される計画であり、
アクセス性は低下するものと考えられるが、関係機関のホームページや広報誌など様々な媒
体を活用して事前周知を図るとともに、迂回案内看板や必要に応じて交通誘導員等を配置し、
迂回路の誘導を行い、公共交通機関までのアクセスを確保する。
大会開催中の競技会場周辺の鉄道駅は、多数の観客による混雑により、特に競技会場が集
中する都内においてはアクセス性が低下する駅があると考えられるが、鉄道駅の混雑予測に
ついて事前周知を行うとともに、競技開催日には、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横
断歩道等に交通誘導員やシティキャスト（都市ボランティア）を配置し、観客のスムーズな
誘導により、鉄道駅の一般利用者への影響を極力低減する。
以上のように、競技会場周辺や鉄道駅での一般利用者への影響を最小化するように、東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催中の公共交通へ
のアクセシビリティに対する配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考え
る。
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表 5-1(8) 環境及び社会経済の評価の結論（全体計画）
項 目
19.交通安全

20.経済波及、雇用

21.事業採算性

評価の結論
大会開催中の関係者輸送ルートは、安全性を考慮し、高速道路（自動車専用道路）を主と
して設定している。一般道においても自動車専用道路のほか、交通容量の大きい４車線以上
の高規格の道路を優先して選定しており、自動車専用道路以外の道路においては、ほぼ歩行
者と自動車の動線の分離が図られている。自動車専用道路以外における関係者輸送のための
車両の走行に当たっては、交差点進入時や右左折時における一般歩行者や自転車の安全確認
等の安全走行を徹底する。
競技会場周辺では、トラフィックペリメーターにより一般車両の通過交通の進入を抑制（ト
ラフィックペリメーター内側の生活・業務等に係る交通は対象外）するほか、競技会場の直
近においては、一般車両の通行が禁止となる。競技会場周辺のラストマイルでは、多数の観
客による混雑が想定されるが、ラストマイルは極力歩道幅員の広い道路に設定するほか、入
場・退場ルートを分散することにより、観客の歩行者サービス水準を確保する。また、競技
開催日には、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道等に交通誘導員やシティキャス
ト（都市ボランティア）を配置し、観客のスムーズな誘導により、観客の安全確保を図る。
以上のように、大会関係車両の安全走行やラストマイルでの交通安全対策を東京都及び組
織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催中の一般歩行者や観客の
交通安全への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年（平成 25 年）以降の都内総生産（名目）等の経済
指標や訪都旅行者数は、増加傾向を示す一方、完全失業率は減少傾向を示している。
このような中、
東京 2020 大会の開催に伴う施設整備及び大会運営等に係る資本投資による、
大会前・大会開催中の生産誘発額は 13 兆 2,424 億円、付加価値誘発額は６兆 6,439 億円、雇
用者所得誘発額は４兆 1,014 億円の効果が見込まれる。また、大会後の生産誘発額は７兆
1,983 億円、付加価値誘発額は３兆 9,722 億円、雇用者所得誘発額は２兆 459 億円の効果が見
込まれる。また、雇用誘発数は直接的効果で約 21 万人、レガシー効果で約 109 万人、合計で
約 130 万人が見込まれる。
また、東京都では、大会開催中の混雑緩和に加え、企業の生産性向上にもつなげるため、 時
差 Biz や働き方改革にも資するテレワークをスムーズビズとして一体的に進めている。2019
年(令和元年)夏には、スムーズビズ推進期間を設定し、企業等に多様な働き方の実践等の取
組を働きかけるとともに、東京 2020 大会に向けてさらに企業等の幅広い参加を得ることによ
り、新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルの確立を目指している。
以上のように、大会開催に伴う需要増加による経済及び雇用へのプラスの影響及び社会全
体の生産性の向上など、東京 2020 大会の開催を契機とした雇用に関するプラスの影響を与え
るよう働きかけていることから、東京 2020 大会の経済波及効果への配慮及び東京 2020 大会
開催による雇用への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
東京都及び組織委員会は、競技会場計画の再検討により近隣他県まで含めた既存施設の活
用による効率的な競技会場配置や、競技会場の設計、工法の見直し、及び効率的な大会運営
の検討等により、可能な限り経済的な整備費、運営経費となるよう検討してきている。
以上のような取組により、大会成功に向けて東京都及び組織委員会が連携して取り組む計
画となっていることから、東京 2020 大会の経費の最適化への配慮が事業者の実施可能な範囲
で最大限行われるものと考える。
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表 5-2 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・陸上競技（マラソン）
）
項
1.大気等

目

2.騒音・振動

3. 歩 行 者 空 間 の 快 適
性

評価の結論
東京都では、東京マラソンを 2007 年（平成 19 年）より 13 年連続で開催しているほか、皇
居周囲では市民マラソン大会も数多く開催されている。
陸上競技（マラソン）のコースに近接した一般局及び自排局における二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質は、いずれも環境基準を満足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画
となっている。
以上のように、東京都及び組織委員会が陸上競技（マラソン）の実施に伴う大気等に係る
取組を連携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実施可能
な範囲で最大限行われるものと考える。
陸上競技（マラソン）の実施に当たっては、競技会場の周辺住民に対して、関係機関のホ
ームページや広報誌など様々な媒体の活用により大会スケジュールの事前周知を図る。また、
競技時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に応じてメインオペレ
ーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を東
京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となって
いる。
以上のように、競技実施に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、陸上競技（マラソン）の
実施に伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
競技コースの一部では、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰による効果が期待でき
る。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組
織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベ
ントにおいて、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによって、より効果的な
大会本番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ
細かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者
の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。

表 5-3 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・陸上競技（競歩）
）
項

目

1.大気等

2. 歩 行 者 空 間 の 快 適
性

評価の結論
陸上競技（競歩）のコースに近接した自排局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、
いずれも環境基準を満足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画
となっている。
以上のように、東京都及び組織委員会が陸上競技（競歩）の実施に伴う大気等に係る取組
を連携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実施可能な範
囲で最大限行われるものと考える。
競技コースで、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰による効果が期待できる区間は
部分的である。
このような中、ソフト面、ハード面から場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組織
委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、東京 2020 大会における東京都の取
組を実践的に準備するため、テストイベントを活用した検証を行う。東京都においても、
組織委員会と連携し、テストイベントが実施される都内全会場で検証を行う。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ
細かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者
の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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表 5-4 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・自転車競技（ロードレース）
）
項
1.大気等

目

2.騒音・振動

3. 歩 行 者 空 間 の 快 適
性

評価の結論
ロードレースコース周辺の一般局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、環境基準を
満足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画
となっている。
以上のように、東京都及び組織委員会が自転車競技（ロードレース）の実施に伴う大気等
に係る取組を連携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
自転車競技（ロードレース）の実施に当たっては、競技コース沿道の周辺住民に対して、
関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体の活用により大会スケジュールの事前周
知を図る。また、競技時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に
応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を
東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、競技実施に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、自転車競技（ロードレー
ス）の実施に伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
競技コースの大半は山間部であり、日差しを遮断する樹林等が形成する緑陰による効果が
期待できる。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組
織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイ
ベントにおいて、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによって、より効果
的な大会本番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ
細かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者
の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。

表 5-5(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）
）
項
1.大気等

2.水質等

目

評価の結論
トライアスロンのコースに近接した一般局及び自排局における二酸化窒素及び浮遊粒子状
物質は、いずれも環境基準を満足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画
となっている。
以上のように、東京都及び組織委員会がトライアスロンの実施に伴う大気等に係る取組を
連携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲
で最大限行われるものと考える。
オリンピック及びパラリンピックのトライアスロンの水泳（スイム）
、オリンピックの水泳
（マラソンスイミング）の競技コースとなるお台場海浜公園の水域では、一部の項目で国際
トライアスロン連合等が定める水質基準を超過している状況が確認されている。
このような中、東京都及び組織委員会では、水中スクリーンを張った実証実験を行い、一
定の抑制効果を確認している。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベントにおいて、水
質対策を試行し、その結果を検証することによって、より効果的な大会本番の水質対策につ
いて取りまとめる。また、競技実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技
団体（IF）が判断する。
以上のように、水質等によるアスリートへの負の影響を最小化するよう東京都及び組織委
員会が連携して取り組む計画となっていることから、トライアスロン及び水泳（マラソンス
イミング）の実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大
限行われるものと考える。
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表 5-5(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）
）
項 目
3.生物・生態系

4.騒音・振動

5. 歩 行 者 空 間 の 快 適
性

評価の結論
競技会場であるお台場は、日本トライアスロン連合主催の日本トライアスロン選手権が
2001 年（平成 13 年）より 18 年連続で開催されている等の類似の大会実績を有している。ま
た、スイム競技においてはウエットスーツ等を着用することから素肌の露出は限定的である。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画
となっている。また、競技実施に当たっては、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、生物によるアスリートへの負の影響を最小化するよう取り組む計画となっ
ていることから、トライアスロン及び水泳（マラソンスイミング）の実施に伴う生物・生態
系に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
トライアスロンの実施に当たっては、競技会場の周辺住民に対して、関係機関のホームペ
ージや広報誌など様々な媒体の活用により大会スケジュールの事前周知を図る。また、競
技時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に応じてメインオペレ
ーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を
東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、競技実施に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、トライアスロンの実施に
伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
競技コースの一部では、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰による効果が期待でき
る。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組
織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベ
ントにおいて、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによって、より効果的な
大会本番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ
細かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者
の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。

表 5-6 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・カヌー（スプリント）、ボート）
項

目

1.水質等

2.生物・生態系

評価の結論
カヌー（スプリント）
、ボートともにアスリートは船上で競技を行う。また、海の森水上競
技場の水質は、国際カヌー連盟(ICF)及び国際ボート連盟(FISA)が定める「水質は泳げる程度
とすること」という基準に基づき参照した、環境省が定める水浴場水質判定基準を満足して
いる。
このような中、東京 2020 大会における東京都の取組を実践的に準備するため、組織委員会
と連携し、テストイベントを活用した検証を行う。また、競技実施に当たっては、その時の
天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を東京都及び組織委員会が連
携して取り組む計画となっていることから、カヌー（スプリント）及びボートの実施に伴う
水質等に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考え
る。
カヌー（スプリント）
、ボートともにアスリートは船上で競技を行う。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画
となっている。また、競技実施に当たっては、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を東京都及び組織委員会が連
携して取り組む計画となっていることから、カヌー（スプリント）及びボートの実施に伴う
生物・生態系に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと
考える。
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表 5-7 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・セーリング）
項
1.水質等

目

2.生物・生態系

評価の結論
セーリング競技では、アスリートは船上にて競技を行う。また、競技会場周辺の海水浴場
の水質は、リオ 2016 に使用された「World Sailing Water Quality Standards」が定める水
質基準を満足するものと考えられる。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。ま
た、競技実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を組織委員会が取り組む計画
となっていることから、セーリングの実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者
の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
セーリング競技では、アスリートは船上にて競技を行うことが基本であり、ウインドブレ
ーカー等を着用していることから、素肌の露出は限定的である。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。ま
た、競技の実施は国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証に取り組む計画となっている
ことから、セーリングの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮が事業者の実施
可能な範囲で最大限行われるものと考える。

表 5-8 環境に及ぼす影響の評価の結論（競技・サーフィン）
項

目

1.水質等

2.生物・生態系

評価の結論
競技会場周辺の海水浴場の水質は、環境省が定める水浴場水質判定基準の水質 A 相当の状
況が確認されており、海水浴場としては「適」の区分に該当する。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。ま
た、競技実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を組織委員会が取り組む計画
となっていることから、サーフィンの実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者
の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
サーフィン競技では、アスリートはウエットスーツ等を着用することから、素肌の露出は
限定的である。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地
検証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。ま
た、競技実施に当たっては、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を組織委員会が取り組む計画
となっていることから、サーフィンの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮が
事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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6.

評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容の概要
本評価書案の作成にあたっては、
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環

境影響評価調査計画書審査意見書について」（平成26年５月29日

26環都環第104号）に記載された

環境局長の意見を勘案するとともに、計画の具体化に伴い、調査計画書の内容を修正した。
調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表6-1に示すとおりである。
表 6-1 調査計画書の修正の経過及びその内容
調査計画書の修正箇所

修正事項

2.2020 年東京大会の目的

評価書案における修正内容及び修正理由
大会ビジョンや「2020 年に向けた実行プラン」
の内容を反映した。
（p.1 参照）
東京 2020 大会の開催期間や「東京 2020 大会開
催基本計画（2015 年２月策定）
」の内容を反映し
た。
（p.2 参照）
最新の東京 2020 大会の会場計画、東京 2020 大
会の運営計画、競技の内容を反映した。
（p.17～
85 参照）

3.2020 年東京大会の概要

4.2020 年東京大会個別計画（会場等
ごと、競技ごと、全体計画など）
の内容
7. 環境影響評価の項目
7.1 会場等ごと
環境影響評価 開催前の仮設施設整備に係る廃棄物及びエコマ
の項目
テリアルは、全体計画で取りまとめて予測・評
価を実施した。
（p.89、90 参照）
開催中の競技の実施に係る騒音・振動、大会の
運営に係る大気等、騒音・振動、歩行者空間の
快適性、水利用、廃棄物、温室効果ガス、エネ
ルギー、安全、消防・防災、公共交通へのアク
セシビリティ及び交通安全は、全体計画で取り
まとめて予測・評価を実施した。
（p.88～91 参照）
7.2 競技ごと
対象競技
カヌー（スラローム）は、屋外敷地内競技のた
め、会場（開催中）と同様の取扱いとした。ま
た、調査計画書公表以降に追加競技として決定
したサーフィンを対象に追加した。
（p.93 参照）
環境影響評価 開催中の競技の実施（陸上競技(競歩)、水泳(マ
の項目
ラソンスイミング)、カヌー(スプリント)、ボー
ト及びセーリングに限る）に係る騒音・振動、
大会の運営に係る大気等、騒音・振動、廃棄物、
温室効果ガス、エネルギー、安全及び消防・防
災は、全体計画で取りまとめて予測・評価を実
施した。
（p.100、101、112、113、116、117、120、
121、124、125 参照）
7.3 全体計画
環境影響要因 開催中の競技の実施と大会の運営を一体的な環
境影響要因としての取扱いとした。（p.88、89
参照）
環境影響評価 開催中の騒音・振動、歩行者空間の快適性、エ
の項目
コマテリアル、開催後の廃棄物を新たに評価項
目として追加した。また、スポーツ活動、文化
活動、ボランティア、コミュニティ、環境への
意識、経済波及、雇用及び事業採算性は、評価
の時点を変更した。
（p.88、89 参照）
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東京2020大会の全体計画・競技の内容

7.1 全体計画の内容
7.1.1 東京2020大会の会場計画
各競技会場等の所在地、建設種別及び規模（収容人数）は、表 7.1-1 に、競技会場等の位置図
は、図 7.1-1 に示すとおりである。
東京 2020 大会では、全 43 会場（恒久：８、既存：25、仮設：10）を使用する予定である。東
京都及び組織委員会では、レガシーや都民生活への影響、整備コストの視点から、新規恒久施設
の見直しを含む、会場計画全体の見直しに着手してきた。2014 年(平成 26 年)12 月には、IOC 総
会でオリンピックアジェンダ 2020 が採択され、既存施設の活用推進が提唱されたことから、東
京 2020 大会の会場計画の見直しが一層後押しされた。その後、IOC や国際競技団体(IF)のサポー
トの下、さらなる見直しを進めた結果、既存施設の利用は招致段階の約４割から約６割に増加し、
東京 2020 大会では既存施設を最大限に活用し、恒久会場の建設を抑制することで土地改変や気
候変動等に配慮した持続可能な大会の開催準備を進めている。
また、競技会場のほか、選手の宿泊棟や選手利便施設等からなる選手村、世界各国のテレビ局
への映像・音声の配信施設及びメディア関係者の拠点施設となる IBC/MPC1を整備する。多くの会
場は、選手村を起点としたヘリテッジゾーンと東京ベイゾーンの２つのゾーンに位置している。
「ヘリテッジゾーン」は、1964 年(昭和 39 年)の東京大会のレガシーを引き継ぐゾーンであり、
東京 1964 大会のオリンピックスタジアムであった国立競技場をはじめ、東京体育館、国立代々
木競技場、日本武道館、馬事公苑については、東京 1964 大会に引き続き東京 2020 大会でも使用
される。
「東京ベイゾーン」は、都市の未来を象徴するゾーンである。東京ベイゾーンとなる臨海部は、
高度成長期以降の東京港の物流機能拡張のためのふ頭整備や都市の産業活動に伴って排出され
る廃棄物や建設発生土による埋立地で造成され、東京 2020 大会に向けて新設される競技会場の
多くは、東京 1964 大会以降に生まれた埋立地に整備が進められている。新規恒久施設は、スポ
ーツ・文化等による賑わいを創出していく「有明レガシーエリア」、多様なスポーツに親しめる
「マルチスポーツエリア」
、様々な水上スポーツの機会を提供する「ウォータースポーツエリア」、
大井ホッケー競技場周辺のスポーツ施設が一体となり、臨海部の新たな一大スポーツゾーンを形
成し東京 2020 大会のレガシーを生かしていく。

1 IBC（International Broadcast Centre：国際放送センター）
MPC（Main Press Centre：メインプレスセンター）
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表 7.1-1 オリンピック・パラリンピック競技会場等所在地、建設種別及び規模一覧
番号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸

競技会場等名
オリンピックスタジアム
東京体育館
国立代々木競技場
日本武道館
皇居外苑
東京国際フォーラム
国技館
馬事公苑
武蔵野の森総合スポーツプラザ
東京スタジアム
武蔵野の森公園
有明アリーナ
有明体操競技場
有明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
潮風公園
青海アーバンスポーツパーク
大井ホッケー競技場
海の森クロスカントリーコース
海の森水上競技場
カヌー・スラロームセンター
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
東京辰巳国際水泳場
幕張メッセ A ホール
幕張メッセ B ホール
幕張メッセ C ホール
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
さいたまスーパーアリーナ
陸上自衛隊朝霞訓練場
霞ヶ関カンツリー倶楽部
江の島ヨットハーバー
伊豆ベロドローム
伊豆 MTB コース
富士スピードウェイ
福島あづま球場
横浜スタジアム
札幌ドーム
宮城スタジアム
茨城カシマスタジアム
埼玉スタジアム 2002
横浜国際総合競技場
選手村
IBC/MPC(東京ビッグサイト)

所在地
東京都新宿区
東京都渋谷区
東京都渋谷区
東京都千代田区
東京都千代田区
東京都千代田区
東京都墨田区
東京都世田谷区
東京都調布市
東京都調布市
東京都府中市、調布市、三鷹市
東京都江東区
東京都江東区
東京都江東区
東京都江東区
東京都港区
東京都品川区
東京都江東区
東京都品川区、大田区
東京都中央防波堤地区
東京都江東区地先
東京都江戸川区
東京都江東区
東京都江東区
東京都江東区
千葉県千葉市
千葉県千葉市
千葉県千葉市
千葉県長生郡一宮町
埼玉県さいたま市
東京都練馬区
埼玉県川越市
神奈川県藤沢市
静岡県伊豆市
静岡県伊豆市
静岡県駿東群小山町
福島県福島市
神奈川県横浜市
北海道札幌市
宮城県宮城郡利府町
茨城県鹿嶋市
埼玉県さいたま市
神奈川県横浜市
東京都中央区
東京都江東区

建設種別
恒久
既存
既存
既存
仮設
既存
既存
既存
恒久
既存
仮設
恒久
仮設
仮設
既存
仮設
仮設
仮設
恒久
仮設
恒久
恒久
恒久
恒久
既存
既存
既存
既存
仮設
既存
仮設
既存
既存
既存
既存
既存
既存
既存
既存
既存
既存
既存
既存
仮設
仮設

収容人数
(グロスキャパシティ)
68,000
6,500～7,000
10,200
11,000
700
5,000
※
9,300
7,200
48,000
－
15,000
12,000
5,000～7,000
19,400～19,900
5,500
12,000
4,300～8,400
15,000
16,000
12,800～16,000
7,500
5,600
15,000
4,700
10,000
7,000～8,000
5,500
6,000
21,000
3,000～6,800
25,000
3,600
3,600
11,500
22,000
14,300
35,000
41,000
49,000
40,000
64,000
72,000
－
－

注 1)番号は、図 7.1-1 に対応する。
2)グロスキャパシティとは、いわゆる競技会場の収容人数のことで、オーバーレイ工事や、観客の輸送などの計画を策定する際に、参
考にする基礎的な数字である。グロスキャパシティには、観客用の席のほか、選手やメディア等の関係者席等も含まれている。
3)国技館のグロスキャパシティは、未公表。
会場等名の出典：「競技会場等」（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/index.html、
競技会場等の実施段階環境影響評価書をもとに作成
建設種別の出典：「2018 年５月２日組織委員会報道発表資料」（組織委員会）
グロスキャパシティの出典：
「2019 年３月 27 日輸送連絡調整会議（第７回）資料 2-3」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/bd5d4ef6cfe2a01f372d8e02e7ff692c_1.pdf
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出典：
「東京 2020 大会ガイドブック」
（平成 30 年 10 月

- 19 図 7.1-1 オリンピック・パラリンピック会場位置図

東京都オリンピック・パラリンピック準備局・組織委員会）
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7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

7.1.2 東京2020大会の運営計画
東京 2020 大会の運営は、東京都及び組織委員会が策定する大会運営に係る各種の計画等に基づ
き行う。東京都及び組織委員会が策定している東京 2020 大会の運営に係る計画等は、表 7.1-2 に
示すとおりである。
表 7.1-2 東京 2020 大会の運営に係る計画等（2019 年(令和元年)８月時点）
計画等

策定者

「東京 2020 大会における都市運営に係る
基本方針」
（平成 30 年３月）

東京都

「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）

東京都

「東京 2020 大会の安全・安心の確保のた
めの対処要領（第二版）」
（平成 31 年４月）

東京都

「東京 2020 大会における飲食提供に係る
基本戦略」（平成 30 年３月）

組織委員会

「東京 2020 大会において提供される飲食
物の安全確保のためのガイドライン」

組織委員会

「大会関係者向け 携帯用 アクセシビ
リティサポート・ハンドブック（Ver.1）」
（平成 30 年９月）

組織委員会

「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイド
ライン」
（平成 29 年３月）

組織委員会

「東京 2020 大会のシティドレッシング・
大規模展示物基本計画」
（平成 31 年３月）

東京都

「東京 2020 大会 コミュニティライブサ
イトガイドライン」
（平成 31 年２月）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会 パブリックビューイング 基
本ガイドライン」
（令和元年７月）
「東京 2020 ライブサイト等基本計画」
（平
成 31 年４月）

組織委員会

概要
東京 2020 大会を万全な体制で迎えるため、円滑な大
会運営を支援し都民生活への影響を軽減するための
東京都における大会時の都市運営の取組について今
後の基本的な方針を策定したもの。
東京 2020 大会において、円滑な大会運営を支援する
とともに、都民生活への影響の軽減を図るため、東京
都が設置する「都市オペレーションセンター」につい
て、運営体制、組織構成、オペレーションの概要を定
めたもの。
治安対策、サイバーセキュリティ、災害対策、感染症
対策の 4 つの視点から、大会時に想定される様々なリ
スクを抽出し、想定される各種事態への対応方針、活
動の主体・内容を定めたもの。
東京 2020 大会における飲食提供に関する基本的な考
え方を示すもの。
「東京 2020 大会における飲食提供に係る基本戦略」
において掲げたテーマのひとつである「食品の安全衛
生」を達成するために必要な取組を詳細に示すもの。
世界中の人々を最高の「おもてなし」で歓迎できるよ
う、実際に大会関係者が活用する大会運営時の携帯ツ
ール。
東京 2020 大会の各会場のアクセシビリティに配慮が
必要なエリアと、そこへの動線となるアクセシブルル
ート、輸送手段、組織委員会による情報発信・表示サ
イン等のバリアフリー基準、並びに関係者の接遇トレ
ーニング等に活用する指針となるもの。
開催都市の役割として、大会の祝祭の雰囲気を盛り上
げるとともに、開催都市の魅力を世界に発信するた
め、シティドレッシング 2及び大規模展示物の実施内
容等を定めたもの。
地方自治体が、住民の身近な場所で大会を楽しむこと
ができるコミュニティライブサイトを実施するに当
たって、注意事項や手続をまとめたもの。

実施段階環境ｱｾｽﾒﾝﾄで
関連する中項目
アメニティ・文化
安全・衛生・安心
交通
アメニティ・文化
安全・衛生・安心
交通

アメニティ・文化
安全・衛生・安心
安全・衛生・安心
安全・衛生・安心
参加・協働
安全・衛生・安心
交通
参加・協働
安全・衛生・安心
交通

社会活動
参加・協働
社会活動
参加・協働

組織委員会

パブリックビューイングを実施できる主体や実施の
手順等を示したもの。

社会活動
参加・協働

東京都

世界中から訪れる観戦客等がライブ中継で競技観戦
を楽しみ、大会の感動と興奮を共有できる会場を、都
内及び被災地に設置するための計画。

社会活動
参加・協働

主要環境
生活環境
交通
主要環境
生態系
「持続可能性に配慮した運営計画 第二
持続可能性に配慮して大会の準備・運営を行う上での
生活環境
版」
組織委員会
方向性や目標、施策例を示すものであり、大会関係者
アメニティ・文化
（平成 30 年６月）
の拠り所となるもの。
資源・廃棄物
温室効果ガス
注)実施段階環境アセスメントで関連する項目は、各計画等と「東京 2020 オリンピック・パラリンピック環境アセスメント指針（実施段階環
境アセスメント及びフォローアップ編）
」（平成 28 年６月 東京都環境局）に示されている環境影響評価の中項目との対応関係を示す。
概要の出典：各計画等をもとに作成
「輸送運営計画 V1」
（平成 29 年６月）

組織委員会
・東京都

組織委員会及び東京都が、輸送に係る検討・取組状況
について、関係機関と調整し、とりまとめたもの。

2 シティドレッシング：オリンピック・パラリンピック開催都市全体を一貫性のある外観で装飾すること。
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東京 2020 大会は、国内の他のイベントに類を見ない大規模な大会であり、選手等大会関係者や
観客など国内外から多数の来訪者が見込まれていることから、開催都市である東京都は、組織委員
会及び関係機関等と連携しながら、大会開催中における都市運営に関わる様々な事項についての方
針を「東京 2020 大会における都市運営に係る基本方針」（平成 30 年３月 東京都オリンピック・
パラリンピック準備局）として策定している。また、大会開催中は、
「東京 2020 大会における都市
運営に係る基本方針」に基づき、都市オペレーションセンターを設置する。都市オペレーションセ
ンターは、図 7.1-2 に示すとおり、メインオペレーションセンター、輸送センター、国（セキュリ
ティ調整センター等）、都庁各局、関係機関等、大会における都市運営に関わる多様な組織間との
大会運営に係る総合的な連絡調整機能を有する。大会開催中は、都市オペレーションセンターが都
市運営の中心的な役割のもと、表 7.1-2 に示す個別の計画等に基づき「大会運営に係る総合的な連
絡調整」
、
「競技会場周辺における取組」、
「輸送・交通に係る取組」を実施し、大会運営を行う。
さらに、オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大規模のスポーツイベントであり、
その影響は環境・社会・経済に、また開催国のみならず世界にまで広く及ぶことから、持続可能性
に配慮した大会の運営が求められる。このため、
「持続可能性に配慮した運営計画 第二版」
（平成
30 年６月 組織委員会）に基づき、
「持続可能性に配慮した運営」の取組を実施し、大会運営を行
う。

出典：
「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
パラリンピック準備局）

東京都オリンピック・

図 7.1-2 大会開催中の都市運営に係る関係機関と連携体制
「大会運営に係る総合的な連絡調整」、
「競技会場周辺における取組」、
「輸送・交通に係る取組」
、
「持続可能性に配慮した運営」は、次ページ以降に示すとおりである。
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(1) 大会運営に係る総合的な連絡調整
東京都は大会時、組織委員会と緊密な連携体制を構築し、大会運営に係る情報を随時集約し、
都庁関係局及び関係機関に迅速に共有するなど連絡調整を実施する。
また、都市機能を支える関係機関等と連携し、各機関が日頃から保有する都内の都市機能に係
る情報について一元的な集約を行った上で異常がないか確認する。そして、大会運営に影響を及
ぼし得る事態が発生した場合、関係機関等と連携して迅速に対応を行い、大会運営への影響の軽
減を図る。
さらに、大規模な自然災害、テロ、サイバー攻撃、感染症の流行など大会運営に著しい影響を
及ぼす事態が発生した場合には、選手等大会関係者及び観客の安全を守るとともに、都民の生
命・健康の確保や、都民生活及び社会機能を維持するための対策を講じる。
また、東京 2020 大会が盛夏の時期に開催されることから、大会時に提供される飲食物の安全
性に十分配慮する必要があるため、食品安全管理を徹底する。
1)

大規模な自然災害等への対応
東京2020大会開催中における災害時の基本的な対応は、東京都の現行の「東京都地域防災

計画
画

震災編（平成26年修正）」、「首都直下地震等対処要領（改訂版）」、
「東京都地域防災計
風水害編（平成26年修正）
」にのっとって実施し、東京都全体に影響を及ぼす大規模災害

等は東京都災害対策本部で対応する。
一方で、大会開催中は国内外から多くの観客が競技会場等に集中することが想定されるこ
とから、東京都では、
「東京2020大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）」
（平成
31年４月

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を策定し、図7.1-3に示すとおり現

行の取組の充実・強化や外国人対応等の新たな取組を実施する。

出典：「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
」
（平成 31 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

図 7.1-3 東京都における現行の体制・計画との関係
ア．現行の取組の充実・強化
大会開催中には国内外から多数の観客が東京を訪れることに加え、世界からの注目が東京
に集まることから、次の取組をはじめ、現行の取組の充実・強化を図る。
（主な取組事例）
・テロをはじめとする治安事象の未然防止（治安対策）
・国や区市町村など関係機関との情報共有（サイバーセキュリティ）
・首都直下地震等発生時の都民・訪都者への呼び掛け・情報提供（災害対策）
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・感染症の発生動向の監視・情報の集約及び都民・関係機関への提供（感染症対策） 等
イ．大会時における新たな対応
大会開催中には、選手村をはじめ大会固有の大規模な大会関係施設が設置されるほか、多
くの外国人が東京 2020 大会を訪れる。また、東京 2020 大会の役割（経費）分担に関する大
枠の合意に基づき、東京都は、都内会場周辺に関わるセキュリティ対策の役割を担うなど、
大会時に必要となる取組を行う。
（主な取組事例）
・テロ等治安事象発生時におけるラストマイル 3上の観客の安全確保（治安対策）
・政府に設置されるサイバーセキュリティ対処調整センターとの連携（サイバーセキュリ
ティ）
・首都直下地震等発生時の会場周辺における観客等の避難措置（災害対策）
・感染症発生時に迅速・的確な対応をとるための専門家の助言を受けられる体制の確保（感
染症対策）
2)

大会開催中の飲食提供の食品安全管理
組織委員会では、大会時の飲食提供の食品安全管理のため、「東京2020大会における飲食提

供に係る基本戦略」
（平成30年３月 組織委員会）を策定している。
東京2020大会において組織委員会の責任において飲食提供を行う競技会場、選手村等につ
いては、表7.1-3に示す取組により、食品安全管理を徹底する。
表 7.1-3 東京 2020 大会時の食品安全管理の概要
区
法令遵守

分

概
要
・飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するために制定された食品衛生法をはじめ、各種関係法令を厳格
に遵守する。
・食材の生産から料理の提供に至るまでのトレーサビリティの確保を構築していく。
自主的衛生管理
・組織委員会が行う飲食提供における衛生管理には世界標準である HACCP 4の手法を採用するとともに、サプラ
イヤーに対しても可能な限り HACCP による衛生管理を求め、食中毒の未然防止を図っていく。
・生産地から飲食提供の場までの温度管理が継続できるよう食材等の取扱者の連携を推進していく。これらの
取組により、食品事業者の HACCP や関連する認証への対応を促進するとともに、加えて食品事業者が先進的
な管理を検討、推進することを通じ、衛生管理の底上げと国際化への対応を図っていく。
行政機関との協働
・組織委員会は、会場等を所管する地方自治体の保健所をはじめとした各行政機関との良好な関係を構築し、
指導、助言及び支援を受けていく。
食品防御
・行政機関の協力を得ながら、食材等の取扱者の食品安全への取組を強化するとともに、悪意を持った者によ
るリスクの予防と対応策を整備していく。
飲食提供対象者
・組織委員会は飲食提供対象者に対し、手洗いの励行や食品の長時間の携行に対する注意喚起等、食品衛生を
との協力
確保する上で重要な行動に関して必要に応じた情報提供を行う。
・提供された飲食に対して飲食提供対象者が気付いた意見や安全に関わる情報の提供を受けるなど、相互コミ
ュニケーションを通じた協力関係を構築する。その際、不測の事態に備えた体制についても整備する必要が
ある。
出典：
「東京 2020 大会における飲食提供に係る基本戦略」（平成 30 年３月 組織委員会）

また、大会開催中の飲食物の提供業務を受託する事業者は、
「東京2020大会において提供さ
れる飲食物の安全確保のためのガイドライン」に基づき、東京2020大会の施設内で喫食され
る飲食物を取り扱う場合は、以下の事項を遵守する。
・
「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月 24 日付衛食第 85 号（最終改正版））
3 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。
4 HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の
出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性
を確保しようとする衛生管理の手法。国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）の合同機関である食品規格
（コーデックス）委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたもの。
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及び「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」（平成 16
年２月 27 日付食安発第 0227012 号（最終改正版）
）
・ノロウイルスの流行期としての衛生管理
・使用水等の管理（水質検査の実施、貯水槽の清掃等）
・鼠族及び昆虫対策（鼠族及び昆虫の駆除等）
・食品衛生責任者の設置
・食品等の取扱（HACCP による衛生管理食材の優先使用等）
・記録の作成及び保存
・回収・廃棄
・検食の実施
・情報の提供
・食品取扱者等の衛生管理
・食品取扱者等に対する教育訓練
・危機管理（健康危害発生時の体制の構築、危機管理訓練等）
(2) 競技会場周辺における取組
大会時に観客が集中する競技会場周辺、特にラストマイルにおいては、円滑な大会運営を支援
するとともに都民生活への影響を軽減するため、図 7.1-4 に示すような各種取組を実施する。
また、競技会場周辺において観客の大規模な滞留、怪我・急病人の発生や事故等の事案が発生
した場合には、組織委員会や関係機関等と連携して迅速な対応を行い、観客の安全確保や大会運
営への影響の軽減を図る。

出典：「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

図 7.1-4 ラストマイルの各種取組イメージ

- 24 -

東京都）

7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

ア．暑さ対策
観客の歩行距離が長いなどの暑さ対策が必要となるラストマイルにおいて、観客利用想定
駅前における紙製帽子やうちわ等の配布などのソフト対策や、日除け、ミストファン等を備
えた仮設休憩所の設置などのハード対策を行う。
また、熱中症予防に関する情報の発信や、シティキャスト（都市ボランティア）等による
水分補給の呼びかけなど観客への注意喚起を行う。
さらに、競技会場周辺における遮熱性舗装等の整備促進や、日差しを遮る木陰を確保する
ための樹形拡大の取組を進めている。
イ．救護対応
必要に応じて看護師など有資格者が駐在する救護スペースを設置し、応急手当を実施する
とともに医療機関への適切な搬送につなげていく。また、体調不良となった観客等が診察を
受けられるよう、近隣の医療機関と連携する。
さらに、使用可能な AED（自動体外式除細動器）の場所等を把握し、警備員等やシティキ
ャスト（都市ボランティア）が適切に活用できるようにする。
ウ．シティキャスト（都市ボランティア）による案内
観客利用想定駅の出入口や歩道の分岐点、交差点などにシティキャストを配置し、競技会
場までの案内や観光案内を行う。開催都市の「顔」として、国内外からの観客等を明るく、
楽しい雰囲気で案内し、大会を盛り上げていく。
また、全ての観客の方が不安なく大会を楽しんでいただけるよう、アクセシビリティに配
慮した案内やサポートを行っていく。
エ．サイン
観客の円滑な往来を支援するため、沿道、歩道上に仮設の案内サインを設置する。サイン
は、多言語での表記やピクトグラムを活用し、国外からの観客等にも分かりやすく①行先案
内、②周辺施設・設備案内（トイレ・休憩所等）
、③交通案内を行っていく。
オ．警備誘導
観客等の雑踏事故の発生を抑制・防止するため、観客が集中する駅前や人と車両の交錯が
生じる交差点・横断歩道、マンションやビルの車両出入口、観客の通行に危険がある場所な
どに警備員等を配置する。横断歩道橋や駅の階段付近の混雑時には、徒列の整理等も行って
いく。
また、障害のある方に対する声かけやサポートなど、アクセシビリティに配慮した安全確
保を行っていく。
カ．ラストマイルカメラ
観客の流動状況の把握による群衆事故の防止及び災害発生時の現地状況の確認のため、ラ
ストマイルカメラを設置する。
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キ．アクセシビリティ対応
障害者等の動線となるアクセシブルルート 5について、道路管理者等と連携し、段差解消
や勾配改善、視覚障害者誘導用ブロック敷設など「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドラ
イン」
（平成 29 年３月 組織委員会）の水準確保に向け整備を促進するとともに、仮設整備
やソフト的対応（人的サポート等）を検討する。
ク．仮設トイレ
駅や公園などの公衆トイレだけでなく、近隣の商業施設等のトイレも活用できるよう働き
かけていく。
また、不足が見込まれる箇所には、仮設のトイレの設置やトイレカーを配備することを検
討する。
ケ．Wi-Fi
大会情報、競技会場までの行き方や交通機関の運行情報を収集できるようにするため、駅
前や競技会場の入口付近などへの公共フリーWi-Fi の整備を促進する。
さらに、ラストマイルに設置する休憩所等、需要が見込まれる場所への仮設 Wi-Fi の設置
を検討する。
コ．路上美化
競技会場内で購入した飲食物等のゴミは競技会場内で廃棄し、路上へのポイ捨て等を行わ
ないよう、観客への呼びかけを行っていく。
また、路上に捨てられているゴミがある場合には、スタッフ等による回収を行っていく。
サ．受動喫煙対策
受動喫煙の問題が生じないよう、路上喫煙禁止などの地元自治体の条例を踏まえ、取り組
んでいく。

5 アクセシブルルート：大会時に、両大会の全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組織委員会が選定するエリア。
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シ．シティドレッシング 6
競技会場等周辺を中心に、大会前（2020 年（令和２年）６月頃）から大会終了まで、統一
的なデザインのフラッグやバナー等で効果的に装飾し、大会を盛り上げる。
ス．パラレルイベント 7
地元自治体やイベント主催者に対し、事前に大会運営に関する情報を提供するとともに、
大会時に開催されるイベントについては、円滑な大会運営との両立が図れるよう協力してい
く。

6 東京都は、「東京2020大会のシティドレッシング・大規模展示物基本計画」（平成31年３月 東京都オリンピック・
パラリンピック準備局）を策定し、表-1に示す競技会場や東京2020ライブサイト等会場の周辺を中心に、選手や大
会関係者、観客が通行する道路、空港、駅等を統一的なデザインのフラッグやバナー等で効果的に装飾し、大会を
盛り上げるとともに、大会を世界に印象付ける。また、表-2に示す国内外の多くの観戦客等が訪れる大会の象徴的
な場所や東京2020ライブサイト等会場に大規模展示物を設置し、各種メディアやSNS等を通じ、東京の魅力を世界に
発信する。
表-1 シティドレッシングの実施内容
実施個所

実施規模

実施期間

主要幹線道路

選手村から競技会場等

青山通り、内堀通り、晴海通り等 約 180 路線

ラストマイル等

最寄駅から競技会場、東京
2020 ライブサイト等会場

最寄駅から競技会場：約 70 ルート
最寄駅から東京 2020 ライブサイト等会場：約 10 ルート

羽田空港

第一・第二・国際線ターミナルの出発・到着ロビー等

成田空港

第一・第二ターミナルの出発・到着ロビー等

競技会場の最寄駅等

競技会場の最寄駅、都営線の駅 等

空港
駅等

2020 年 4 月頃から
大会終了まで

2020 年 6 月頃から
大会終了まで

出典：
「東京 2020 大会のシティドレッシング・大規模展示物基本計画」
（平成 31 年３月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

表-2 大規模展示物の実施内容
種類

設置箇所
区部及び多摩における象徴的な場所
・臨海部（都立お台場海浜公園水域）
・高尾山山頂

オリンピック・パラリンピック
シンボル

東京 2020 ライブサイト等
・都立代々木公園
・都立井の頭恩賜公園
・羽田空港（国際線到着ロビー）
・成田空港（国際線到着ロビー）

園芸装飾（オリ・パラシンボル）

東京 2020 ライブサイト等
・都立日比谷公園

ワードマーク（TOKYO2020）

空港から選手村までのアクセスルート上１か所

大会マスコット像
※オリンピック・パラリンピック
マスコットを並べて設置

東京 2020 ライブサイト等
・高輪ゲートウェイ駅前用地
・東京都庁舎
・都立上野恩賜公園
・多摩地域会場

実施期間
オリンピックシンボル：
2020 年 1 月頃からｵﾘﾝﾋﾟｯｸ終了まで
パラリンピックシンボル：
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ終了後から大会終了まで

オリンピックシンボル：
2020 年 6 月頃からｵﾘﾝﾋﾟｯｸ終了まで
パラリンピックシンボル：
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ終了後から大会終了まで

2020 年 6 月頃から大会終了まで

多摩・島しょ地域の主要観光地
・７か所
出典：
「東京 2020 大会のシティドレッシング・大規模展示物基本計画」
（平成 31 年３月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

7 パラレルイベント：大会時に会場付近や近郊で開催され、大会運営に影響を与える可能性のある大会とは直接関係
しない各種催事。

- 27 -

7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

(3) 輸送・交通に係る取組
東京都と組織委員会は、大会時に多数訪れる大会関係者や観客等に質の高い輸送サービスを提
供し、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っていく必要がある。
そのため、東京都、組織委員会共同で輸送センターを設置し、都市交通需要マネジメント、大
会輸送管理、インフラ運行等管理を実施する。東京 2020 大会における選手等の大会関係者の輸
送、観客・スタッフの輸送、輸送と経済・都市活動との両立を図るための競技会場周辺の交通対
策の計画は、以下のとおりである。
1)

大会関係者の輸送

ア．大会関係者の輸送サービスの概要
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）
、国際競技連盟（IF）、メディア、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、迅速な輸送サービスを提供する。
対象となるステークホルダーごとの人数（想定）は、表 7.1-4 に示すとおりである。
表 7.1-4 ステークホルダー毎の人数（想定）
人数

ステークホルダー

オリンピック

選手村
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)
国際競技連盟(IF)
メディア
オリンピックファミリー/パラリンピックファミリー
マーケティングパートナー
注)追加競技に係る人数は含まない。
出典：「輸送運営計画 V1」
（平成 29 年６月 組織委員会・東京都）

パラリンピック

18,200

8,000

2,900
25,800
調整中
17,100

1,200
9,500
調整中
調整中

イ．関係者輸送ルート
オリンピック大会における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。
）と呼称し、都市活動に与える影響を考慮して以下のコンセプトで設
定する。
・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。
過去の大会においては、ORN における円滑な交通を実現するため、ORN に関わる交通対策
のほか、交通需要マネジメント施策を実施してきた。
東京 2020 大会においても、大会関係者の輸送を効率的に行うとともに、大会に係る円滑
な輸送の実現と都市活動の安定を両立すべく、現在、ORN を含む東京周辺の道路網について、
交通需要と施設容量を踏まえた影響予測等を行っており、今後、大会時の運用手法及び交通
需要マネジメント等の施策について、交通輸送技術検討会で検討し、輸送連絡調整会議等を
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通じて関係機関と調整を図っていく。
また、パラリンピック大会における関係者輸送ルートは、「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、ORN と同様のコンセプトで設定する。
関係者輸送ルートは、図 7.1-5(1)～(10)に示すとおりである。なお、関係者輸送ルートは、
今後、追加・変更の可能性がある。
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7.

図 7.2-1(1)

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

ORN・PRN（都内）

図 7.1-5(1)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
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7.

図 7.2-1(2)

出典：
「第 5 回

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

ORN・PRN（埼玉県）

輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
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7.

図 7.2-1(3)

出典：
「第 5 回

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

ORN・PRN（千葉県）

輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-1(4)

出典：
「第 5 回

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

ORN（横浜市）

輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-1(5)

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

ORN（北海道）

図 7.1-5(5)
関係者輸送ルート（北海道）
出典：
「第 2 回

北海道輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年３月 組織委員会）
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7.

図 7.2-1(6) ORN（宮城県）

出典：
「第４回

宮城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
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7.

図 7.2-1(6)

出典：
「第 4 回

ORN（福島県）

福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
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7.

図 7.2-1(8) ORN（茨城県）

出典：
「第 4 回

茨城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
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7.

図 7.2-1(9) ORN・PRN（神奈川県）

出典：
「第 2 回

静岡県輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年４月 組織委員会）
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7.

図 7.2-1(10) ORN・PRN（静岡県）

出典：
「第４回

静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織委員会）
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7.

2)
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観客及びスタッフの輸送

ア．観客・スタッフ輸送の概要
組織委員会は、鉄道をはじめとする高密度かつ信頼性の高い東京の交通網を十分に活用す
ることを、東京 2020 大会における観客輸送の戦略として掲げている。
また、ボランティアを含むスタッフ輸送についても、観客輸送と同様に、充実した公共交
通網を最大限に生かす。
観客及びスタッフの人数（想定）は、表 7.1-5 に示すとおりである。
表 7.1-5 観客及びスタッフの人数（想定）
人数

ステークホルダー
観客（チケット保有者）
スタッフ
注)追加競技に係る人数は含まない。
出典：「輸送運営計画 V1」
（平成 29 年６月

オリンピック

パラリンピック

7,800,000
168,000

2,300,000
98,000

組織委員会・東京都）

イ．観客輸送ルート
観客輸送ルート 8とは、観客やスタッフが大会開催中、競技会場と観客利用想定駅との間
を通行する経路のことであり、距離等に応じて、徒歩及びバスによる輸送で対応することと
なる。
なお、観客輸送ルートは、競技会場と観客利用想定駅との間の距離や道路状況等により、
ルートが選定され、以下の５点を基本的な考え方として検討していく。
・歩行延長が過度に長くならないよう、競技会場から一定圏内にある鉄道駅を観客利用想
定駅として選定することを基本とする。
・入場と退場を同一駅とするなど、観客に分かりやすい経路の選定を基本とする。
・信号機が設置され、適切な幅員のある歩道とするなど、観客に安全な経路の選定を基本
とする。
・入場ルートと退場ルートは分離することを基本とするとともに、生活動線に配慮する。
・入場ルート・退場ルートともにアクセシブルルートと同じ経路であることを基本とする。
徒歩圏内に鉄道駅がない場合、または利用想定駅では容量が不足する場合、過去の実績等
を鑑みて、近くの鉄道駅からシャトルバスによる輸送ルートを選定する。
また、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
との間にアクセシブルルートを設定する。
各会場の観客輸送ルートは、図 7.1-6(1)～(28)に示すとおりである。なお、関係者輸送ル
ートは、今後、追加・変更の可能性がある。また、一部の競技会場についての観客輸送ルー
トは、検討中である。

8 観客輸送ルートは、徒歩及びバスによる輸送を行うルートであり、このうち観客利用想定駅から競技会場入口まで
の観客が歩行するルートがラストマイルとなる。
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図 7.1-6(1)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(2) 観客輸送ルート（国立代々木競技場）

図 7.1-6(2)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(3) 観客輸送ルート（日本武道館）

図 7.1-6(3)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(4) 観客輸送ルート（東京国際フォーラム）

図 7.1-6(4)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(5) 観客輸送ルート（国技館）

図 7.1-6(5)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(6) 観客輸送ルート（馬事公苑）

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(7) 観客輸送ルート（東京スタジアム、武蔵野の森総合スポーツプラザ）

図 7.1-6(7)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(8) 観客輸送ルート（有明アリーナ）

図 7.1-6(8)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）

- 48 -

7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

図 7.2-2(9) 観客輸送ルート（有明体操競技場、有明アーバンスポーツパーク、有明テニスの
森）

図 7.1-6(9)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(10) 観客輸送ルート（お台場海浜公園、潮風公園、青海アーバンスポーツパーク）

図 7.1-6(10)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(11) 観客輸送ルート（大井ホッケー競技場）

図 7.1-6(11)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(12) 観客輸送ルート（カヌー・スラロームセンター）

図 7.1-6(12)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(13) 観客輸送ルート（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、
東京辰巳国際水泳場）

図 7.1-6(13)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
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図 7.2-2(14) 観客輸送ルート（札幌ドーム）

出典：
「第 4 回

北海道輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
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7.

図 7.2-2(15) 観客輸送ルート（宮城スタジアム）

出典：
「第 4 回

宮城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
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7.

図 7.2-2(16) 観客輸送ルート（福島あずま球場）

出典：
「第 4 回

福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
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図 7.2-2(17) 観客輸送ルート（茨城カシマスタジアム）

出典：
「第 3 回

茨城県輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(18) 観客輸送ルート（さいたまスーパーアリーナ）

図 7.1-6(18)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(19) 観客輸送ルート（霞ヶ関カンツリー倶楽部）

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(20) 観客輸送ルート（埼玉スタジアム 2002）

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(21) 観客輸送ルート（陸上自衛隊朝霞訓練場）

図 7.1-6(21)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(22) 観客輸送ルート（幕張メッセ A・B・C ホール）

図 7.1-6(22)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(23) 観客輸送ルート（釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ）

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(24) 観客輸送ルート（横浜スタジアム）

図 7.1-6(24)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(25) 観客輸送ルート（横浜国際総合競技場）

図 7.1-6(25)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
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図 7.2-2(26) 観客輸送ルート（江の島ヨットハーバー）

出典：
「第 4 回

神奈川県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
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図 7.2-2(23) 観客輸送ルート（伊豆ベロドローム、伊豆マウンテンバイクコース）

出典：
「第 4 回

静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織委員会）
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図 7.1-6(28) 観客輸送ルート（富士スピードウェイ）

出典：
「第 4 回

静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織委員会）
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競技会場周辺の交通対策
大会開催中は、広域、競技会場周辺及び競技会場直近において段階的に交通対策を実施する。

ア．広域対策
放射・環状線などの主要幹線道路上の歩道橋に横断幕の設置や、既存の交通情報板から情
報発信を行い、広域的に車両の迂回を促す。
イ．競技会場周辺対策
競技会場周辺の交通対策のイメージは、図 7.1-7 に示すとおりである。
放射・環状線などの主要幹線道路上の歩道橋に横断幕の設置や、既存の交通情報板から情
報発信を行い、広域的に車両の迂回を促す。
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）を迂回道路とし、この
内側にトラフィックペリメーター（境界）を設定して通過交通の進入を防ぐ。
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、侵入抑制の
対象とはしない。
ウ．競技会場直近対策
競技会場直近において、車両通行禁止、ORN/PRN 上の駐車対策（パーキングメーター休止
等）
、信号の調整、通行区分（直進・右折車線等）などの対策を必要に応じ実施する。

出典：「第７回輸送連絡調整会議【資料 4】会場周辺における交通対策（案）
」
（組織委員会）

図 7.1-7 競技会場周辺の交通対策のイメージ図
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(4) 持続可能性に配慮した運営
東京 2020 大会では、SDGs を含む世界的な議論の潮流を踏まえ、持続可能性の主要テーマとし
て、
「気候変動」
、「資源管理」
、「大気・水・緑・生物多様性等」、「人権・労働、公正な事業慣行
等への配慮」
、
「参加・協働、情報発信（エンゲージメント）
」の５つを掲げている。
大会開催中は、これらの５つの主要テーマごとに持続可能性に配慮した運営を行う。
1)

気候変動
東京2020大会において、脱炭素化に向け徹底して取り組み、世界の人々と共有することは、

パリ協定及びSDGsの目指す姿を実現する上で、重要な転換点となる。
東京2020大会では、「Towards Zero Carbon（脱炭素社会の実現に向けて）」を大目標とし、
表7.1-6に示す大会開催中の運営に係る個別目標を設定している。
表 7.1-6 大会開催中の運営に係る目標（気候変動）
目
標
概
要
環 境 性 能の 高 い 物品 の ・物品調達においては、調達コードを踏まえ、環境に関する法令や各種方針・ガイドライン等を満
最大限の調達
たす CO2 排出の少ないものを選択する。
会 場 運 営に お け るエ ネ ・BEMS から得られるエネルギー消費データを利活用して効率的なエネルギー管理を行う。BEMS が
ルギー管理の実施
導入されない施設にあっては、スマートメーターの導入などエネルギー消費量を把握できる取組
を呼びかけるなどしてその状況の把握に努め、大会運営における適切なエネルギー管理を推進す
る。
・ワークフォースエリア等においては、照明の間引き点灯などでの照明管理や、クールビズの励行
などでの空調管理、効率的な給湯の提供など、使用エネルギーの抑制に努める。
物 品 の 最大 限 の 循環 型 ・大会で使用される物品や資機材については、レンタル・リースを基本とする。
利用による CO2 排出抑制
環 境 負 荷の 少 な い輸 送 ・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
の推進
費化を図る。また、啓発活動の徹底によるエコドライブの推進など様々な取組を複合的に取り入
れることにより、環境負荷の低減に取り組む。
再 生 可 能エ ネ ル ギー の ・大会運営で使用する電力については、再エネ電力の直接的活用やグリーン電力証書の購入等によ
最大限の利用
り、再生可能エネルギーの最大限の活用を図る。
オフセット等の実施
・相殺の手法としては、電気の環境価値を証書化したグリーン電力証書や他の CO2 削減効果を充て
る手法等による対策を講じても発生することが避けられない CO2 等に対するオフセットの実施。
出典：「持続可能性に配慮した運営計画 第二版」
（平成 30 年６月 組織委員会）をもとに作成

2) 資源管理
SDGsでは、
「持続可能な消費及び生産の形態を確保する」ことをゴール12に掲げている。多
くの資材・物品等が調達・使用される東京2020大会において、ゴール12を実現する上で、大
きな契機となるよう以下のことに取り組んでいく。
・大会の準備・運営のあらゆる側面において資源をムダにせず(資源効率の最大化)、
・調達から廃棄までのライフサイクルの視点で、資源を循環的に利用し(資源循環の確保)、
・これらの取組を実践し、アスリートや観客だけでなく世界の人々と共有する(資源循環に
向けた協働の推進)
東京2020大会では、「Zero Wasting (資源を一切ムダにしない)」を大目標とし、表7.1-7
に示す大会開催中の運営に係る個別目標を設定している。
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表 7.1-7 大会開催中の運営に係る目標（資源管理）
目
標
概
要
食品ロス削減（食品廃棄 ・スポンサーやケータリング事業者との連携・協働により、一般に対する啓発効果が高く、家
物の発生抑制）
庭、事業者、大規模イベント等においても容易に実行可能なモデル的な取組等により、可能
な限り競技会場や選手村等における食品ロス・食品廃棄物の削減を図る。
容器包装等削減
・スポンサー・ライセンシー・サプライヤー・場内売場などと連携し、梱包材や包装材、使い
捨て容器、レジ袋などの使用を最小化する。
・会場装飾や備品の調達に際しては、オリンピックからパラリンピックへの移行の際に変更が
生じないような仕様にするとともに、やむを得ず変更を要する場合には、その移行の際に生
じる廃棄物が最小となるような設計・調達に努める。
調達物品の再使用(レン ・組織委員会が行う物品・サービス等の調達に当たっては、可能な限りレンタルやリースを活
用し、シェアリングを推進する。また、購入した物品は、再販等の実施や国、自治体、スポ
タル・リースの活用、使
ンサー等との連携など戦略的に後利用先を確保するなどして再使用・再生利用を追求する。
用後の再使用)・再生利
用
再生材の利用
・大会関係者のユニフォームへのリサイクル素材の活用。
・ペットボトルにおけるボトル to ボトルの技術の活用。
入賞メダルへの再生金 ・東京 2020 大会時の入賞メダル製作においては、入賞メダルの原材料となる金・銀・銅を、
属利用
携帯電話をはじめとした小型家電等から抽出されるリサイクル金属を活用することによっ
て調達する。
運営時廃棄物等の再使 ・会場や選手村で発生する運営時廃棄物（ペットボトル・プラスチック類・紙類・食品類等）
用・再生利用
について、再使用・再生利用に取り組む。また、大会に参加する観客等に廃棄物の分別への
協力を呼びかけることで、より多くのステークホルダーの参加を促すと共に、再使用・再生
利用の最大化を図る。
・食器の選択に当たっては、実現すべき飲食提供の形態と食器材質ごとの特徴、食器の種類ご
とに必要となる施設条件を踏まえる等、諸課題を考慮し、リユース食器の利用に可能な限り
取り組む。リユース食器が利用できない場合には、再生利用を行う。
食品廃棄物の再生利用
・食品ロスの発生を抑制することが重要であるが、発生してしまった食品廃棄物については、
再生利用を目指す。
・再資源化の前提となる、食品廃棄物の分別を徹底することのできる運営にも同時に取り組む。
なお、選手村ダイニングなど組織委員会が直接、食の提供を行う場所(コントロールの効く
場所)から排出される食品廃棄物は全量の再生利用を目指す。
出典：「持続可能性に配慮した運営計画 第二版」
（平成 30 年６月 組織委員会）をもとに作成

3) 大気・水・緑・生物多様性等
東京における緑や水辺環境についても、行政機関だけでなく、民間企業や地域の団体、個人
など様々な主体の参加により維持され、また新たに生み出されてきた。東京2020大会において
も、多様な主体の参加や協力を得ながら、自然と共生する快適な都市環境の実現に向けた取組
を進めていく。
また、SDGsでは、
「全ての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する」こと、
「陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対
処、土地劣化の阻止及び逆転、並びに生物多様性損失の阻止を図る」ことが掲げられているほ
か、レジリエント 9なインフラ整備や持続可能な消費と生活のパターンの確保等、大会の「大気・
水・緑・生物多様性等」とは多岐にわたって関連を有している。
東京2020大会では、
「City within Nature/Nature within the City（自然共生都市の実現）」
を大目標とし、表7.1-8に示す大会開催中の運営に係る個別目標を設定している。

9 レジリエントな都市とは、将来のショック（経済的、環境的、社会的、制度的）を吸収し、回復し、備える能力を
持つ都市であり、持続可能な発展、幸福及び包括的成長を促進するとされている。
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表 7.1-8 大会開催中の運営に係る目標（大気・水・緑・生物多様性等）
目
標
概
要
大会開催における環境 (暑さ対策)
負荷の最小化を図るこ ・組織委員会において、事前の情報提供、当日の注意喚起及び外国人への注意喚起方法を顧慮する。
とに加え、都市におけ
東京都や国などの情報発信も含め、情報一元化の仕組み等について検討する。
る水循環の機能を高め ・組織委員会では、日除け・水分補給等の予防措置・熱中症患者発生時のオペレーションを検討す
るとともに、都市が有
る。また、関係省庁及び東京都と連携して、大会開催時に競技会場及び行列のできるエリア等の
する環境の快適性を向
周辺における円滑な応急体制の構築に向けた検討を行うとともに、応急手当の訓練を受けたファ
上させる。
ーストレスポンダーが会場内を巡回し、観客等への積極的な声がけにより、熱中症の早期発見に
努める。
・組織委員会では、暑さの中でも食欲の維持が可能なメニュー上の工夫を行う。
・東京都は、外国人患者への医療提供体制を整備するため、医療現場の対応支援研修、受入体制整
備や第三者認証取得の補助、救急通訳サービス対応時間の拡大等を行う。
(大会における化学物質・大気・土壌等への配慮)
・大会輸送については、公共交通機関を最大限活用しながら、大会関係車両には、可能な限り、燃
料電池自動車等の低公害・低燃費車両を活用する。さらに、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行い、環境負荷の低減及び CO2 の排出削減を図る。
大会の調達における環 ・調達する物品・サービス等については、各種環境法令を踏まえるとともに、調達コードにより、
大気・水質・土壌等の汚染を防止し、化学物質を適切に管理した資材、物品等を可能な限り使用
境汚染の防止や生物多
する。また、森林・海洋などからの資源を使用する場合には、資源の保全に配慮して採取・栽培
様性等への配慮によ
された原材料を使用する。
り、製造・流通等にお
ける環境負荷の最小化 ・大会の運営に関わる木材・木材製品や紙、農産物、水産物等の調達においては、調達コードによ
り、サプライチェーン全体における生物多様性への影響に配慮した調達を推進する。
を図る。
・地域における森林や、農村、漁村等の多面的機能の発揮への貢献を考慮し、都内産をはじめとし
た国内産の農林水産物を積極的に活用する。
出典：「持続可能性に配慮した運営計画 第二版」
（平成 30 年６月 組織委員会）をもとに作成

4) 人権・労働、公正な事業慣行等への配慮
東京2020大会では、オリンピック憲章の理念の下に、大会に関わる全ての人々の人権を尊重
するため、大会の準備・運営のあらゆる分野においてダイバーシティ＆インクルージョンを可
能な限り最大限確保する。
東京2020大会では、
「Celebrating Diversity ～Inspiring Inclusive Games for Everyone
～（多様性の祝祭

～誰もが主役の開かれた大会～）」を大目標とし、具体的な施策を進めて

いく。
5)

参加・協働、情報発信（エンゲージメント）
持続可能性に配慮した大会の実現には、大会関係者の取組だけでなく、広く社会や、ボラン

ティア、観客などの市民の参加・協力が必要であることから、国境や世代を超えた様々な主体
との交流や研修等を通じて参加・協働による対策を推進する必要がある。
また、東京2020大会を通じて集積される持続可能性に関わる様々な取組事例、知見、経験、
技術等の情報を社会の多様なステークホルダーに対し多様な手段で積極的に発信していくこ
とは、スポーツ、オリンピック・ムーブメント、パラリンピック・ムーブメント及びメガスポ
ーツイベントが持続可能な開発に貢献することができる役割についての人々の理解を高め、持
続可能な社会の構築に向けた人々の行動を促進することができる。
SDGsにおいても、
「パートナーシップ」が掲げられているように、社会全体で多様な主体が
参画していくようなダイバーシティ＆インクルージョンとエンゲージメントが確保された社
会の構築が求められている。
東京2020大会では、「United in Partnership ＆ Equality ～Inspiring Inclusive Games
for Everyone～（パートナーシップによる大会づくり
大目標とし、具体的な施策を進めていく。
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7.2 競技の内容
7.2.1 競技の概要
東京 2020 大会では、オリンピック 33 競技 339 種目、パラリンピック 22 競技 540 種目の開催
が予定されている。
オリンピック競技の概要は、表 7.2-1(1)～(4)に、パラリンピック競技の概要は、表 7.2-2(1)
～(3)に示すとおりである。
表 7.2-1(1) オリンピック競技の概要
競技

種目の詳細
競争する選手が同一スタートラインから決められた距離を泳いでその速さを競う
競技である。
自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、個人メドレー、フリーメドレー、メドレー
リレーの種目があり、これらの種目はさらに決められた距離を泳いでタイムを競
う。
飛込
高飛込みは 10m の固定された台から行う。
飛板飛込みは 3m の高さに設けた弾力のある飛板を利用して行う。宙返りやひねり
などの空中フォームや入水の美しさを競う採点競技である。
シンクロナイズドダイビングは、2 人一組で飛び込む種目である。
水球
プールに設けられた水深 2m 以上のプールで縦 30ｍ×幅 20ｍのコートで行う。
ゴールキーパー1 人を含む 7 人の 2 チームで戦う。
試合時間は 1 ピリオド正味 8 分を 4 ピリオド行う。4 ピリオドで勝敗がつかない場
合はペナルティ・シュート戦で決定する。
アーティスティック
チームは 8 人、デュエットは 2 人で演技を行う。
スイミング
決められたエレメンツ（規定要素）を入れて行うテクニカルルーティン（TR）と要
素を自由に構成するフリールーティン（FR）がある。
演技時間は、TR はデュエットが 2 分 20 秒、チームが 2 分 50 秒。FR はデュエット
が 3 分、チームが 4 分となっている。
TR と FR の総合得点で順位を決める。
マラソンスイミング
自然の水の中で行われる長距離の水泳競技である。流れがゆるやかな水域にブイに
よって設定された 10km のコースでその速さを競う。
アーチェリー
シューティングラインから標的(ターゲット・フェイス)に向かって、弓を使って矢
を放ち、的に刺さった矢の点数を競う。個人戦と団体戦(3 人/チーム)がある。
陸上競技
トラック＆フィールド 「走る」
「歩く」
「跳ぶ」
「投げる」などの 48 種目で記録を競う。
／マラソン
棒高跳び以外は基本的には道具を使わず、体力と体力を発揮するための技術でその
記録を競う。身体のみで人類の限界に挑む普遍的な競技である。
競歩
バドミントン
ネットを挟んでシャトル（羽根）をラケットで打ち合う。
シングルス（1 対 1）とダブルス（2 対 2）がある。
野球／
野球
野球は、2 つのチームが攻撃と守備を交代しながら勝敗を競う競技で、攻守交代を
ソフトボール
9 回繰り返した段階でより多く得点したチームが勝者となる。試合に出場する選手
は各チーム選手 9 人（指名打者制を採る場合は 10 人）で、その他監督、コーチ、
控え選手でチームは編成されている。控え選手は交代して出場できるが、一度退い
た選手は再び出場することはできない。攻撃側チームは打者が守備側の投手が投げ
たボールを打つことで走者となる。走者が一、二、三塁を経て本塁に到達すること
で得点となるが、打者が 100 メートル以上先の指定の「ホームラン」地域に打球を
運べば本塁まで 1 周できる権利を得られる。守備側は走者が本塁に到達しないよう
に打者や走者をアウトにし、3 人アウトにすると攻守を交代する。
ソフトボール
ソフトボールは、9 人対 9 人で戦うボールゲームで、ゲームの進め方は殆ど野球と
同じである。攻撃側と守備側に分かれ、審判のプレーボールの宣告によってゲーム
が始まる。攻撃（表）が 3 アウトで守備（裏）と交代する。裏側の攻撃が終了し 1
回が終了となる。1 回から 7 回で試合終了（ゲームセット）
、7 回終了時点で同点の
場合、8 回以降はタイブレーカーと呼ばれる、二塁に走者を置きゲームを行う、得
点促進ルールが採用される。野球と大きく違うところは投手とフィールドの広さで
ある。投手は下手投げで投げなければならない。また、フィールドは投手・捕手間
が 13.11m（野球：18.44m)、各塁間は 18.29m（同：27.431m）
、ホームランフェンス
までは 67.06m 以上の半円（同：76.199m 以上）で非常にコンパクトな規格となっ
ている。
種目の詳細の出典：「大会情報 競技」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/index.html をもとに作成
水泳

種別

競泳
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表 7.2-1(2) オリンピック競技の概要
競技
バスケット
ボール

種別
3x3 バスケット
ボール
バスケットボール

ボクシング

カヌー

スラローム
スプリント

自転車競技

馬術

BMX フリースタイル
BMX レーシング
マウンテンバイク
ロード
トラック
障害馬術

種目の詳細
「3x3 バスケットボール」は 3 人対 3 人、
「バスケットボール」は 5 人対 5 人の 2
チームで対戦し、一つのボールを手で扱い、長方形のコート上の両端に設置された
高さ 305cm、内径 45～45.9cm リング状のバスケットにボールを上方から通すこと
(ゴール)で得点を競う球技である。
ボールを保持しているチームがオフェンス(攻撃)チームとなり、ドリブルやパスで
ボールを運びながら、一定時間内にショット(シュート)を狙う。もう一方のチーム
はディフェンス(守備)を行い、相手チームからボールを奪うことに専念する。
1 対 1 でリング(6.1m×6.1m)の上で対戦する。
男子は 3 分×3 ラウンド、女子は 3 分×3 ラウンドの勝ち抜きトーナメント方式で
ある。拳にグローブを着用しパンチのみを使い、相手の上半身前面と側面のみを攻
撃する。
流れの上流または下流から吊るされたゲートを通過する技術とスタート地点から
ゴールまでにかかった所要時間の両方を競う競技である。
決められた距離のレーン（水路）で、複数の艇が一斉にスタートして最短時間で漕
ぎ、着順を競う競技である。
自転車に乗って、スピードや操作技術を競う競技である。
自転車競技は大別すると、トラック、ロード、マウンテンバイク、BMX に分けられ
る。
さらに、トラックはスプリント、ケイリンなどの種目、ロードはロードレースと個
人タイムトライアルの種目がある。

競技アリーナに設置された様々な色や形の障害物を、決められた順番通りに飛越、
走行する競技で、ミスなく規定の時間内にゴールすることが求められる。障害物の
落下や、不従順（障害物の前で止まる、障害物を避ける等）
、規定タイムの超過が
あった場合に減点となる。
馬場馬術
20m×60m のアリーナ内で、演技の正確さや美しさを競う。
「常歩（なみあし）」
、
「速
歩（はやあし）」
、
「駈歩（かけあし）
」の 3 種類の歩き方を基本に、様々なステップ
や図形を描いたりする。演技内容が全て決められている規定演技と、決められた運
動で構成して音楽をつけて演技する自由演技がある。
運動項目ごとに 0～10 点がつけられ、また、演技全体の印象について採点する総合
観察点を合計する。自由演技においては、芸術的評価（音楽の選曲や運動との調和
や図形のユニークさなど）が加わる。
総合馬術
馬場馬術競技・クロスカントリー競技・障害馬術競技の 3 競技を同一人馬のコンビ
ネーションで 3 日間かけて行う競技である。
フェンシング
2 人が向かい合い、片手に持つ剣で互いの体を突き合う競技で、剣が体に触れたポ
イントを競う競技である。競技はフルーレ、エペ、サーブルの 3 種目であり、使用
する剣の形状や、得点となる有効面、優先権の有無などが種目ごとに異なっている。
サッカー
1 チーム 11 人の 2 チームで対戦する。
ボールに手を触れることなく、足で蹴るなどして、相手チームのゴールへ入れるこ
とで得点を競う。ゴールには、ゴールキーパーを置き、この者だけがペナルティエ
リア内で手を使うことができる。
試合時間 は 90 分（前半 45 分、後半 45 分）である。
ゴルフ
18 ホールをいかに少ない打数(ストローク)で終了するかを競う競技であり、一般的
な規定打数は 72 ストロークである。
風などの自然やコースとの戦い、自己との戦いと非常にメンタルなスポーツと言え
る。4 日間で 72 ホールのストロークプレーで行い、4 日間で 1 位タイが 2 名以上い
た場合は 3 ホール(予定)のプレーオフ(延長戦)でメダルを争う。
体操
体操競技
「体操競技」は、ゆか、鉄棒など決められた器械上の演技について技の難易度・美
しさ・安定性などを基準に採点し、その得点を競う競技である。
新体操
リボンやボールなどの手具を使いながら音楽に合わせて演技をし、芸術性を競う競
技である。
トランポリン
技の出来栄えを見る演技点、回転と捻りの数で算出する難度点、空中に浮いている
時間を計測する跳躍時間点、ベッド上の平行移動を見る移動点を競う採点競技であ
る。
種目の詳細の出典：「大会情報 競技」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/index.html、「オリンピック競技一覧」（2019
年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/をもとに作成
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表 7.2-1(3) オリンピック競技の概要
競技
ハンドボール

種別

種目の詳細
1 チーム 7 人の 2 チームが相手のゴールにボールを投げ入れて得点を争う競技であ
る。ボールが相手ゴールに入ると 1 点が加算される。試合終了時点で得点数が多い
チームが勝ちとなる。
各チーム 1 人はゴールキーパーとして自陣のゴールを守り、残り 6 人はコートプレ
ーヤーとしてパスとドリブルでボールをつなぎ、相手ゴールを目指す。
ホッケー
ゴールキーパー1 人と 10 人のフィールドプレイヤーの 1 チーム 11 人の 2 チームで
得点を競う。
試合終了時点で得点数が多いチームが勝ちとなる。
試合時間は前半 15 分（2 分休憩）15 分、
（ハーフタイム 10 分）
、後半 15 分（2 分休
憩）15 分である。
柔道
体一つで 1 対 1 で試合をする。技の判定で勝敗が決まる。
単なる格闘技ではなく、「礼で始まり礼で終わる」という精神の鍛錬に重きを置い
たスポーツである。
空手
組手
「個人組手」は、世界大会においては、体重別で女子・男子ともに 5 階級制となっ
ている。
形
競技において演武する形は、世界空手連盟（WKF）が定めた形（約 75 種類）の中か
ら選択し、演武する。トーナメントにおいては 1 回戦から決勝戦まで全て異なる形
を演武しなければならない。
近代五種
一人の選手が一日に全く異質の 5 種類の競技に挑戦する、限界に挑む競技。フェン
シングランキングラウンド（エペ）
、水泳（200m 自由形）
、フェンシングボーナスラ
ウンド（エペ）
、馬術（障害飛越）
、レーザーラン（射撃 5 的＋ランニング 800m を 4
周）の五種である。
ボート
選手それぞれが一人で片舷 1 本のオールを扱うスウィープと、
それぞれが両舷 1 本、
計 2 本のオールを扱うスカルの種別がある。
漕手のほかに艇の舵を操るコックス（舵手）が乗っているか、いないかによっても
種別が分かれる。
出漕艇は固定されたスタートポンツーン（桟橋）に艇尾をつけ、艇首をゴールに向
けスタートラインに並び、艇の先端がゴールラインに達した順に順位を決める。予
選・敗者復活戦・準決勝・決勝を戦う。
ラグビー
1 チーム当たり 7 人のプレーヤーで行うラグビーで、
「セブンズ（Sevens）
」とも呼
ばれている。7 分ハーフで 14 分間の試合を行い、大会の決勝戦は 10 分ハーフの場
合もある。
セーリング
セールを流れる風の揚力を動力として、水上を滑走する速さ・技術を競う競技であ
る。
種目によって 1～2 人で小型セールボートに乗り、レース海面に設置されたブイを、
決められた順序に決められた回数を回り、フィニッシュする。着順を点数化し、総
得点が低いものから順位が決まる。
射撃
ライフル
10m から 50m 先にある固定された標的の中心を狙い撃ちする。
クレー
散弾銃を用いて、空中に放たれるクレーと呼ばれる素焼きの小さい皿を標的とし
て、撃ち落とす。トラップ、スキート、トラップ・ミックスの 3 種目がある。
スケート
パーク
スケートボードは「パーク（PARK）」
、
「ストリート（STREET）
」の 2 種に分けて競技
ボード
を行う。
「パーク」はお椀型のボールや、深皿型のプールなどを中心に R 斜面（コ
ストリート
ースの中で湾曲した滑走面）を複雑に組み合わせたコンビプールと呼ばれるコース
を使用する。「ストリート」は街中に存在する階段や縁石、斜面や手摺などを模し
たコースを使用する。両種目とも難易度、メイク率、ルーティーン、スピード、オ
リジナリティなどを総合的に評価する採点競技である。
種目の詳細の出典：「大会情報 競技」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/index.html、「オリンピック競技一覧」（2019
年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/をもとに作成
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表 7.2-1(4) オリンピック競技の概要
競技
スポーツクライミング

種別

種目の詳細
スポーツクライミングは 3 つの種目（リード・ボルダリング・スピード）の複合種
目として実施される。
リードはロープで安全が確保された選手が 12 メートルを超える高さの壁に設定さ
れたコースを登り、制限時間内での到達高度を競う種目である。ボルダリングは高
さ 5 メートル以下の壁に設定された複数のコースを、制限時間内にいくつ登れたか
を競う種目である。各コースとも制限時間内であれば複数回トライできるため、少
ない回数で登ることも重要となる。スピードは高さ 15 メートルの壁に設定された、
予めホールドの配置が周知された同一条件のルートを駆け登るタイムを、コンマ数
秒まで競い合うスプリント種目である。トップレベルの選手は 15 メートルの壁を
男子は 5 秒台、女子は 7 秒台で駆け登る。IOC に提案されたスポーツクライミング
は、通常は単種目として行われるリード・ボルダリング・スピードを全て行い、こ
れら 3 種目の合計で順位がつけられるというものである。
サーフィン
サーフィンの競技は、波を乗りこなすライディングの点数によって勝敗を決める。
選手が波に乗り、いかに難易度が高く創造性や革新性に優れた技を行い、さらに一
本のライディングの中で、いかにバラエティー豊かな技を繰り出すかを総合して複
数の審査員が採点し、一本のライディングの得点を決定する。そして、各選手が競
技時間内に獲得した得点の中から、2 本の高得点の合計点により勝敗を決める競技
である。
卓球
卓球台を挟んで向かい合い、軽くて小さいボールを表面にゴムが貼られたラケット
で打ち合う。
個人戦はシングルス(1 対 1)、団体戦は 1 チーム 3 名で、シングルスやダブルス(2
対 2)で対戦する。
テコンドー
頭からすっぽりかぶる道着を着て、ヘッドギア・胴プロテクターなどを装着して 1
対 1 で試合をする。ボディへのパンチと腰から上へのキックで得点を競う競技であ
る。
テニス
ネットを挟んで、ボールをラケットで打ち合う。男子、女子ともにシングルス(1
対 1)とダブルス(2 対 2)の種目と、男女ペアで戦うミックスダブルスがある。
トライアスロン
スイム（水泳）
、バイク（自転車）
、ラン（長距離走）の順で 1 人で連続して行う競
技で、屋外で行われる。着順を競う競技である。
バレーボール
ビーチバレーボール
1 チーム 2 人で 2 チームで、砂上で戦う。
ネットを挟んで、道具を使わず、ボールを打ち合う競技である。
バレーボール
1 チーム 6 人で 2 チームで対戦する。
ネットを挟んで、道具を使わず、ボールを打ち合う競技である。
ウェイトリフティング
「スナッチ」と「クリーン&ジャーク」を、それぞれ 3 回ずつ試技し、それぞれの
ベスト重量の和で順位を競う。
バーベルを頭上に挙げ、3 人のレフリーの内、2 人以上が白いランプをつけた場合
に「成功」となる。
レスリング
フリースタイル
用具や防具を使うことなく 1 対 1 で対戦する。
レスリングには上半身のみを使って防御・攻撃を行う「グレコローマンスタイル」
、
グレコローマン
全身を使って防御・攻撃を行う「フリースタイル」の 2 つの種別がある。
種目の詳細の出典：「大会情報 競技」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/index.html、「オリンピック競技一覧」（2019
年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/をもとに作成
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表 7.2-2(1) パラリンピック競技の概要
競技
アーチェリー

種別

種目の詳細
的を狙って矢を放ち、当たった場所によって得られる得点で勝敗を競う競技であ
る。選手は障害の種類や程度によって「W1（四肢の障害により車椅子を使用）
」
「W2
（下半身の障害により車椅子を使用）
」
「ST（立つか、椅子に座って競技ができる）
」
の 3 つのクラスに分類されるが、競技種別では、
「リカーブオープン」
「コンパウン
ドオープン」
「W1 オープン」の 3 つに分けられ、それぞれ男女別・混合（MIX）の合
計 9 個の種別となる。パラリンピックのアーチェリーでは、2 種類の弓具を使用す
る。ひとつは、一般的な「リカーブ」という弓、もうひとつは、弦を引く力が弱く
ても矢を速く、遠くまで飛ばすことができるように滑車が設置された「コンパウン
ド」という弓である。
陸上競技
トラック＆
陸上競技には、100 メートル競走やリレーなどのように競技場の『トラック』で行
フィールド
われる種目、走り幅跳びや砲丸投げなどのように『フィールド』で行われる種目、
マラソンのように『ロード（道路を使用）
』で行われる種目がある。
マラソン
車椅子を使う選手、義足を使う選手、視覚障害の選手など、様々な選手が参加する
ため、障害の種類や程度などでクラスを分けて、競技を行う。車椅子の選手は「レ
ーサー」と呼ばれる競技用車椅子を使い、脚を切断している選手は、競技用の義足
をつけて競技に参加する。視覚障害の選手はフィニッシュまで安全に走れるよう
「ガイド（伴走者）
」と呼ばれる人と一緒に走る。
各種目は、選手たちの障害の種類や程度によって細かいクラス分けが行われ実施さ
れる。そうすることで、同じような障害のある選手どうしが、公平に競うことがで
きる環境が整えられる。
バドミントン
ルールはおおむね、オリンピックのバドミントンと同じで、１ゲーム 21 点マッチ
方式で 3 ゲーム行い、2 ゲーム先取で勝利となる。一方、車いすを使用するシング
ルスはコートを半面にして行ったり、シャトルを打つ瞬間は競技者の胴体の一部分
が車いすのシートに接していなければならなかったりなど、特別なルールもある。
ボッチャ
ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者若しくは同程度の四肢重度機能障害者のた
めに考案されたスポーツである。
「ジャックボール（目標球）」と呼ばれる白いボー
ルに向かって、赤と青、それぞれ 6 個のボールを投げる、転がすなどして、どれだ
けジャックボールに近づけられるかを競う競技である。1 対 1 の個人戦、2 対 2 の
ペア戦、3 対 3 のチーム戦の 3 種目があり、男女混合で競技を行う。
カヌー
200ｍのスプリントを競う。下肢に障害がある選手が参加し、障害の程度によって
L1（胴体が動かせず肩の機能だけで漕ぐことができる選手）
、L2（胴体と腕を使っ
て漕ぐことができる選手）、L3（足、胴体、腕を使うことができ、力を入れて踏ん
張る、または腰かけて艇を操作できる選手）のクラスに分かれる。種目としては、
カヤックとヴァー（アウトリガーカヌー）がある。カヤックはパドル（かい）を左
右交互にこぎながら前に進む。ヴァーは、カヌーの片側にアウトリガーと呼ばれる
浮きが張り出した形をしていて、左右どちらか片方のみをこぎながら艇を前に進め
る。
自転車競技
トラック
屋内の競技場で行う「トラック」という種目は、「バンク」という傾斜のある周回
走路を走る。
「個人追い抜き」
「タイムトライアル」
「タンデムスプリント」
「チーム
スプリント」
「スクラッチレース」がある。
ロード
屋外の一般道を使用する「ロード」という種目は、
「タイムトライアル」
「ロードレ
ース」「チームリレー」がある。屋外を走るため、天候や道路の状況も勝負の行方
を大きく左右する。
馬術
人馬一体となった演技の正確性と芸術性を競い合う競技であり、種目には、あらか
じめ決められた規定演技を行う『個人チャンピオンシップ・団体戦のチームテスト』
と、選手が自分で選んだ楽曲に合わせて演技を行う『フリースタイル』の 3 種目が
ある。出場選手は、障害の種類や程度に応じて、5 つのクラス（グレード）に分類
され、個人戦ではグレードごとに競技を行うことになっている。団体戦では、グレ
ードを問わずにチームを組み、競技を行う。
種目の詳細の出典：「大会情報 競技」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/index.html、
「パラリンピック競技一覧」
（2019
年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/games/sport/paralympic/をもとに作成
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東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

表 7.2-2(2) パラリンピック競技の概要
競技
5 人制サッカー

種別

種目の詳細
視覚障害の選手が参加するサッカーである。1 チーム 5 人で、フットサルと同じサ
イズのコートで、両サイドライン上に高さ 1m ほどのフェンスが並ぶ。転がるとシ
ャカシャカと音が出るボールを使用し、前半・後半各 20 分（プレイングタイム）
を戦う。
ゴールボール
1 チーム 3 人の選手がアイシェードという目隠しを装着して（視力の程度に関係な
く同じ条件で）18m×9m の大きさのコートの中で戦う。攻撃側は、相手ゴールに向
かって、バスケットボールとほぼ同じサイズの、鈴が 2 個入ったボール（重さ 1.25
キログラム）を転がすように投球し、相手ゴールを狙う。守備側は、ボールの音や
相手の足音を聞き分け、3 人で体全体を使って幅 9 メートル、高さ 1.3 メートルの
ゴールを守る。ボールがゴールに入れば、攻撃側に 1 点が与えられ、守備側がゴー
ルを守ることができれば、次は攻撃のチャンスである。前半・後半各 12 分で、得
点の多いチームが勝ちとなる。
柔道
パラリンピックの柔道は、視覚障害の程度別ではなく、オリンピックと同じように、
体重別に試合を行う。男子は 7 階級、女子は 6 階級に分かれている。ルールは健常
者の柔道とほぼ同じであるが、視覚障害の選手が行うことを考慮して、一部が変更
されている。最も大きな違いは、試合開始の方法であり、健常者の柔道では 2 人の
選手が離れた状態で試合を開始するが、視覚障害者の柔道では、最初から互いに相
手のえりとそでを持ち、組み合った状態で試合を始める。
パワーリフティング
パワーリフティングは、下肢（下半身）に障害のある選手が、上半身の力を使って、
バーベル（おもりのついた棒）を持ち上げ、その重量の記録を競うスポーツである。
ボート
1 人、または複数の選手でボートを漕ぐ競技である。選手は障害の程度によって競
技種目が異なり、
「PR1（旧 AS）クラス」
（腕と肩のみで漕ぎ、歩行ができない。車
椅子の選手が対象）
、
「PR2（旧 TA）クラス」
（胴体と腕を使って漕ぐことができる。
下肢切断、脳性まひの選手が対象）
、
「PR3（旧 LTA）クラス」（片足と胴体、腕を使
って漕ぐことができる。上下肢障害、脳性まひ、視覚障害の選手が対象）のいずれ
かにクラス分けされる。
射撃
「ライフル」あるいは「ピストル」と呼ばれる銃器を用いて的を撃ち抜き、その得
点を競い合う競技である。射撃は、空気銃（エア）と火薬銃、的までの距離（50
メートル、25 メートル、10 メートル）
、撃ち方などで種目が分かれている。撃ち方
には、立って撃つ「立射（りっしゃ）
」と、うつ伏せで撃つ「伏射（ふくしゃ）
」が
ある。車椅子の選手は、立射を車椅子に座った状態で、伏射をテーブルにひじをつ
いた状態で撃つ。出場選手は、障害の状態によって「SH1（銃器を自分の腕で保持
し射撃する）
」か、
「SH2（規定のスタンドを用いて銃器を保持し射撃する）
」のいず
れかのクラスに分類される。
シッティングバレーボール
シッティングバレーボールは、肢体に障害のある選手が、床におしりをつき、座っ
た姿勢でプレーする 6 人制のバレーボールである。ボールは一般のバレーボール球
と同じであるが、コートの広さは一般のバレーボールコートよりも狭く（サイドラ
イン 5 メートル、エンドライン 6 メートル）
、座位で行えるよう、ネットの高さも
低く設定されている（男子 1.15 メートル、女子 1.05 メートル）
。サーブ、スパイ
ク、ブロックの時は、おしりを床から離すことはできないが、レシーブの時だけは、
一瞬、床から離すことが認められている。
水泳
パラリンピックの水泳は競泳のみで、オリンピックと同じように「自由形」「平泳
ぎ」「背泳ぎ」「バタフライ」「個人メドレー（バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、自由
形の順で泳ぐ競技）
」
「メドレーリレー」
「フリーリレー」の 7 種目で競う競技であ
る。
卓球
知的障害部門では健常者と全く同じルールが適用されて競技が行われる。競技は個
人戦と団体戦があり、選手は障害の種類や程度、運動機能によってクラス分けされ、
クラスごとに競技を行う。
（クラス 1～5：車椅子選手、クラス 6～10：立位選手、
クラス 11:知的障害選手）
テコンドー
テコンドーは「蹴る」ことに特化した韓国の国技である。古くから朝鮮半島に伝わ
る武術が原形と言われている。上肢に障害のある選手が対象であり、選手はヘッド
ギア、ボディープロテクターなどを装着して、かかと落としや後ろまわり蹴りなど
の足技で戦う。障害の程度により、4 つのスポーツクラスに分けられ、男女別に体
重階級制（各 3 階級）で競う。
種目の詳細の出典：「大会情報 競技」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/index.html、
「パラリンピック競技一覧」
（2019
年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/games/sport/paralympic/をもとに作成

- 78 -

7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

表 7.2-2(3) パラリンピック競技の概要
競技
トライアスロン

種別

種目の詳細
スイム（水泳）
、バイク（自転車）
、ラン（長距離走）を連続して行う競技である。
その中で、障害の種類や程度に応じて、特別な道具の使用や用具の改造が認められ
ている競技をパラトライアスロンと呼称する。
車いすバスケットボール
肢体に障害のある選手が車椅子に乗ってプレーするバスケットボールである。すば
やく動け、また、回転しやすいバスケットボール専用の車椅子が使われる。選手は
障害の程度や身体能力によって、重いほうから順に 1.0 点から 4.5 点まで 0.5 点刻
みで 8 クラスに分けられ、コート上の 5 選手の合計点を 14.0 点以内で構成する。
車いすフェンシング
肢体に障害のある選手が車いすに座って相手を剣で突いてポイントを競う競技で
ある。選手は座位バランス能力などにより、カテゴリーA と B の 2 つのクラスに分
かれ、3 種目を競う。
車いすラグビー
車いすラグビーは、四肢に障害のある人向けに考案された、車椅子で競技するチー
ムスポーツである。相手の攻撃を阻止したり防御を打破するため、車椅子によるタ
ックルが認められるなど、激しいスポーツであり、衝突に耐えられるよう、頑丈か
つ形状に工夫がなされた専用の車椅子を使用する。
車いすテニス
車いすテニスの用具やルールは、一般のテニスとほとんど変わらない。選手は様々
な技術を使って相手のコートに正確にボールを打ち返し、お互いに得点を競う。試
合カテゴリーは男女シングルス、ダブルスに加え、三肢まひ以上の重度障害がある
選手を対象とした、男女混合の「クァード」があり、それぞれシングルスとダブル
スがある。
種目の詳細の出典：「大会情報 競技」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/index.html、
「パラリンピック競技一覧」
（2019
年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/games/sport/paralympic/をもとに作成

7.2.2 競技の会場及びスケジュール
東京 2020 大会のオリンピックの競技の会場及びスケジュールは、表 7.2-3(1)及び(2)に、パラ
リンピックの競技の会場及びスケジュールは、表 7.2-4 に示すとおりである。また、屋外の敷地
外で実施する競技のうち、公表している競技コースは、図 7.2-1(1)～(4)に示すとおりである。
屋外競技の競技時間は、早朝や夜間にするなど暑さ対策に配慮している。
なお、競技スケジュールは、今後の調整により、一部を変更する場合がある。
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種別

障害馬術
フェンシング

サッカー

ゴルフ

フェンシング

サッカー

ゴルフ

東京アクアティクスセンター
東京アクアティクスセンター
東京アクアティクスセンター
東京辰巳国際水泳場
お台場海浜公園
夢の島公園アーチェリー場
オリンピックスタジアム
皇居外苑
武蔵野の森総合スポーツプラザ
福島あづま球場、
横浜スタジアム
福島あづま球場、
横浜スタジアム
青海アーバンスポーツパーク
さいたまスーパーアリーナ
国技館
海の森水上競技場
カヌー・スラロームセンター
有明アーバンスポーツパーク
有明アーバンスポーツパーク
伊豆MTBコース
富士スピードウェイ
伊豆ベロドローム
馬事公苑
馬事公苑、
海の森クロスカントリーコース
馬事公苑
幕張メッセBホール
オリンピックスタジアム、
東京スタジアム、
札幌ドーム、
宮城スタジアム、
茨城カシマスタジアム、
埼玉スタジアム2002、
横浜国際総合競技場
霞ヶ関カンツリー倶楽部

競技会場

7/30－8/2、8/5－8/8

7/22－7/23、7/25－7/26、
7/28－7/29、7/31-8/1、
8/3－8/4、8/6－8/8

8/4－8/5、8/7－8/8
7/25－8/2

7/31－8/3

7/25－7/29
7/26－8/9
7/25－8/2、8/4－8/9
8/3－8/8
7/26－7/31
8/1－8/2
7/30－7/31
7/27－7/28
7/25－7/26、7/29
8/3－8/9
7/25－7/26、7/28－7/29

7/22－7/23、7/25－7/28

7/29－8/6、8/8

7/25－8/2
7/26－7/29、7/31－8/8
8/3－8/5、8/7－8/8
7/25－8/9
8/5－8/6
7/24－8/1
7/31－8/9
7/31、8/7－8/8
7/25－8/3

開催日
5

6

7

8

9

開催時間
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

注)網掛けは、競技時間帯を示す。競技時間は、同一競技や種目であっても、競技会場や開催日によって異なる場合があるため、おおむねの時間帯を示している。
出典：
「オリンピック競技スケジュール」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule をもとに作成

総合馬術

3x3バスケットボール
バスケットボール
ボクシング
スプリント
スラローム
BMXフリースタイル
BMXレーシング
マウンテンバイク
ロード
トラック
馬場馬術

ソフトボール

野球

競泳
飛込
アーティスティックスイミング
水球
マラソンスイミング
アーチェリー
トラック＆フィールド/マラソン
競歩
バドミントン

馬術

自転車競技

カヌー

ボクシング

バスケットボール

野球/ソフトボール

アーチェリー
陸上競技
陸上競技
バドミントン

水泳

競技

表 7.2-3(1) オリンピック競技の会場及びスケジュール

7.
東京 2020 大会の全体計画・競技の内容
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競技会場

有明体操競技場
有明体操競技場
有明体操競技場
国立代々木競技場
大井ホッケー競技場
日本武道館
日本武道館
武蔵野の森総合スポーツプラザ、
近代五種
東京スタジアム
ボート
海の森水上競技場
ラグビー
東京スタジアム
セーリング
江の島ヨットハーバー
ライフル
陸上自衛隊朝霞訓練場
クレー
陸上自衛隊朝霞訓練場
パーク
有明アーバンスポーツパーク
ストリート
有明アーバンスポーツパーク
スポーツクライミング
青海アーバンスポーツパーク
サーフィン
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
卓球
東京体育館
テコンドー
幕張メッセAホール
テニス
有明テニスの森
トライアスロン
お台場海浜公園
ビーチバレーボール
潮風公園
バレーボール
有明アリーナ
ウエイトリフティング
東京国際フォーラム
フリースタイル、グレコローマン 幕張メッセAホール

体操競技
新体操
トランポリン
ハンドボール
ホッケー
柔道
形、組手

種別

7/24－7/31
7/27－8/1
7/26－8/5
7/25－7/26、7/28、7/30－8/3
7/26－7/27、7/29－7/30、8/1
8/5－8/6
7/26－7/27
8/4－8/7
7/26－8/2
7/25－7/31、8/2－8/7
7/25－7/28
7/25－8/2
7/27－7/28、8/1
7/25－8/8
7/25－8/9
7/25－7/29、8/1－8/5
8/2－8/8

8/6－8/8

7/25－7/30、8/2－8/4
8/7－8/9
7/31－8/1
7/25－8/9
7/25－8/7
7/25－8/1
8/6－8/8

開催日
5

6

7

8

9

開催時間
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

注) 網掛けは、競技時間帯を示す。競技時間は、同一競技や種目であっても、競技会場や開催日によって異なる場合があるため、おおむねの時間帯を示している。
出典：
「オリンピック競技スケジュール」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule をもとに作成

ウエイトリフティング
レスリング

バレーボール

スポーツクライミング
サーフィン
卓球
テコンドー
テニス
トライアスロン

スケートボード

射撃

ボート
ラグビー
セーリング

近代五種

ハンドボール
ホッケー
柔道
空手

体操

競技

表 7.2-3(2) オリンピック競技の会場及びスケジュール

7.
東京 2020 大会の全体計画・競技の内容
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トラック
ロード

トラック＆フィールド
マラソン

種別
夢の島公園アーチェリー場
オリンピックスタジアム
オリンピックスタジアム
国立代々木競技場
有明体操競技場
海の森水上競技場
伊豆ベロドローム
富士スピードウェイ
馬事公苑
青海アーバンスポーツパーク
幕張メッセCホール
日本武道館
東京国際フォーラム
海の森水上競技場
陸上自衛隊朝霞訓練場
幕張メッセAホール
東京アクアティクスセンター
東京体育館
幕張メッセBホール
お台場海浜公園
有明アリーナ、
武蔵野の森総合スポーツプラザ
幕張メッセBホール
国立代々木競技場
有明テニスの森

競技会場

8/26－8/30
8/26－8/30
8/28－9/5

8/26－9/6

8/28－9/1、9/3－9/5
8/28－9/5
9/6
9/2－9/6
8/29－9/5
9/3－9/5
8/26－8/29
9/1－9/4
8/27－8/31
8/30－9/1、9/3、9/5
8/26－9/4
8/28－8/30
8/27－8/31
8/28－8/30
8/31－9/6
8/28－9/6
8/26－9/4
8/26－9/4
9/3－9/5
8/29－8/30

開催日
5

6

7

8

9

開催時間
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

注) 網掛けは、競技時間帯を示す。競技時間は、同一競技や種目であっても、競技会場や開催日によって異なる場合があるため、おおむねの時間帯を示している。
出典：：
「パラリンピック競技スケジュール」
（2019 年８月 13 日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/paralympic/をもとに作成

車いすフェンシング
車いすラグビー
車いすテニス

車いすバスケットボール

馬術
5人制サッカー
ゴールボール
柔道
パワーリフティング
ボート
射撃
シッティングバレーボール
水泳
卓球
テコンドー
トライアスロン

自転車競技

バドミントン
ボッチャ
カヌー

陸上競技

アーチェリー

競技

表 7.2-4 パラリンピック競技の会場及びスケジュール

7.
東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 マラソンコース」
（2019 年８月１日参照
ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180531-01.html

図 7.2-1(1) 競技コース（陸上競技(マラソン)）

出典：「東京 2020 大会ホームページ」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180531-01.html

図 7.2-1(2) 競技コース（陸上競技(競歩)）
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組織委員会

7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

(オリンピック男子)

(オリンピック女子)

(パラリンピック男子/女子)

出典：「ロードレース コースマップ等」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/road-cycling/road-detail/

図 7.2-1(3) 競技コース（自転車競技(ロード)）
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7.

東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

(オリンピック男子/女子)

(オリンピック混合リレー)

(パラリンピック男子/女子)

出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html

図 7.2-1(4) 競技コース（トライアスロン）
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7.

（空白のページ）
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東京 2020 大会の全体計画・競技の内容

8.

環境影響評価の項目

8.1 全体計画
環境影響評価の項目は、図 8.1-1 に示す手順に従い、東京 2020 大会の運営計画の内容をもとに
環境に影響を及ぼす可能性のある環境影響要因を抽出し、地域の概況及び社会経済情勢等を勘案し
て選定した。

運

営

計

画

案

環境保全に関する計画等

環境影響要因の抽出
地域の概況の把握
社会経済情勢の把握
環 境 影 響評 価の 項 目の選 定
図 8.1-1 環境影響評価の項目の選定手順
環境影響要因は、東京 2020 大会の開催前、開催中及び開催後について、表 8.1-1 に示すとおり設
定した。
表 8.1-1 抽出した環境影響要因
区分
開催前

環境影響要因
恒久施設 施設の建設

内容
掘削工事、躯体工事等に伴う影響（総体的な視点での「廃棄物」
、
「エ
コマテリアル」に限る）
工事用車両の走行
建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響
建設機械の稼働
建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響
建築物の出現
建設工事終了後の建築物の出現や建築物の存在に伴う影響（広域的な
視点での「生物・生態系」
、
「緑」に限る）
仮設施設 施設の建設
掘削工事、躯体工事等に伴う影響（総体的な視点での「廃棄物」
、
「エ
コマテリアル」に限る）
工事用車両の走行
建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響
建設機械の稼働
建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響
建築物の出現
建設工事終了後の仮設施設の出現や仮設施設の存在に伴う影響
招致・PR 活動
招致・PR 活動に伴う影響
開催中 競技の実施
競技の実施に伴う影響
大会の運営
大会開催中の関係車両の発生集中交通、会場設備等の稼働、その他大
会の運営に伴う影響
開催後 仮設施設 解体工事
東京 2020 大会の仮設施設の解体工事に伴う影響（総体的な視点での
「廃棄物」に限る）
工事用車両の走行
解体工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響
建設機械の稼働
解体工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響
恒久施設 設備等の持続的稼働 東京 2020 大会後の施設の継続的利用に伴う影響
注)網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因を示す。

選定した環境影響評価の項目は、表 8.1-2(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.1-3(1)及び(2)
に、選定しなかった理由は、表 8.1-4 に示すとおりである。

- 87 -

表 8.1-2(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連

・ アスリートへの影響の程度
土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生物・生態系の変化の程度

〇

・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
・ アスリートへの生物等の影響の程度
緑
生活環境

騒音・振動

・ 緑の変化の程度

〇

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
〇

・ 関係者等の移動による道路交通騒音
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動

〇

・ 競技実施に伴い発生する音
日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または競技として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ 水質の変化の程度

建設機械の稼働

・ アスリートへの影響の程度
水質等

開催後
工事用車両の走行

〇

・ 車両の走行に伴う大気汚染物質の変化の程度

解体工事

主要環境

環境項目

大気等

開催中
競技の実施・大会の運営

予測事項

招致・ＰＲ活動

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前

工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.1-2(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度
・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度
・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度

資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガス排出量削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの効率的な利用の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及びその抑制の程度等

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ スポーツ施設の充足、スポーツ活動の状況

文化活動

・ 文化活動の状況、国際交流の状況、情報提供のバリアフリー化

参加・協働

土地利用

社会経済項目

水利用

ボランティア

・ ボランティア活動の状況

コミュニティ

安全・衛生・安心

〇

〇

〇

〇

〇

〇

・ 地域のコミュニティ活動、企業の地域コミュニティ活動、地域
のコミュニティ単位での大会への参画

〇

〇

環境への意識

・ 都民等の環境意識啓発のための機会の状況

〇

〇

安全

・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の状況

〇

交通

・ 大会運営に係る電力供給の安定度

〇

衛生

・ 東京 2020 大会における飲食提供についての安全性

〇

消防・防災

・ 東京 2020 大会の運営面での消防・防災に対する安全性

〇

交通渋滞

・ 大会開催中の交通の状況

〇

公共交通へのアク ・ 公共交通機関までのアクセス性の状況
セシビリティ

〇

経済

交通安全

・ 東京 2020 大会の運営面での交通安全の取組の程度

経済波及

・ 東京 2020 大会の実施に伴う経済波及効果

〇

〇

〇
〇

〇

雇用

・ 東京 2020 大会の実施に伴う雇用創出効果

〇

〇

〇

〇

事業採算性

・ 東京 2020 大会の施設整備費、運営経費の利用の程度

〇

〇

〇

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または競技として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

〇

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

建設機械の稼働

史跡・文化財

〇

開催後
工事用車両の走行

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性への配慮の程度

解体工事

予測事項

開催中
競技の実施・大会の運営

招致・ＰＲ活動

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前

工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.1-3(1) 選定した項目及びその理由
項

目

選定した理由

大気等

大気等に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中における競技の実施、大
会の運営が考えられる。
予測事項は、「車両の走行に伴う大気汚染物質の変化の程度」とする。

生物・生態系

生物・生態系に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の建築物の出現が
考えられる。
予測事項は、「生物・生態系の変化の程度」とする。

緑

緑に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の建築物の出現が考えられ
る。
予測事項は、「緑の変化の程度」とする。

騒音・振動

騒音・振動に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中における競技の実施、
大会の運営が考えられる。
予測事項は、
「関係者等の移動による道路交通騒音」、
「競技実施に伴い発生する音」
とする。
なお、振動は騒音と比べて発生源周辺への影響は軽微となるため、予測は騒音を対
象として実施する。

歩行者空間の
歩行者空間の快適性に及ぼす可能性のある要因としては、都市特有の課題であるヒ
快適性
ートアイランド現象が考えられる。
予測事項は、「緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性への配慮の
程度」とする。
水利用

水利用に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中の大会の運営が考えられ
る。
予測事項は、「水の効率的利用への取組・貢献の程度」とする。

廃棄物

廃棄物が発生する可能性のある要因としては、開催前の施設の建設、開催中の大会
の運営、開催後の解体工事が考えられる。
予測事項は、「廃棄物の排出量及びその抑制の程度等」とする。

エコマテリア
エコマテリアルを利用する要因としては、開催前における施設の建設、開催中の大
ル
会の運営が考えられる。
予測事項は、「エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度」とする。
温室効果ガス

温室効果ガスを排出する可能性のある要因としては、開催中の競技の実施、大会の
運営が考えられる。
予測事項は、「温室効果ガス排出量削減の程度」とする。

エネルギー

多量のエネルギーを使用する可能性のある要因としては、開催中の競技の実施、大
会の運営が考えられる。
予測事項は、「エネルギーの効率的な利用の程度」とする。

スポーツ活動

スポーツ活動に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の招致・PR 活動、
開催中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「スポーツ施設の充足、スポーツ活動の状況」とする。

文化活動

文化活動に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の招致・PR 活動、開催
中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「文化活動の状況、国際交流の状況、情報提供のバリアフリー化」と
する。

ボランティア

ボランティアに影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の招致・PR 活動、
開催中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「ボランティア活動の状況」とする。

コミュニティ

コミュニティに影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の招致・PR 活動、
開催中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「地域のコミュニティ活動、企業の地域コミュニティ活動、地域のコ
ミュニティ単位での大会への参画」とする。

環境への意識

環境への意識に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の招致・PR 活動、
開催中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「都民等の環境意識啓発のための機会の状況」とする。
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表 8.1-3(2) 選定した項目及びその理由
項

目

選定した理由

安全

安全に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中の競技の実施、大会の運営
が考えられる。
予測事項は、「移動の安全のためのバリアフリー化の状況」、「大会運営に係る電力
供給の安定度」とする。

衛生

衛生に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中の大会の運営が考えられ
る。
予測事項は、「東京 2020 大会における飲食提供についての安全性」とする。

消防・防災

消防・防災に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中の競技の実施、大会
の開催が考えられる。
予測事項は、「東京 2020 大会の運営面での消防・防災に対する安全性」とする。

交通渋滞

交通渋滞に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中の大会の運営が考えら
れる。
予測事項は、「大会開催中の交通の状況」とする。

公共交通へのアクセシビリティに影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中
公共交通への
の大会の運営が考えられる。
アクセシビリ
予測事項は、「公共交通機関までのアクセス性の状況」とする。
ティ
交通安全

交通安全に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中の大会の運営が考えら
れる。
予測事項は、「東京 2020 大会の運営面での交通安全の取組の程度」とする。

経済波及

経済波及に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の施設の建設、招致・
PR 活動、開催中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「東京 2020 大会の実施に伴う経済波及効果」とする。
なお、開催前の施設の建設、招致・PR 活動、開催中の大会の運営に伴う経済波及効
果は、開催前や開催中に留まらず、開催後のレガシー効果としても発現するため、予
測は開催後についても実施する。

雇用

雇用に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の施設の建設、招致・PR
活動、開催中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「東京 2020 大会の実施に伴う雇用創出効果」とする。
なお、開催前の施設の建設、招致・PR 活動、開催中の大会の運営に伴う雇用創出効
果は、開催前や開催中に留まらず、開催後のレガシー効果としても発現するため、予
測は開催後についても実施する。

事業採算性

事業採算性に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催前の施設の建設、開催
中の大会の運営が考えられる。
予測事項は、「東京 2020 大会の施設整備費、運営経費の利用の程度」とする。
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表 8.1-4 選定しなかった項目及びその理由
項

目

選定しなかった理由

水質等

水質等への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

土壌

土壌への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

生物の生育・
生息基盤

生物の生育・生息基盤への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

水循環

水循環への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

日影

日影への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

景観

景観への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

自然との触れ
合い活動の場

自然との触れ合い活動の場への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

史跡・文化財

史跡・文化財への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

土地利用

土地利用への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

地域分断

地域分断への影響については、個別の会場等ごとに評価する。

移転

移転への影響については、個別の会場等ごとに評価する。
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8.2 競技
環境影響評価の項目は、図 8.2-1 に示す手順に従い、競技計画の内容をもとに環境に影響を及ぼ
す可能性のある環境影響要因を抽出し、地域の概況及び社会経済情勢等を勘案して選定した。
対象は、
「環境アセスメント指針」に基づき、表 8.2-1 に示す屋外の敷地外で実施される競技（以
下「屋外敷地外競技」という。
）及び屋外敷地内の水域競技とした。

競

技

計

画

案

環境保全に関する計画等

環境影響要因の抽出
地域の概況の把握
社会経済情勢の把握
環 境 影 響評 価の 項 目の選 定
図 8.2-1 環境影響評価の項目の選定手順
表 8.2-1 対象とする競技
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

競技名
オリンピック
パラリンピック
陸上競技（マラソン）
陸上競技（マラソン）
陸上競技（競歩）
－
自転車競技（ロード）
自転車競技（ロード）
トライアスロン
トライアスロン
水泳（マラソンスイミング）
－
カヌー（スプリント）
カヌー（スプリント）
ボート
ボート
セーリング
－
サーフィン
－

場所
屋外敷地外（陸域）
屋外敷地外（陸域）
屋外敷地外（陸域）
屋外敷地外（陸域・水域）
屋外敷地外（水域）
屋外敷地内の水域
屋外敷地内の水域
屋外敷地外（水域）
屋外敷地外（水域）

環境影響要因は、東京 2020 大会の開催前、開催中及び開催後について、表 8.2-2 に示すとおり設
定した。
表 8.2-2 抽出した環境影響要因
区分
開催前

環境影響要因

内容

恒久施設 施設の建設
工事用車両の走行
建設機械の稼働
建築物の出現

掘削工事、躯体工事等に伴う影響
建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響
建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響
建設工事終了後の建築物の出現や建築物の存在に伴う影響（広域的な
視点での「生物・生態系」
、
「緑」に限る）
仮設施設 施設の建設
掘削工事、躯体工事等に伴う影響（総体的な視点での「廃棄物」
、
「エ
コマテリアル」に限る）
工事用車両の走行
建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響
建設機械の稼働
建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響
建築物の出現
建設工事終了後の仮設施設の出現や仮設施設の存在に伴う影響
開催中 競技の実施
競技の実施に伴う影響
大会の運営
大会開催中の関係車両の発生集中交通、会場設備等の稼働、その他大
会の運営に伴う影響
開催後 仮設施設 解体工事
東京 2020 大会の仮設施設の解体工事に伴う影響（総体的な視点での
「廃棄物」に限る）
工事用車両の走行
解体工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響
建設機械の稼働
解体工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響
恒久施設 設備等の持続的稼働 東京 2020 大会後の施設の継続的利用に伴う影響
注)網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因を示す。
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(1) [オリンピック][パラリンピック]陸上競技（マラソン）
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-3(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-4 に、選定
しなかった理由は、表 8.2-5(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-3(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（陸上競技（マラソン））

・ 水質の変化の程度
・ アスリートへの影響の程度

土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
・ アスリートへの生物等の影響の程度

生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
〇

・ 競技の実施に伴い発生する音
日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

〇

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-3(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（陸上競技（マラソン））

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度
・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度
・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度

資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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〇

設備等の持続的稼働

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

建設機械の稼働

史跡・文化財

〇

開催後
工事用車両の走行

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-4 選定した項目及びその理由（陸上競技（マラソン））
項

目

選定した理由

大気等

大気等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。
なお、大会の運営に伴う「大気等の状況の変化の程度」は、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

騒音・振動

騒音・振動に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中における競技の実施
が考えられる。
予測事項は、「競技の実施に伴い発生する音」とする。
なお、振動は騒音と比べて発生源周辺への影響は軽微となるため、予測は騒音を対
象として実施する。また、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及
び振動」は、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

歩行者空間の
快適性

アスリートの快適性に影響を及ぼす可能性のある要因としては、都市特有の課題で
あるヒートアイランド現象が考えられる。
予測事項は、「緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度」と
する。

表 8.2-5(1) 選定しなかった項目及びその理由（陸上競技（マラソン））
項

目

選定しなかった理由

水質等

競技の実施が水質等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

生物・生態系

競技の実施が生物・生態系に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-5(2) 選定しなかった項目及びその理由（陸上競技（マラソン））
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(2) [オリンピック]陸上競技（競歩）
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-6(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-7 に、選定
しなかった理由は、表 8.2-8(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-6(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（陸上競技（競歩））

・ 水質の変化の程度
・ アスリートへの影響の程度

土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
・ アスリートへの生物等の影響の程度

生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
・ 競技実施に伴う騒音及び振動

日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

〇

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-6(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（陸上競技（競歩））

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度
・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度
・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度

資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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〇

設備等の持続的稼働

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

建設機械の稼働

史跡・文化財

〇

開催後
工事用車両の走行

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-7 選定した項目及びその理由（陸上競技（競歩））
項

目

選定した理由

大気等

大気等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。
なお、大会の運営に伴う「大気等の状況の変化の程度」は、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

歩行者空間の
快適性

アスリートの快適性に影響を及ぼす可能性のある要因としては、都市特有の課題で
あるヒートアイランド現象が考えられる。
予測事項は、「緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度」と
する。

表 8.2-8(1) 選定しなかった項目及びその理由（陸上競技（競歩））
項

目

選定しなかった理由

水質等

競技の実施が水質等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

生物・生態系

競技の実施が生物・生態系に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

騒音・振動

競技コース周辺には住居等が存在しないことから、競技の実施が騒音・振動に影響
を及ぼす可能性はない。
なお、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及び振動」は、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-8(2) 選定しなかった項目及びその理由（陸上競技（競歩））
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(3) [オリンピック][パラリンピック]自転車競技（ロード）
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-9(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-10 に、選定
しなかった理由は、表 8.2-11(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-9(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（自転車競技（ロード））

・ 水質の変化の程度
・ アスリートへの影響の程度

土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
・ アスリートへの生物等の影響の程度

生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
〇

・ 競技の実施に伴い発生する音
日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

〇

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-9(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（自転車競技（ロード））

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度
・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度
・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度

資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。

- 103 -

〇

設備等の持続的稼働

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

建設機械の稼働

史跡・文化財

〇

開催後
工事用車両の走行

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-10 選定した項目及びその理由（自転車競技（ロード））
項

目

選定した理由

大気等

大気等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。
なお、大会の運営に伴う「大気等の状況の変化の程度」は、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

騒音・振動

騒音・振動に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中における競技の実施
が考えられる。
予測事項は、「競技の実施に伴い発生する音」とする。
なお、振動は騒音と比べて発生源周辺への影響は軽微となるため、予測は騒音を対
象として実施する。また、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及
び振動」は、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

歩行者空間の
快適性

アスリートの快適性に影響を及ぼす可能性のある要因としては、都市特有の課題で
あるヒートアイランド現象が考えられる。
予測事項は、「緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度」と
する。

表 8.2-11(1) 選定しなかった項目及びその理由（自転車競技（ロード）
）
項

目

選定しなかった理由

水質等

競技の実施が水質等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

生物・生態系

競技の実施が生物・生態系に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-11(2) 選定しなかった項目及びその理由（自転車競技（ロード）
）
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(4) [オリンピック][パラリンピック]トライアスロン
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-12(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-13 に、選
定しなかった理由は、表 8.2-14(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-12(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（トライアスロン）

・ 水質の変化の程度
〇

・ アスリートへの影響の程度
土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
〇

・ アスリートへの生物等の影響の程度
生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
〇

・ 競技の実施に伴い発生する音
日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

〇

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-12(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（トライアスロン）

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度
・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度
・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度

資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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〇

設備等の持続的稼働

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

建設機械の稼働

史跡・文化財

〇

開催後
工事用車両の走行

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-13 選定した項目及びその理由（トライアスロン）
項

目

大気等

選定した理由
大気等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。
なお、大会の運営に伴う「大気等の状況の変化の程度」は、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

水質等

水質等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。

生物・生態系

生物等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの生物等の影響の程度」とする。

騒音・振動

騒音・振動に影響を及ぼす可能性のある要因としては、開催中における競技の実施
が考えられる。
予測事項は、「競技の実施に伴い発生する音」とする。
なお、振動は騒音と比べて発生源周辺への影響は軽微となるため、予測は騒音を対
象として実施する。また、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及
び振動」は、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

歩行者空間の
快適性

アスリートの快適性に影響を及ぼす可能性のある要因としては、都市特有の課題で
あるヒートアイランド現象が考えられる。
予測事項は、「緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度」と
する。

表 8.2-14(1) 選定しなかった項目及びその理由（トライアスロン）
項

目

選定しなかった理由

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-14(2) 選定しなかった項目及びその理由（トライアスロン）
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(5) [オリンピック]水泳（マラソンスイミング）
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-15(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-16 に、選
定しなかった理由は、表 8.2-17(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-15(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（水泳（マラソンスイミング））

・ 水質の変化の程度
〇

・ アスリートへの影響の程度
土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
〇

・ アスリートへの生物等の影響の程度
生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
・ 競技実施に伴う騒音及び振動

日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-15(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（水泳（マラソンスイミング））

・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度
資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

建設機械の稼働

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

解体工事

史跡・文化財

大会の運営

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

開催中
競技の実施

予測事項

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-16 選定した項目及びその理由（水泳（マラソンスイミング）
）
項

目

選定した理由

水質等

水質等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。

生物・生態系

生物等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの生物等の影響の程度」とする。

表 8.2-17(1) 選定しなかった項目及びその理由（水泳（マラソンスイミング）
）
項

目

選定しなかった理由

大気等

競技の実施が大気等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

騒音・振動

競技の実施が騒音・振動に影響を及ぼす可能性はない。
なお、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及び振動」は、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

歩行者空間の
快適性

都市特有の課題であるヒートアイランド現象が、アスリートの快適性に影響を及ぼ
す可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-17(2) 選定しなかった項目及びその理由（水泳（マラソンスイミング）
）
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(6) [オリンピック][パラリンピック]カヌー（スプリント）
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-18(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-19 に、選
定しなかった理由は、表 8.2-20(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-18(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（カヌー（スプリント）
）

・ 水質の変化の程度
〇

・ アスリートへの影響の程度
土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
〇

・ アスリートへの生物等の影響の程度
生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
・ 競技実施に伴う騒音及び振動

日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-18(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（カヌー（スプリント）
）

・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度
資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

建設機械の稼働

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

解体工事

史跡・文化財

大会の運営

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

開催中
競技の実施

予測事項

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-19 選定した項目及びその理由（カヌー（スプリント））
項

目

選定した理由

水質等

水質等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。

生物・生態系

生物等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの生物等の影響の程度」とする。

表 8.2-20(1) 選定しなかった項目及びその理由（カヌー（スプリント）
）
項

目

選定しなかった理由

大気等

競技の実施が大気等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

騒音・振動

競技の実施が騒音・振動に影響を及ぼす可能性はない。
なお、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及び振動」は、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

歩行者空間の
快適性

都市特有の課題であるヒートアイランド現象が、アスリートの快適性に影響を及ぼ
す可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-20(2) 選定しなかった項目及びその理由（カヌー（スプリント）
）
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(7) [オリンピック][パラリンピック]ボート
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-21(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-22 に、選
定しなかった理由は、表 8.2-23(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-21(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（ボート）

・ 水質の変化の程度
〇

・ アスリートへの影響の程度
土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
〇

・ アスリートへの生物等の影響の程度
生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
・ 競技実施に伴う騒音及び振動

日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-21(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（ボート）

・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度
資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

建設機械の稼働

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

解体工事

史跡・文化財

大会の運営

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

開催中
競技の実施

予測事項

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-22 選定した項目及びその理由（ボート）
項

目

選定した理由

水質等

水質等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。

生物・生態系

生物等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの生物等の影響の程度」とする。

表 8.2-23(1) 選定しなかった項目及びその理由（ボート）
項

目

選定しなかった理由

大気等

競技の実施が大気等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

騒音・振動

競技の実施が騒音・振動に影響を及ぼす可能性はない。
なお、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及び振動」は、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

歩行者空間の
快適性

都市特有の課題であるヒートアイランド現象が、アスリートの快適性に影響を及ぼ
す可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-23(2) 選定しなかった項目及びその理由（ボート）
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(8) [オリンピック]セーリング
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-24(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-25 に、選
定しなかった理由は、表 8.2-26(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-24(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（セーリング）

・ 水質の変化の程度
〇

・ アスリートへの影響の程度
土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
〇

・ アスリートへの生物等の影響の程度
生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
・ 競技実施に伴う騒音及び振動

日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-24(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（セーリング）

・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度
資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

建設機械の稼働

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

解体工事

史跡・文化財

大会の運営

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

開催中
競技の実施

予測事項

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-25 選定した項目及びその理由（セーリング）
項

目

選定した理由

水質等

水質等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。

生物・生態系

生物等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの生物等の影響の程度」とする。

表 8.2-26(1) 選定しなかった項目及びその理由（セーリング）
項

目

選定しなかった理由

大気等

競技の実施が大気等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

騒音・振動

競技の実施が騒音・振動に影響を及ぼす可能性はない。
なお、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及び振動」は、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

歩行者空間の
快適性

都市特有の課題であるヒートアイランド現象が、アスリートの快適性に影響を及ぼ
す可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-26(2) 選定しなかった項目及びその理由（セーリング）
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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(9) [オリンピック]サーフィン
選定した環境影響評価の項目は、表 8.2-27(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8.2-28 に、選
定しなかった理由は、表 8.2-29(1)及び(2)に示すとおりである。
表 8.2-27(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（サーフィン）

・ 水質の変化の程度
〇

・ アスリートへの影響の程度
土壌

・ 土壌汚染物質の変化の程度
・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無
・ 汚染土壌の量

生態系

生物の生育
・生息基盤

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度

水循環

・ 地下水涵養能の変化の程度

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度
・ 地下水の水位及び流動の変化の程度
・ 湧水流量の変化の程度

生物・生態系

・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度
・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度
・ 水生生物相の変化の内容及びその程度
・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度
・ 生態系の変化の内容及びその程度
・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度
〇

・ アスリートへの生物等の影響の程度
生活環境

緑

・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度

騒音・振動

・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動
・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動
・ 建設機械等の騒音及び振動
・ 会場設備等からの騒音及び振動
・ 競技実施に伴う騒音及び振動

日影

・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における
日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度
・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の
状況の変化の程度
・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物

アメニティ・文化

景観

・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度
・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度
・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度
・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度
・ 圧迫感の変化の程度
・ 緑視率の変化の程度
・ 景観阻害要因の変化の程度

自 然 と の 触 れ ・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度
合い活動の場 ・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度
・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度
注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ アスリートへの影響の程度
水質等

建設機械の稼働

・ 大気等の状況の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

主要環境

環境項目

大気等

解体工事

予測事項

大会の運営

開催中
競技の実施

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-27(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連（サーフィン）

・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度
資源・廃棄物 温室効果ガス

・ 文化財等の回復の程度
・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度

廃棄物

･

エコマテリアル

・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度

温室効果ガス

･

温室効果ガスの排出量及びその削減の程度

エネルギー

･

エネルギーの使用量及びその削減の程度

土地利用

・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度

廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

・ 未利用地の解消の有無及びその程度
地域分断

・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度

移転

・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度

社会活動

スポーツ活動

・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度

文化活動

・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度

参加・協働

ボランティア

・ ボランティア活動の内容とその程度

コミュニティ

・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度

環境への意識

・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度

安全・衛生・安心

土地利用

社会経済項目

水利用

安全

・ 意識啓発のための機会の増減
・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度
・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度
・ 電力供給の安定度
衛生

・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度

消防・防災

・ 耐震性の程度
・ 津波対策の程度
・ 防火性の程度

交通

交通渋滞

・ 交通量及び交通流の変化の程度

公共交通へのアク ・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度
セシビリティ

経済

交通安全

・ 交通安全の変化の程度

経済波及

・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度

雇用

・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等

事業採算性

・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。
2)網掛け（ ）は、個別会場または全体計画として評価する事項であるため、本書では対象としないことを示す。
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設備等の持続的稼働

・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

建設機械の稼働

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度

開催後
工事用車両の走行

・ 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度

解体工事

史跡・文化財

大会の運営

アメニティ・文化

環境項目

歩行者空間の快適 ・ 緑の程度
性
・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度

開催中
競技の実施

予測事項

建築物の出現

建設機械の稼働

環境影響評価の項目

開催前
工事用車両の走行

環境影響要因

施設の建設

区 分

表 8.2-28 選定した項目及びその理由（サーフィン）
項

目

選定した理由

水質等

水質等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの影響の程度」とする。

生物・生態系

生物等がアスリートに影響を及ぼす可能性がある。
予測事項は、「アスリートへの生物等の影響の程度」とする。

表 8.2-29(1) 選定しなかった項目及びその理由（サーフィン）
項

目

選定しなかった理由

大気等

競技の実施が大気等に影響を及ぼす可能性はない。

土壌

競技の実施が土壌に影響を及ぼす可能性はない。

生物の生育・
生息基盤

競技の実施が生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす可能性はない。

水循環

競技の実施が水循環に影響を及ぼす可能性はない。

緑

競技の実施が緑に影響を及ぼす可能性はない。

騒音・振動

競技の実施が騒音・振動に影響を及ぼす可能性はない。
なお、大会の運営に伴う「関係者等の移動による道路交通騒音及び振動」は、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

日影

競技の実施が日影に影響を及ぼす可能性はない。

景観

競技の実施が景観に影響を及ぼす可能性はない。

自然との触れ
合い活動の場

競技の実施が自然との触れ合い活動の場に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

歩行者空間の
快適性

都市特有の課題であるヒートアイランド現象が、アスリートの快適性に影響を及ぼ
す可能性はない。

史跡・文化財

競技の実施が史跡・文化財に影響を及ぼす可能性はない。

水利用

競技の実施が水利用に影響を及ぼす可能性はない。

廃棄物
エコマテリア
ル

競技の実施に伴う廃棄物については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。
競技の実施がエコマテリアルに影響を及ぼす可能性はない。

温室効果ガス

競技の実施に伴う温室効果ガスについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で
評価する。

エネルギー

競技の実施に伴うエネルギーについては、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評
価する。

土地利用

競技の実施が土地利用に影響を及ぼす可能性はない。

地域分断

競技の実施が地域分断に恒常的に影響を及ぼす可能性はない。

移転

競技の実施が移転に影響を及ぼす可能性はない。
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表 8.2-29(2) 選定しなかった項目及びその理由（サーフィン）
項

目

選定しなかった理由

スポーツ活動

東京 2020 大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

文化活動

東京 2020 大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の競技ごとに予測
せず全体計画で評価する。

ボランティア

東京 2020 大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の競技ご
とに予測せず全体計画で評価する。

コミュニティ

東京 2020 大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の競技
ごとに予測せず全体計画で評価する。

環境への意識

東京 2020 大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の競技ごとに
予測せず全体計画で評価する。

安全

競技の実施中の安全性については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価す
る。

衛生

東京 2020 大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の競技ごとに予測せず全体計画で評価する。

消防・防災

競技の実施中の消防・防災については、個別の競技ごとに予測せず全体計画で評価
する。

交通渋滞

東京 2020 大会の実施における交通渋滞については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。

公共交通への
競技の実施が公共交通へのアクセシビリティに恒常的に影響を及ぼす可能性はな
アクセシビリ い。
ティ
交通安全

競技の実施が交通安全に影響を及ぼす可能性はない。

経済波及

東京 2020 大会の実施による経済波及効果については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

雇用

東京 2020 大会の実施による雇用への影響については、個別の競技ごとに予測せず
全体計画で評価する。

事業採算性

東京 2020 大会の実施による事業採算性については、個別の競技ごとに予測せず全
体計画で評価する。
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（空白のページ）
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9.1 全体計画 9.1.1 大気等

9.

環境及び社会経済に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価

9.1 全体計画
9.1.1 大気等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.1-1に示すとおりである。
表 9.1.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①大気等の状況
②東京都における取組の経緯
③東京 2020 大会に向けた取組
④東京都等の計画等の状況
⑤大気等に関する法令等の基準

2)

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い、車両の走行に
伴う大気汚染物質の排出による大気等の変
化が考えられることから、左記の事項に係
る調査が必要である。

調査地域
調査地域は、競技会場の位置等を踏まえ、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンを中心と

した範囲とした。
3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会開催中には、車両の走行に伴う大気汚染物質の排出による大気等の変化が考

えられる。
そのため、本評価書案では、大会開催中の大気等の変化の程度を予測するために必要な事項
として、
「ア．大気等の状況」を調査するとともに、大気等に対する「イ．東京都における取
組の経緯」、
「ウ．東京 2002 大会に向けた取組」
、
「エ．東京都等の計画等の状況」等を調査し
た。なお、大気質については二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の２物質を対象とした。
ア．大気等の状況
調査は、以下の資料から東京における大気汚染の状況を整理した。
・
「2017 年度（平成 29 年度）大気汚染常時測定結果のまとめ」（東京都）
・
「大気環境月間値・年間値データ」
（国立環境研究所ホームページ）
イ．東京都における取組の経緯
調査は、以下の資料から東京都における大気汚染問題解決に向けた取組の状況を整理し
た。
（東京都環境局ホームページ）
・「低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定制度の概要」
・「東京都の自動車に関する規制等のあらまし」
（東京都環境局）
ウ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、以下の資料から東京2020大会に向けた東京都等の取組の状況を整理した。
・
「大会期間中の交通混雑緩和に向けた「都庁2020アクションプラン」の具体的な取組内
容」
（東京都ホームページ）
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エ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」(平成
28 年 12 月 東京都)、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年に
向けた実行プラン～」
（平成 31 年１月 東京都）、
「東京都環境基本計画」
（平成 28 年３月 東
京都）
「
、東京都自動車排出窒素酸化物及び浮遊粒子状物質総量削減計画」
（平成 25 年７月 東
京都）の計画等の整理によった。
オ．大気等に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準、
「人の健康を保護するた
めの国内の大気質目標値と欧州指令の規制値及び目標値」
（2019 年 8 月

英国 環境・食糧・

農村地域省）
、
「ブラジルにおける大気質の基準」
（2019 年 8 月 ブラジル環境省）の整理に
よった。
4)

調査結果

ア．大気等の状況
東京における大気汚染は、戦後の高度経済成長期の急速な工業化、自動車の普及等により、
深刻な環境問題としてとらえられていた。そのため、1965 年（昭和 40 年）に国設大気汚染
測定所が設置され、大気汚染の測定が開始された。その後、東京都による測定局の整備が進
められ、1970 年代にかけてその数は増加した。
2017 年度（平成 29 年度）の東京都における一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）
及び自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）の環境基準の達成状況は、表 9.1.1-2
に示すとおりである。二酸化窒素については、一般局 44 局中 44 局、自排局 34 局中 33 局で
環境基準を達成している。浮遊粒子状物質については、一般局 47 局、自排局 34 局の全てで
環境基準を達成している。
表 9.1.1-2 環境基準達成状況（2017 年度（平成 29 年度）
、東京都）
項目

一般局
達成局数／測定局数
達成率（％）

自排局
達成局数／測定局数
達成率（％）

二酸化窒素

44／44

100

33／34

97

浮遊粒子状物質

47／47

100

34／34

100

出典：「2017 年度(平成 29 年度)大気汚染常時測定結果のまとめ」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/data/publications/air/300200a20180301163730638.files/017_taikisokutei.pdf

(ｱ) 年平均値の経年変化
区部における二酸化窒素の日平均値の年間 98％値及び浮遊粒子状物質の日平均値の
２％除外値（区部の全測定局の平均値）の経年変化は、図 9.1.1-1 及び図 9.1.1-2 に示す
とおりである。1970 年代以降、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質ともに減少傾向を示してい
る。
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0.10

一般局・NO2・日平均値の年間98％値
0.09

自排局・NO2・日平均値の年間98％値

0.08

二酸化窒素（ppm）

0.07

0.06

0.05

環境基準：１時間値の１日平均値が0.04ppmから
0.06ppmのゾーン内又はそれ以下

0.04

0.03

0.02

0.01

1970年
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1977年
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1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
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2008年
2009年
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2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年

0.00

年度

注）測定局の位置及び数については各年で異なる。なお、測定局には国設局を含む。
1977 年以前は、年間 98％値が掲載されていないことから表示していない。
出典：
「大気環境月間値・年間値データ」
（2019 年８月１日参照 国立環境研究所ホームページ）をもとに作成
http://www.nies.go.jp/igreen/td_disp.html

図 9.1.1-1 二酸化窒素の日平均値の年間 98％値の経年変化（区部）
0.25

一般局・SPM・日平均値の2％除外値
自排局・SPM・日平均値の2％除外値

浮遊粒子状物質(mg/m3)

0.20
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0.10

環境基準：１時間値の１日平均値が0.01mg/m3以下

0.05
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1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
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2004年
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2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
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0.00

年度

注 1）測定局の位置及び数については各年で異なる。経年変化の把握に当たって、0.25 以上の表記は省略した。な
お、測定局には国設局を含む。
注 2）1978 年～1982 年は、自排局においては測定が行われていないことから表示していない。
出典：
「大気環境月間値・年間値データ」
（2019 年８月１日参照 国立環境研究所ホームページ）をもとに作成
http://www.nies.go.jp/igreen/td_disp.html

図 9.1.1-2 浮遊粒子状物質の日平均値の年間２％除外値の経年変化（区部）
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(ｲ) 月平均値の変化
二酸化窒素の月平均値の変化は、図 9.1.1-3 に示すとおりである。
一般局の二酸化窒素の濃度は夏季に低く、冬季に高い傾向を示している。自排局の濃度
は、一般局ほど顕著ではないものの、同様の傾向を示している。
一般局、自排局ともに、月変化の傾向は 10 年間で大きな変化はない。

（一般局）

（自排局）

出典：「2017 年度(平成 29 年度)大気汚染常時測定結果のまとめ」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/data/publications/air/300200a20180301163730638.files/017_taikisokutei.pdf

図 9.1.1-3 二酸化窒素の月平均値の変化
浮遊粒子状物質の月平均値の変化は、図 9.1.1-4 に示すとおりである。
一般局、自排局ともに、夏季に高く、冬季に低い傾向を示している。

（一般局）

（自排局）

出典：「2017 年度(平成 29 年度)大気汚染常時測定結果のまとめ」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/data/publications/air/300200a20180301163730638.files/017_taikisokutei.pdf

図 9.1.1-4 浮遊粒子状物質の月平均値の変化
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イ．東京都における取組の経緯
東京は過去に深刻な大気汚染問題に直面していた。それを解決するために、様々な取組
を行ってきた。固定発生源対策として、1950年代からボイラー等のばい煙規制、1960年代
には都内主要汚染地区の工場への低硫黄重油の使用を要請、さらに東京電力との協定によ
り大井火力発電所における超低硫黄重油の使用ルールの決定等に取り組んできた。工場・
事業場に対して法令に基づく届出の指導や内容の審査を行うとともに、必要に応じた立入
検査の実施により規制指導を徹底している。また、事業者や業界団体等が自主的に行って
いる各種の取組に対して技術支援等も進めている。さらに、移動発生源対策としては、自
動車に起因する大気環境の改善に向けて、ディーゼル車規制等に取り組んできた。これら
の取組の結果として、今日の大気環境が実現されている。
実施した取組の主な内容は、以下に示すとおりである。
(ｱ) 固定発生源対策
東京都では、1949 年に「工場公害防止条例」
（昭和 24 年東京都条例第 72 号）
、1969 年
に「東京都公害防止条例」
（昭和 44 年東京都条例第 97 号）
、2000 年に「都民の健康と安全
を確保する環境に関する条例（以下「環境確保条例」という。）
」
（平成 12 年東京都条例第
215 号）を制定し、工場等に対する排出規制などを継続的に行っている。
1969 年に制定された東京都公害防止条例は、自治体の総合的な公害対策法規としての先
駆けとして、全国的に大きな意義があり、自治体の制定権を徹底して活用したことにより
制定したものであった。具体的には、先行した工場公害防止条例における工場・事業場の
認可制度を継承し、認可対象をその他の作業場等まで拡大した。また、法律よりも厳しい
燃料基準、設備基準の設定などを制度化した。
2000 年に制定された環境確保条例は、東京都公害防止条例を全面的に改正したものであ
り、都内全域を規制対象として、工場、事業場、その他に対する規制を制度化している。
また、工場や事業場に対する規制や指導に加え、事業者や業界団体等に対する排出量の
低減に向けた自主的取組への技術的支援等、排出量抑制策を進めている。
なお、環境確保条例第 127 条では、「小規模燃焼機器を設置しようとする者は、窒素酸
化物及び二酸化炭素の排出量の少ない機器を設置するように努めなければならない。」と
しており、大気汚染対策と地球温暖化対策の両方を進めるため、規制基準が適用されな
い小規模の燃焼機器を設置する際の努力義務を定めている。対象となる小規模燃焼機器
は、表 9.1.1-3 に示すとおりである。ここで、NOx と CO2 の排出量が少ない機器の情報を
提供するため、NOx 排出濃度とエネルギー効率に関する認定基準を設け、両方が認定基
準に適合するものを「低 NOx・低 CO2 小規模燃焼機器」として認定している。認定を受け
た機器には、性能に応じて認定証票（ラベル）が貼付される。
表9.1.1-3
機器の種類
蒸気ボイラー
温水発生機
冷温水発生機
温水ボイラー
先止め式の業務用給湯器
ガスヒートポンプ（GHP）
原動機がガス機関のコージ
ェネレーションユニット

対象となる小規模燃焼機器
規模要件（規則で定める規模）

伝熱面積が10m2未満で、熱出力が35kW以上
伝熱面積が10m2未満で、熱出力が58kW以上
定格ガス消費量が8m3/h未満
定格ガス消費量が毎時8m3/h未満で、発電出力が5kW以上

出典：「低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定制度の概要」（2019年８月１日参照 東京都ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/nox_co2/nox_co2.html
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(ｲ) 自動車に起因する大気環境改善に向けての取組
東京都では、環境確保条例等に基づき、古いディーゼル車の走行規制、低公害車の普及
促進など、大気環境の改善に取り組んでいる。
ａ．自動車に起因する大気環境改善に向けての取組【環境確保条例第 37 条】
ディーゼル車の走行規制については、使用過程車も含めたディーゼル車から排出され
る PM について、東京都独自の排出基準を設定し、2003 年 10 月から基準に適合しないデ
ィーゼル車の都内走行を禁止している。対象となるディーゼル車は、トラック、バス及
びこれらをベースとした特種自動車である。
2003 年 10 月施行の粒子状物質の排出基準値は、国の新車に対する長期規制の排出基
準と同じ値であり、2006 年４月１日からは、新短期規制値と同じ値となっている。

出典：「東京都の自動車に関する規制等のあらまし」
（東京都環境局）

図 9.1.1-5 ディーゼル車走行規制に関する排出基準値
ｂ．低公害・低燃費車の導入義務【環境確保条例第 35 条】
都内で 200 台以上の自動車を使用する事業者に対して、低公害・低燃費車の導入義務
として、新基準に適合する特定低公害・低燃費車を 15％以上導入することを定めている。
ｃ．アイドリング・ストップの遵守【環境確保条例第 52～54 条】
都内全域を対象に、大気汚染や地球温暖化を防止するため、自動車等を駐停車したと
きは、エンジンを停止することが義務付けられている。
運転者の義務として、自動車等を駐車又は停車したときは、エンジンを停止する義務
がある。ただし、信号待ち等の道路交通法の規定により停止する場合等は除外される。
（環境確保条例第 52 条）
事業者の義務として、管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを遵守さ
せるため、適切な措置を行うことが定められている。
（環境確保条例第 53 条）
20 台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者の義務として、駐車場の利用者に対し
て、看板の掲示等によりアイドリング・ストップの周知を行うことが定められている。
（環境確保条例第 54 条）
ｄ．粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止・販売禁止【環境確保条例第 57、59 条】
自動車や建設作業機械などは、使用する燃料によって排出ガスの性状が変化する場
合がある。粒子状物質などの大気汚染物質の排出量を増大させないため、燃料の使用
（第57条）や販売（第59条）に関する規制を定めている。
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ウ．東京 2020 大会に向けた取組
(ｱ) 各競技会場における取組
各競技会場（新設）における大気汚染物質排出削減に向けた主なものは、熱源施設の
燃料には排気ガス中の汚染物質濃度が低い都市ガスを用いることである（新国立競技場
（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、有明アリーナ、東京アク
アティクスセンター）
。
また、駐車場内のアイドリングストップの周知、施設利用者に対する公共交通機関の利
用に関する周知を行っていくこととしている。
(ｲ) 都庁2020アクションプラン
東京都では、大会時の交通混雑緩和のため、都庁自らが取り組む内容を「都庁2020ア
クションプラン」として策定・公表している。都庁2020アクションプランの取組内容の
抜粋は、表9.1.1-4に示すとおりである。交通混雑緩和は自動車走行に伴う大気汚染物質
の排出低減効果がある。
都庁2020アクションプランの取組については、2019年夏に各局で大会１年前のテストと
して実施し、効果や課題を検証し、大会開催中に向けた取組に反映させることとしている。
表9.1.1-4

都庁2020アクションプランの取組内容（抜粋）

取組項目
庁有車利用の抑制
備品・コピー用紙等の
納品時期変更
都庁発注工事の調整

取組内容
本庁・事業所全てで利用を控え、利用が必要な場合も高速道路等を避ける
大会前にまとめて納品し、本庁・事業所含む約900箇所への納品ゼロ
路上工事によるボトルネック化回避（大会関係地域等）
工事から発生する車両数の削減（都内全域）

出典：「大会期間中の交通混雑緩和に向けた「都庁2020アクションプラン」の具体的な取組内容」
（2019年８月１日参照 東京都ホームページ）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/12/13.html

(ｳ) 輸送計画全般に係る取組
東京都、国及び組織委員会では、東京2020大会開催中における交通混雑緩和に向けた
交通需要マネジメント（TDM）1の取組を「2020TDM推進プロジェクト」として推進し、安
全・円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送と都市活動の安定との両立を目指している。
「2020TDM推進プロジェクト」では、大会開催中に何も交通対策を行わなかった場合に、
道路に生じる影響についてまとめた「大会輸送影響度マップ」2を公表するとともに、交
通需要マネジメント（TDM）推進に向けた企業向け説明会の開催、テレワーク導入等に関
するコンサルタントによる無料相談、サテライトオフィス設置等に対する補助金事業を
「ア
実施している。また、各企業での「2020アクションプラン 3」の作成を支援するため、
クションプラン作成支援の簡易ツール」と「TDMハンドブック」
（令和元年７月

2020TDM

1 交通需要マネジメント（Travel Demand Management:TDM）は、自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換
など、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などの交通需要の調整を行うことにより、道路
交通の混雑を緩和していく取組。東京2020大会においては、道路交通だけでなく、鉄道等の公共交通機関も含めた
交通需要調整の取組のことを指す。
2 大会輸送影響度マップ：https://2020tdm.tokyo/map/
なお、大会輸送影響度マップは、一定の前提を置き、
「何も交通対策を行わなかった場合」に生じる影響についてま
とめたものであり、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ない。
3 2020アクションプラン：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もの。
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推進プロジェクト運営事務局）を提供している。
また、東京2020大会開催中は、交通需要マネジメント（TDM）のほか、TDMの効果等を
踏まえ、状況に応じた段階的・局所的な交通システムマネジメント（TSM）4を計画・実施
する。
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、関係者輸送ルートの円滑な交通状況を維持する。

4 交通システムマネジメント（TSM）：交通需要マネジメント（TDM）により、全体の交通量を減少させたうえで、道路
の交通混雑が想定される箇所において実効性を伴う通行抑制や通行制限を実施することにより、円滑な交通を維
持する取組。
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エ．東京都等の計画等の状況
大気等に関する計画等については、表9.1.1-5(1)及び(2)に示すとおりである。
表 9.1.1-5(1) 大気等に関する計画等
関係計画等
目標・施策等
都民ファーストでつくる「新 ○快適な都市環境の創出
PM2.5 や光化学オキシダント濃度の低減に向けて、揮発性有機化合物（VOC）な
しい東京」～2020 年に向けた
ど大気汚染物質の削減や周辺自治体との広域連携を進め、大気環境の更なる改善
実行プラン～
を進めていく。
(平成 28 年 12 月 東京都)
「３つのシティ」の実現に向
けた政策の強化（2019 年度）
～2020 年に向けた実行プラン
～
（平成 31 年１月 東京都）

No.

2024 年度

２

政策目標
東 京 港 での 排 船舶からの大気汚染物質
気ガス対策
の削減率（2010 年度比）
光化学スモッグ注意報の発令日数

３

光化学オキシダント濃度

2030 年度

１

４
５

東京都環境基本計画
（平成 28 年３月 東京都）

PM2.5 の環境基準

目標年次

2020 年度

目標値
NOx は 20％
SOx は 40％
ゼロ
全ての測定 局で
0.07ppm 以下(８
時間値)

2020 年度

長期基準の達成

2024 年度

達成

・発生源対策による大気環境の更なる改善

低公害・低燃費車の普及を推進するとともに、先進的な ITS 5技術を取り入
れ交通渋滞の緩和に取り組むことにより、自動車から排出される大気汚染
物質を削減する。

東京港で導入した日本で初めての国際的な環境対策プログラム ESI 6の実
施を通じて、PM2.5 等の生成原因の一つとして船舶から排出される NOx や
SOx、CO2 を削減する。

PM2.5 や光化学オキシダントの生成原因となる VOC 濃度を低減させるため、
事業者への各種セミナーの開催、技術ガイドの配布、VOC 対策アドバイザ
ーの派遣などの技術支援を行うほか、民間と連携して効果的な対策を推進
する。

PM2.5 及び Ox の発生源寄与割合や将来の環境濃度の予測、これまでの対策
に関わる削減効果の検証や解析など、総合的な大気汚染対策の検討を行
う。

周辺自治体と連携し、VOC 排出事業者に対して、夏季の排出抑制の取組を
促すことに加え、冬季を中心とした燃焼機器対策を実施する。

「ClearSky サポーター（仮称）
」制度を創設し、NOx・VOC 対策に取り組む
事業者を募集し、その取組を広く紹介することで、自主的取組による排出
削減を促進するとともに、都民に対する普及啓発・情報発信を強化。
快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保
・大気環境等の更なる向上

工場・事業場に対する規制指導と認定機器の普及拡大

事業者への技術支援

化学物質適正管理制度等の活用

次世代自動車等の普及促進

自動車排出ガス監視体制の整備

ガソリン蒸発ガス対策

船舶対策

業務・家庭部門における燃焼機器等の排出削減対策

身近な生活環境での VOC 対策

光化学オキシダント高濃度日の NOx、VOC 排出抑制

広域連携の推進

大気常時監視

PM2.5・光化学オキシダント対策に関する研究の推進

5 ITS：最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情報ネットワーク化し、交通事故、渋滞などの解決を目的
とする交通システム

6 ESI：国際港湾協会主催の下、世界港湾気象イニシアチブ（WPCI）が、船舶の環境船舶指数（ESI値）を評価・検証
し、参加港湾が入港料減免などのインセンティブを与え、港湾地域の環境改善を促す仕組み
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表 9.1.1-5(2) 大気等に関する計画等
関係計画等
目標・施策等
東京都自動車排出窒素酸化物 ・低公害・低燃費車の普及促進、エコドライブの普及促進、交通量対策、交通流対策、
及び浮遊粒子状物質総量削減
局地汚染対策の推進等
計画
（平成 25 年７月 東京都）

オ．大気等に関する法令等の基準
(ｱ) 国内における大気等に関する法令等の基準
「環境基本法」に基づく二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準は、表 9.1.1-6
に示すとおりである。
表 9.1.1-6 大気汚染に係る環境基準
物

質

環境基準等

二酸化窒素

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそ
れ以下であること。

浮遊粒子状物質

1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が
0.20mg/m3 以下であること。

出典：「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第 38 号)
「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年環境庁告示第 25 号)

(ｲ) 過去大会開催国における大気等に関する法令等の基準
イギリス及びブラジルにおける大気汚染の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る基準
は、表 9.1.1-7(1)及び(2)に示すとおりである。
表 9.1.1-7(1) 大気汚染に係る基準（イギリス）
物

質

環境基準等
3

二酸化窒素

１時間平均値が 200μg/m を 18 年に１回以上超過しないこと。
１年平均値が 40μg/m3
24 時間平均値が 50μg/m3 を 35 年に１回以上超過しないこと。

PM10 7

１年平均値が 40μg/m3

出典：「人の健康を保護するための国内の大気質目標値と欧州指令の規制値及び目標値」
（2019 年８月１日参照 英国 環境・食糧・農村地域省ホームページ）
https://uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/Air_Quality_Objectives_Update.pdf

表 9.1.1-7(2) 大気汚染に係る基準（ブラジル）
物

質

二酸化窒素
浮遊粒子状物質

規制（μg/m3）

対象時間

１次基準注１

２次基準注 2

320

190

１時間
年間算術平均

100

24 時間
年間幾何平均

240
8

※

80

150※
60

注 1)１次基準は、人間の健康に影響が及ぶ可能性がある濃度の限界を示す。
注 2)２次基準は、人間の健康、動植物、物質、一般環境に最低限悪影響を与える濃度を示す。
※年 1 回以上超過してはならない
出典：「ブラジルにおける大気質の基準」
（2019 年８月１日参照 ブラジル環境省ホームページ）
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Brasil/CONr0390.pdf

7

8

PM10：捕集効率が50％となる空気力学径が10μmとなる粒子のことである。我が国の環境基準の項目にある浮遊粒子
状物質（SPM）は10μm以下の粒子と定義されているため、SPMとは異なる。粒径分布から見ると、PM10>SPMとなる。
幾何平均：相乗平均ともいう。データ数がｎ個あったら、ｎ個のデータを掛け合わせて、そのｎ乗根をとる。
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(2) 予測
1)

予測事項
予測事項は、大会開催中の車両の走行に伴う大気汚染物質の変化の程度とした。

2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。

3)

予測地域
予測地域は、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンを中心とした範囲とした。

4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての東京都等の取組や活動状況を参考として、
東京 2020 大会開催中の大気等の状況を類推する方法とした。
5)

予測結果
東京都における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度は、工場に対する各種固定発生源対策、

自動車排出ガスに対するディーゼル車走行規制等により改善されており、2017 年度（平成 29
年度）の環境基準達成状況は、二酸化窒素の一般局で 100％、自排局で 97％、浮遊粒子状物質
の一般局及び自排局で 100％となっている。
東京 2020 大会では、大会開催中に選手やメディア、観客及びスタッフの輸送のために関係
車両の走行が生じる。
大会開催中の選手やメディアの輸送に使用するルートを「オリンピック・ルート・ネットワ
ーク（Olympic Route Network : ORN）」
「パラリンピック・ルート・ネットワーク（Paralympic
Route Network : PRN）
」と呼称し、
・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。
を基本コンセプトとして設定し、市民の生活や都市活動に与える影響も含めて考慮して高速
道路を主として設定されていることから、一般道沿道への大気汚染物質の排出低減効果がある。
東京 2020 大会の開催に伴う関係車両の走行に当たっては、可能な限り、低公害・低燃費車
両を活用するとともに、車両運転者に対するエコドライブの周知徹底を行うことから、大会運
営に伴う大気汚染物質の排出低減が図られる。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通機
関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による来場
の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への大気汚染物質の排出低減にもつ
ながる。
また、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄道
などの公共交通も含めた交通需要マネジメント（TDM）における取組を促すよう説明会を行う
等の情報発信を行うことにより、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に働きかけている。
これらのことから、東京 2020 大会開催中の車両の走行に伴う大気汚染物質（NO2、SPM）排出
削減に極力寄与できるものと予測する。
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(3) ミティゲーション
1)

大気汚染発生抑制に係る取組
・大会関係車両には、可能な限り、燃料電池自動車等の低公害・低燃費車両を活用する。
・大会関係車両には、急発進・急ブレーキの抑制などのエコドライブの周知徹底を行い、
環境負荷の低減を図る。

2)

輸送計画全般に係る取組
・大会開催中の選手等の大会関係者の選手村から会場間の移動に活用するオリンピック・ル
ート・ネットワーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）を設定す
る。設定に当たっての基本コンセプトは以下の３点である。ORN 及び PRN を設定すること
により大会関係車両の安全、円滑、迅速な輸送サービスを提供する。
①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。
②一般道においては、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。
③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。
・観客、会場スタッフの移動には、公共交通機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスを最大
限活用することにより、小型車両での分散した移動を抑制する。
・自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄道など
の公共交通も含めた交通需要マネジメント（TDM）における取組を促すよう説明会を行う
等の情報発信を行うことにより、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に働きかけて
いる。
・東京 2020 大会開催中は、交通需要マネジメント（TDM）のほか、TDM の効果等を踏まえ、
状況に応じた段階的・局所的な交通システムマネジメント（TSM）を計画・実施する。
・大会時の交通混雑緩和のため、都庁自らが「都庁 2020 アクションプラン」に取り組んで
いる。

3)

競技会場
・熱源施設の燃料には排気ガス中の汚染物質濃度が低い都市ガスを用いる（新国立競技場（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、有明アリーナ、東京アクアテ
ィクスセンター）
。

- 142 -

9.1 全体計画 9.1.1 大気等

(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、大気等への影響を極力低減する取組が事業者の実施可能な範囲で最大限行わ

れることとした。
2)

評価の結果
選手等の大会関係者を輸送する関係者輸送ルートであるオリンピック・ルート・ネットワー

ク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）は、市民の生活や都市活動に与
える影響も含めて考慮して高速道路を主として設定されていることから、一般道沿道への大気
汚染物質の排出低減効果がある。
東京 2020 大会の開催に伴う関係車両の走行に当たっては、可能な限り、低公害・低燃費車
両を活用するとともに、車両運転者に対するエコドライブの周知徹底を行うことから、大会運
営に伴う大気汚染物質の排出低減が図られる。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通機
関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による来場
の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への大気汚染物質の排出低減にもつ
ながる。
また、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄道
などの公共交通も含めた交通需要マネジメント（TDM）における取組を促すよう説明会を行う
等の情報発信を行うことにより、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に働きかけている。
以上のように、大会関係車両から排出される大気汚染物質の排出低減とともに、通常の都市
活動による大気汚染物質の排出低減にもつながる取組を東京都及び組織委員会が連携して取
り組む計画となっていることから、大気等への影響を極力低減する取組が事業者の実施可能な
範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.1.2 生物・生態系、緑
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.2-1に示すとおりである。
表 9.1.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①東京における緑の形成 東京 2020 大会の開催に伴い、生物・生態系、緑の
の経緯
変化が考えられることから、左記の事項に係る調査
②緑の状況
が必要である。
③生育環境(土地利用)の
状況
④陸上動物の状況及び水
生生物の状況
⑤法令等による基準等
⑥東京都等の計画等の状
況

2)

調査地域
調査地域は、競技会場の位置等を踏まえ、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンを中心と

した範囲とした。
3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京2020大会の会場整備における生物・生態系及び緑については、競技会場の計画地及びそ

の周辺の生物・生態系への影響や緑の変化の程度を個別会場の実施段階環境影響評価として実
施してきた。
そのため、本評価書案では、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンという広域的な視点に
より予測するために必要な事項として、まず「ア．東京都における緑施策の経緯」を調査し、
その上で緑や生物の生育・生息環境となる「イ．緑の状況」や「ウ．生育環境（土地利用）の
状況」
、動植物の状況として「エ．陸上動物の状況及び水生生物の状況」等を調査した。
ア．東京における緑の形成の経緯
調査は、以下の資料から東京における緑の形成の経緯等を整理した。
・
「東京の都市づくりのあゆみ」
（令和元年６月 東京都都市整備局）
・
「緑確保の総合的な方針(改定)」
（平成28年３月 東京都・特別区・市町村）
イ．緑の状況
調査は、以下の資料から東京都における緑の量、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンに
おける緑被地や街路樹の状況等を整理した。
・
「平成26年９月29日報道発表資料 平成25年「みどり率」の調査結果について」
（東京
都環境局）
・
「東京の街路樹 街路樹のデータ」(東京都建設局ホームページ）
・
「平成30年度建設局事業概要」
（東京都建設局）
・
「道路の緑化」
（東京都建設局ホームページ）
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・都内各区及び市が実施している「緑の実態調査 報告書」
・
「緑被分布図」
（平成19年

国土交通省都市・地域整備局)

ウ．生育環境（土地利用）の状況
調査は、以下の資料からヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンにおける土地利用の状況
として都立公園（都市公園）及び海上公園の整備状況を整理した。
・
「東京都の公園緑地マップ2019」
（平成31年３月 東京都建設局公園緑地部計画課）
・
「都立公園・庭園案内」
（東京都建設局ホームページ）
・
「公園調書」
（平成30年８月 東京都建設局公園緑地部管理課）
・
「東京港の公園・緑地」
（東京都港湾局ホームページ）
・都内各区及び市が実施している「緑の実態調査 報告書」
・
「緑被分布図」
（平成19年

国土交通省都市・地域整備局)

エ．陸上動物の状況及び水生生物の状況
調査は、以下の資料からヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンにおける陸上動物、水生
生物の状況等を整理した。また、各競技会場の東京 2020 オリンピック・パラリンピック競
技大会実施段階環境影響評価における現地調査結果を整理・解析した。
・
「自然環境保全基礎調査 動植物分布調査（自然環境調査Web-GIS）」
（環境省自然環境
局生物多様性センターホームページ）
オ．法令等による基準等
調査は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）
、絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）
、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律（平成 14 年法律第 88 号）等の法令の整理によった。
カ．東京都等の計画等の状況
調査は、「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～」
（平成 28 年 12 月 東京都）等の計画等の整理によった。
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4)

調査結果

ア．東京における緑の形成の経緯
江戸時代の東京の都市空間は、武家地、寺社地、町人地に区分され、武家地の範囲が全体
面積の約７割を占めていた。このような江戸に存在した広大な武家地は、今日では公的施設
や公園等といった形で引き継がれており、東京の都市空間を形成する重要な要素となってい
る。
1900 年(明治 33 年)には、現在の区部の６分の１程度の規模で東京市が誕生し、その後の
1919 年(大正８年)に都市計画法が施行されたが、同法の及ばない郊外（現在の区部周辺部）
での人口が急増し、都市域が拡大した。これらの都市域拡大の問題は、当時の先進工業国に
共通の都市問題であり、1924 年(大正 13 年)にアムステルダムで開催された国際都市計画会
議において、都市の周囲に環状の緑地帯（グリーンベルト）を設け都市域の拡大を防ぐグリ
ーンベルト構想が提唱された。我が国でもグリーンベルトが大都市の無秩序な拡大を防止す
るための「緑地」として、都市計画行政に取り入れられた。東京においても、現在の区部境
界まで東京市の市域が拡張された際に、市域境の外側に空地帯（緑地帯）を設けることが検
討され、1939 年(昭和 14 年)に「東京緑地計画」として提案された。戦後は、農地改革の中
で、これらの緑地は農地として開放され縮小したが、今日の区部に存在する大きな公園や河
川沿いの公園の多くが残存しており、「東京緑地計画」は、現在の都市計画における公園・
緑地計画の根幹になって今日に至るまで大きな影響を与えている。
その後の東京の都市づくりを緑の観点から振り返ってみると、市街化の進展による緑の減
少に対して、東京都では昭和 50 年代から総合的な対策を講じるようになった。体系的に緑
地を捉えて全体目標像を示した「東京都緑のマスタープラン」1（昭和 56 年）、緑の対策範囲
、多摩の丘陵地の開発指針
を民間にまで広げて施策を示した「緑の倍増計画」2（昭和 59 年）
、政策指標「みどり率」4を用いた「緑
を示した「みどりのフィンガープラン」3（平成３年）
の東京計画」 5（平成 12 年）等がある。また、1994 年(平成６)年の都市緑地保全法 6（昭和
48 年法律第 72 号）改正に伴い、各区市町村の緑のマスタープランとも言える「緑の基本計
画」7が法律に位置付けられ、今日まで東京都の都市計画区域のほぼ全自治体が策定、運用し
ている。
1997 年(平成９年)に策定された「生活都市東京構想」では、これまでの施策の流れを踏ま
えながら「水と緑のネットワーク」として緑の施策を改めて体系化し、
「生きものの通り道」
としての緑の役割を明確にした。緑へのニーズが公園の整備や街路樹の育成といったレベル
から、次第に親水性の確保の問題も加え、今日の生物相や土壌環境（ランドスケープ）への
1 「東京都緑のマスタープラン」
：2000年の緑地の確保目標として、区部約10,700ha、多摩部約33,000ha計約43,700ha
（区域の30％相当）、一人当たり緑地面積は、区部12m2、多摩部20m2とした。
2 「緑の倍増計画」：緑の量、質、行動の倍増がコンセプトであり、一人当たり公園面積を3.1m2から6.0m2に、樹木を
１億本から２億本に倍増することを目指した。
3 「みどりのフィンガープラン」
：多摩の丘陵地の緑について、自然と開発の調和の観点から地形的、自然的特性によ
り類型区分し、その特性に基いて保全・活用が行われるよう、ガイドラインとして示したもの。
4 「みどり率」：緑被率（ある地域における、緑で被われた土地の面積の、その地域全体の面積に占める割合）に「河
川等の水面の占める割合」と「公園内の緑で被われていない面積の割合」を加えたもの。
5 「緑の東京計画」
：2001年度(平成13年度)から2015年度(平成27年度)までの15年間に取り組むべき緑づくりの目標と
施策の方向などを明らかにしたもの。
6 都市緑地保全法：1973年(昭和48年)に制定され、2004年(平成16年)に「都市緑地法」に名称改正された。都市緑地
法は都市において緑地を保全するとともに緑化を推進することにより良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的
な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
7 「緑の基本計画」
：都市緑地法に位置付けられ、区市町村が定めることができる。緑地の保全や緑化の推進に関して、
その将来像、目標、施策などを定める基本計画。
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関心も加えて、自然の総体の中でより広く「緑」のありかたを認識する方向に進んできてい
る。
また、東京における自然の保護と回復に関する条例の緑化計画制度や開発許可制度、さら
に都市開発諸制度等 8による緑の保全・創出、環境軸 9のように、まちづくりと連動して緑を
生み出す仕組みも充実し、成果も上げており、公園等の拡充と併せ、今後の大きな柱になる
ことが期待されている。
イ．緑の状況
(ｱ) 緑の量の状況
東京都における「みどり率」は、1970 年代から 1990 年代にかけて東京都全域、区部、
多摩部ともに減少している。近年のみどり率は、表 9.1.2-2 に示すとおり、東京都全域及
び多摩部では、微減となっているが、区部では、2013 年(平成 25 年)に増加に転じている。
表 9.1.2-2 東京都のみどり率の状況
区分

調査年

みどり率
公園・緑地

2003 年
3.3％
（平成 15 年）
東京都
2008 年
3.5％
全域
（平成 20 年）
2013 年
3.7％
（平成 25 年）
2003 年
5.2％
（平成 15 年）
2008 年
5.4％
区部
（平成 20 年）
2013 年
5.6％
（平成 25 年）
2003 年
2.3％
（平成 15 年）
2008 年
2.5％
多摩部
（平成 20 年）
2013 年
2.8％
（平成 25 年）
出典：「平成 26 年９月 29 日報道発表資料

農用地

水面・河川・水路 樹林・原野・草地

合計

前回調査比

4.4％

2.6％

42.2％

52.4％

－

3.9％

2.5％

40.8％

50.7％

-1.7％

3.7％

2.5％

40.6％

50.5％

-0.2％

1.4％

4.7％

8.7％

20.0％

1.1％

4.6％

8.5％

19.6％

-0.4％

1.0％

4.5％

8.7％

19.8％

+0.2％

6.0％

1.4％

60.0％

69.8％

5.4％

1.4％

58.0％

67.4％

-2.4％

5.1％

1.4％

57.8％

67.1％

-0.3％

－

－

平成 25 年「みどり率」の調査結果について」
（東京都環境局）

東京都のヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンにおける緑被地（樹木被覆地、草地、屋
上緑地）の状況は、図 9.1.2-2(1)及び(2) 10に示すとおりである。
ヘリテッジゾーンでは、皇居外苑や日本武道館周辺の皇居や北の丸公園、オリンピック
スタジアム（新国立競技場）や東京体育館周辺の明治神宮外苑や新宿御苑、代々木体育館
周辺の代々木公園や明治神宮内苑等に大規模な緑被地が分布している。
東京ベイゾーンでは、辰巳地区、若洲地区、有明地区、お台場地区、大井地区、中央防
波堤等に大規模な緑被地が分布している。
また、東京都では、豊かな自然環境の創出・保全のため、都道の街路樹を整備している。
8 都市開発諸制度等：再開発等促進区を定める地区計画、特定街区、高度利用地区、総合設計（東京都許可）に都市
再特別地区が加わった都市開発を誘導する制度群。
9 環境軸：公園・緑地、道路や河川のみどりとこれら沿線のまちづくりで生まれるみどり等を組み合わせ、都市施設
のみでは成しえない厚みと広がりをもったみどり空間の創造を目指すもの。
10 本図は、各区市が作成している「緑の実態調査 報告書」及び東京都のグリーンロードネットワークを合成して作
成した。
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東京の街路樹本数の推移は、図 9.1.2-1 に、都内の街路樹本数は、表 9.1.2-3 に示すとお
りであり、増加傾向を示している。特に近年では、2008 年度(平成 20 年度)から開始した
「街路樹の充実事業（街路樹 100 万本計画）
」により、図 9.1.2-2(1)及び(2)に示す緑の拠
点を街路樹で結ぶグリーンロードネットワークの充実に向け、街路樹の植栽本数が急増し、
予定通り 2015 年度(平成 27 年度)末に目標を達成した。

注)2015 年(平成 27 年)４月１日までのデータを示す。
出典：「東京の街路樹 街路樹のデータ」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/ryokuka/hyoushi/hyoushi5/index.html

図 9.1.2-1 東京の街路樹本数の推移
表 9.1.2-3 都内の街路樹本数
区

分

街路樹本数

都

道

国

道

26,179 本

区

道

211,569 本

市町村道

129,397 本

合

計

649,078 本

1,016,223 本

注)2018 年(平成 30 年)４月１日現在
出典：「平成 30 年度建設局事業概要」
（東京都建設局）
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（空白のページ）
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東京アクアティクスセンター

夢の島公園アーチェリー場

有明アーバンスポーツパーク
IBC/MPC（東京ビックサイト）

出典：
「道路の緑化」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/ryokuka/index.html、
「千代田区緑の実態調査及び熱分布調査（平成 22 年度）
」
（平成 23 年 3 月 千代田区）
、
「中央区緑の実態調査（第５回）報告書」
（平成 30
年 3 月 中央区環境土木部水とみどりの課）
、
「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」
（平成 29 年 3 月 港区）
、
「新宿区みどりの実態調査報告書（第 8 次）
」
（平成 28 年 2 月 新宿区みどり土木部みどり公園課）
、
「墨田区緑と生物の現況調査報告書」
（平成 22 年 3 月 墨田区区民活
動推進部環境担当環境保全課）
、「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」（平成 30 年 1 月 江東区）、
「平成 26 年度品川区みどりの実態調査報告書」（平成 27 年 3 月 品川区防災まちづくり事業部公園課みどりの係）
、「平成 28 年度世田谷区みどりの資源調査報告書」（平成 29 年 3
月 世田谷区）、
「平成 25 年度 渋谷区自然環境調査報告書」
（渋谷区）
、「中野区緑の実態調査報告書（第五次）
」（平成 29 年 3 月 中野区）
、「平成 29 年度杉並区みどりの実態調査報告書」（平成 30 年 3 月 杉並区）
、「緑と水の基本計画 2022（第 1 次改訂）
」（平成 28 年 3 月 三鷹市）
、
「府中市緑の基本計画 2009」
（平成 21 年 8 月 府中市）
、
「平成 27 年度調布市緑化基本調査報告書」
（平成 28 年 4 月 調布市）、
「狛江市緑の実態調査 報告書」
（平成 24 年 3 月 狛江市）
、
「豊島区みどりの基本計画」
（平成 28 年 3 月 豊島区）
、
「第 8 次文京区緑地実態調査報告書概要
版」（平成 31 年 3 月 文京区）
、「武蔵野市自然環境等実態調査報告書」（平成 29 年 4 月 武蔵野市）
、
「台東区みどりの実態調査報告書」（平成 31 年 3 月 台東区）をもとに作成

図 9.1.2-2(1) 緑被地の状況（ヘリテッジゾーン）
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（空白のページ）
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出典：
「道路の緑化」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/ryokuka/index.html、
「中央区緑の実態調査（第
５回）報告書」（平成 30 年 3 月 中央区環境土木部水とみどりの課）、
「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」
（平成 29 年 3 月 港区）
、「平成 29 年度 江東区緑被率等
調査報告書」
（平成 30 年 1 月 江東区）
、「平成 26 年度品川区みどりの実態調査報告書」（平成 27 年 3 月 品川区防災まちづくり事業部公園課みどりの係）、
「平成 30 年度
大田区みどりの実態調査 概要版」
（平成 31 年 3 月 大田区）
、「緑被分布図」（平成 19 年 国土交通省都市・地域整備局）をもとに作成

図 9.1.2-2(2) 緑被地の状況（東京ベイゾーン）
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ウ．生育環境（土地利用）の状況
東京都では、緑の拠点である公園・緑地の計画的な整備を通して、水と緑のネットワーク
の形成を促進するため、
「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)」
（平成 23 年 12 月 東京都・
特別区・市町）に基づき、緑のネットワークの拠点となる都立の都市公園（都立公園）を整
備している。
また、東京都は、1970 年(昭和 45 年)に「東京都海上公園構想」を策定して以来、都民が
海と触れ合い、スポーツやレクリエーションの場となる海上公園を整備してきた。
「賑わい
と自然あふれる海辺を目指して －海上公園ビジョン－」（平成 29 年５月 東京都港湾局）
では、海上公園による水と緑のネットワークの創出や生物多様性保全の推進に取り組んでい
る。
これらの都市公園（都立公園）や海上公園を含む都内公園面積の推移は、図 9.1.2-3 に示
すとおりであり、1972 年(昭和 47 年)の約 2,000ha から 2018 年(平成 30 年)の約 8,000ha と
約４倍に増加している。
ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンにおける都市公園（都立公園）及び海上公園は、表
9.1.2-4(1)及び(2)、図 9.1.2-4(1)及び(2)に示すとおりである。ヘリテッジゾーンでは、緑
のネットワークの拠点となる都市公園（都立公園）が整備されている。東京ベイゾーンでは、
かつては、高度経済成長期には埋立てにより産業用地が沿岸部に拡大し、同時期に水質など
環境の悪化が顕著になったこともあり、人々が海と触れ合う機会は徐々に減っていたが、海
上公園の整備を進め、海上公園の開園面積は約 800ha となっており、臨海地域における貴重
な水辺・緑地空間が形成されている。

出典：「東京都の公園緑地マップ 2019」
（平成 31 年３月

東京都建設局公園緑地部計画課）

図 9.1.2-3 都内公園面積の推移
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表 9.1.2-4(1) 整備済み・整備中の公園（ヘリテッジゾーン）
No.
1 日比谷公園

名称

区分
都立公園（都市公園）

開園時期
1903 年 6 月 1 日

2

旧芝離宮恩賜庭園

都立公園（都市公園）

1924 年 4 月 20 日

3
4

横網町公園
猿江恩賜公園

都立公園（都市公園）
都立公園（都市公園）

1930 年 9 月 1 日
1932 年 4 月 29 日

5

清澄庭園

都立公園（都市公園）

1932 年 7 月 24 日

6 蘆花恒春園
都立公園（都市公園） 1938 年 2 月 27 日
7 小石川後楽園
都立公園（都市公園） 1938 年 4 月 3 日
8 浜離宮恩賜庭園
都立公園（都市公園） 1946 年 4 月 1 日
9 戸山公園
都立公園（都市公園） 1954 年 8 月 16 日
10 神代植物公園
都立公園（都市公園） 1961 年 10 月 20 日
11 善福寺川緑地
都立公園（都市公園） 1964 年 8 月 1 日
12 和田堀公園
都立公園（都市公園） 1964 年 8 月 1 日
13 明治公園
都立公園（都市公園） 1964 年 10 月 1 日
14 代々木公園
都立公園（都市公園） 1967 年 10 月 20 日
15 青山公園
都立公園（都市公園） 1970 年 6 月 1 日
16 祖師谷公園
都立公園（都市公園） 1975 年 6 月 1 日
17 亀戸中央公園
都立公園（都市公園） 1980 年 6 月 1 日
18 玉川上水緑道
都立公園（都市公園） 1981 年 6 月 1 日
19 木場公園
都立公園（都市公園） 1992 年 6 月 1 日
20 武蔵野の森公園
都立公園（都市公園） 2000 年 4 月 1 日
21 旧岩崎邸庭園
都立公園（都市公園） 2001 年 10 月 1 日
22 芝公園
都立公園（都市公園） 1873 年 10 月 19 日
23 上野恩賜公園
都立公園（都市公園） 1873 年 10 月 19 日
注)表中の No.は、図 9.1.2-4(1)に対応する。
出典：「東京都の公園緑地マップ 2019」
（平成 31 年３月 東京都建設局公園緑地部計画課）
「都立公園・庭園案内」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/kouenannai/index.html
「公園調書」
（平成 30 年８月 東京都建設局公園緑地部管理課）
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面積
161,636.66m2
庭園 42,035.40m2、
開放公園 1,139.96m2
19,579.53m2
145,088.43m2
庭園 37,434.32m2、
開放公園 43,656.95m2
80,304.43m2
70,847.17m2
250,215.72m2
186,471.81m2
489,731.10m2
174,164.72m2
260,502.79m2
28,381.03m2
540,529.00m2
40,018.20m2
93,372.07m2
103,205.34m2
139,938.68m2
238,711.13m2
385,750.34m2
18,235.47m2
122,501.09m2
538,506.96m2
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表 9.1.2-4(2) 整備済み・整備中の公園（東京ベイゾーン）
No.
1
2
3
4
5

台場公園
潮風公園
青海緑道公園
辰巳の森緑道公園
品川北ふ頭公園

名称

区分
都立公園
都立公園
海上公園
海上公園
海上公園

開園時期
1928 年 7 月 7 日
1974 年 6 月 1 日
1975 年 12 月 1 日
1975 年 12 月 1 日
1975 年 12 月 1 日

6

お台場海浜公園

海上公園

1975 年 12 月 1 日

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

東海緑道公園
晴海ふ頭公園（休園中）
京浜運河緑道公園
東八潮緑道公園（休園中）
コンテナふ頭公園
新木場公園
フェリーふ頭公園（休園中）
みなとが丘ふ頭公園
大井ふ頭緑道公園
青海中央ふ頭公園
春海橋公園
夢の島緑道公園
東京港野鳥公園
大井ふ頭中央海浜公園
夢の島公園
京浜島つばさ公園
京浜島ふ頭公園
暁ふ頭公園
城南島緑道公園
京浜島緑道公園
有明テニスの森公園（休園中）
葛西臨海公園
葛西海浜公園
林試の森公園

海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
都立公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
都立公園（都市公園）
海上公園
都立公園（都市公園）

1975 年 12 月 1 日
1975 年 12 月 1 日
1975 年 12 月 1 日
1975 年 12 月 1 日
1975 年 12 月 1 日
1977 年 1 月 20 日
1977 年 1 月 20 日
1977 年 1 月 20 日
1977 年 1 月 20 日
1978 年 4 月 1 日
1978 年 4 月 1 日
1978 年 4 月 1 日
1978 年 4 月 1 日
1978 年 4 月 1 日
1978 年 10 月 1 日
1979 年 4 月 1 日
1980 年 4 月 1 日
1981 年 4 月 1 日
1981 年 4 月 1 日
1982 年 5 月 15 日
1983 年 5 月 14 日
1989 年 6 月 1 日
1989 年 6 月 1 日
1989 年 6 月 1 日

31

若洲海浜公園

海上公園

1990 年 12 月 1 日

32

城南島海浜公園

海上公園

1991 年 7 月 6 日

33
34
35

城南島ふ頭公園
辰巳の森海浜公園
新木場緑道公園

海上公園
海上公園
海上公園

1992 年 11 月 1 日
1993 年 6 月 1 日
1994 年 11 月 1 日

36

東海ふ頭公園

海上公園

1994 年 11 月 1 日

37
38
39
40
41
42
43
44

シンボルプロムナード公園
水の広場公園
青海北ふ頭公園
有明西ふ頭公園
青海南ふ頭公園
芝浦南ふ頭公園
東京臨海広域防災公園
有明北緑道公園

海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
海上公園
都立公園（都市公園）
海上公園

1996 年 4 月 1 日
1996 年 4 月 1 日
1996 年 4 月 1 日
1996 年 4 月 1 日
1997 年 4 月 1 日
2008 年 1 月 4 日
2010 年 7 月 1 日
2016 年 4 月 1 日

45

海の森公園

海上公園

2019 年 6 月 1 日

46

有明親水海浜公園（仮称）

海上公園

整備中

注)表中の No.は、図 9.1.2-4(2)に対応する。
出典：「東京都の公園緑地マップ 2019」
（平成 31 年３月 東京都建設局公園緑地部計画課）
「東京港の公園・緑地」
（2019 年８月１日参照 東京都港湾局ホームページ）
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/kanko/park/
「都立公園・庭園案内」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/kouenannai/index.html
「公園調書」
（平成 30 年８月 東京都建設局公園緑地部管理課）
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面積
29,963.40m2
153,747.83m2
6,251.00m2
145,503.24m2
5,950.00 m2
510,809.79m2（うち水域
435,395.00m2）
43,890.31m2
24,513.27m2
81,649.19m2
4,879.00m2
2,383.00m2
7,596.00m2
9,293.10m2
50,265.00m2
32,662.00m2
12,450.00m2
23,967.84m2
105,093.80m2
360,208.59m2
454,271.75m2
433,212.23m2
25,037.00m2
12,577.15m2
15,502.30m2
19,959.95m2
31,562.27m2
163,349.69m2
776,318.88m2
4,117,473.01m2
120,762.91m2
830,177.65m2（うち水域
53,951.00m2）
199,532.56m2 （うち水域
75,610.00m2）
7,139.71m2
169,237.48m2
63,074.10m2
22,694.18m2（うち水域
2,085.00m2）
264,205.28m2
78,387.11m2
25,812.00m2
10,288.00m2
43,760.40m2
9,925.71m2
65,197.12m2
26,426.86m2
669,006.12 m2（うち水域
543,570.00m2）
整備中
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東京アクアティクスセンター

夢の島公園アーチェリー場

有明アーバンスポーツパーク
IBC/MPC（東京ビックサイト）

出典：
「都立公園・庭園案内」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/kouenannai/index.html、「千代田区緑の実態調査及び熱分布調査（平成 22 年度）
」（平成 23 年 3 月 千代田区）
、「中央区緑の実態調査（第５回）報告
書」
（平成 30 年 3 月 中央区環境土木部水とみどりの課）
、
「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」
（平成 29 年 3 月 港区）、
「新宿区みどりの実態調査報告書（第 8 次）」
（平成 28 年 2 月 新宿区みどり土木部みどり公園課）
、
「墨田区緑と生物の現況調査報告書」
（平成 22 年 3 月 墨
田区区民活動推進部環境担当環境保全課）、
「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」
（平成 30 年 1 月 江東区）
、
「平成 26 年度品川区みどりの実態調査報告書」
（平成 27 年 3 月 品川区防災まちづくり事業部公園課みどりの係）
、
「平成 28 年度世田谷区みどりの資源調査報告書」
（平
成 29 年 3 月 世田谷区）、
「平成 25 年度 渋谷区自然環境調査報告書」
（渋谷区）
、
「中野区緑の実態調査報告書（第五次）」
（平成 29 年 3 月 中野区）
、
「平成 29 年度杉並区みどりの実態調査報告書」
（平成 30 年 3 月 杉並区）
、
「緑と水の基本計画 2022（第 1 次改訂）
」
（平成 28 年 3 月 三
鷹市）
、
「府中市緑の基本計画 2009」
（平成 21 年 8 月 府中市）
、
「平成 27 年度調布市緑化基本調査報告書」
（平成 28 年 4 月 調布市）、
「狛江市緑の実態調査 報告書」
（平成 24 年 3 月 狛江市）
、
「豊島区みどりの基本計画」
（平成 28 年 3 月 豊島区）
、
「第 8 次文京区緑地実態調査報告
書概要版」（平成 31 年 3 月 文京区）
、「武蔵野市自然環境等実態調査報告書」（平成 29 年 4 月 武蔵野市）
、「台東区みどりの実態調査報告書」（平成 31 年 3 月 台東区）、
「東京都の公園緑地マップ 2019」（平成 31 年３月 東京都建設局公園緑地部計画課）をもとに作成

図 9.1.2-4(1)

整備済み・整備中の公園（ヘリテッジゾーン）
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出典：
「東京港の公園・緑地」
（2019 年８月１日参照 東京都港湾局ホームページ）https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/kanko/park/、
「都立公園・庭園案内」
（2019 年８
月１日参照 東京都建設局ホームページ）http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/kouenannai/index.html、「中央区緑の実態調査（第５回）報告書」
（平成 30
年 3 月 中央区環境土木部水とみどりの課）
、「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」（平成 29 年 3 月 港区）
、「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」（平成 30 年
1 月 江東区）
、
「平成 26 年度品川区みどりの実態調査報告書」
（平成 27 年 3 月 品川区防災まちづくり事業部公園課みどりの係）
、
「平成 30 年度大田区みどりの実態調査 概
要版」
（平成 31 年 3 月 大田区）、
「緑被分布図」
（平成 19 年 国土交通省都市・地域整備局※緑被分布図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 D・1-No.393｢細
密数値情報(10m メッシュ土地利用)首都圏｣を利用し作成したものである(承認番号 国地企調第 376 号平成 20 年 1 月 4 日)。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 5000(土地利用)及び数値地図 2500(空間データ基盤)を使用したものである(承認番号平 19 総使、
第 450 号)。元データ ©CNES2005/Tokyo Spot
Image Distribution）、
「東京都の公園緑地マップ 2019」（平成 31 年３月 東京都建設局公園緑地部計画課）をもとに作成 （※江戸川区は、緑の実態調査未公表）

図 9.1.2-4(2)

整備済み・整備中の公園（東京ベイゾーン）
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エ．陸上動物の状況及び水生生物の状況
東京都のヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンに位置する東京 2020 大会競技会場におけ
る主な動物の確認状況は、表 9.1.2-5 に示すとおりであり、ヘリテッジゾーンでは主に樹林
に生息する種、東京ベイゾーンでは主に水域に生息する種が多く確認されているほか、樹林
や草地に生息する種も確認されている。
東京ベイゾーンでは、海上公園を中心に、まとまった樹林地や緩衝緑地帯、干潟や浅場、
近自然型の護岸など、自然環境の保全・創出を進めてきた。東京港野鳥公園は、シギ・チド
リ類の重要な生息地として、国際的な連携協力事業である東アジア・オーストラリア地域フ
ライウェイ・パートナーシップ 11に参加しており、コアジサシ等の希少種も見られる野鳥の
貴重な生息地となっている。葛西海浜公園の水域に広がる三枚洲 12は、遠浅の海の姿が残さ
れており、スズガモなど渡り鳥をはじめとする様々な生物の生息空間となっており、2018 年
(平成 30 年)10 月には、東京都としては初となるラムサール条約 13湿地に登録された。
また、近年多数の緑被地が整備された東京ベイゾーンにおける既存資料及び実施段階環境
アセスメント

14

における動物種の確認状況は、表 9.1.2-6(1)～(3)に示すとおりである。既

存資料と実施段階環境アセスメントの調査では、調査方法が異なるため、確認種数を直接比
較できるものではないが、既存資料（調査年：1978 年(昭和 53 年)～1993 年(平成５年)）と
実施段階環境アセスメント（調査年：2012 年(平成 24 年)～2016 年(平成 28 年)）を比較す
ると、哺乳類及び両生類・爬虫類の確認種構成に大きな差は見られないが、図 9.1.2-5(1)
及び(2)に示すとおり鳥類及び昆虫類の生息環境別の種数構成に変化が見られる。
実施段階環境アセスメントでは、鳥類のタカ目のオオタカ、キツツキ目のコゲラ、スズメ
目のサンショウクイ科、キクイタダキ科、エナガ科、ムシクイ科、チメドリ科等、昆虫類の
オサムシ科、クワガタムシ科、タマムシ科、カミキリムシ科など樹林に生息する確認種の割
合が、鳥類では 12％から 29％に、昆虫類では 19％から 25％に増加している。

11 東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ：渡り鳥は繁殖や越冬を目的に長距離を移動する
が、その経路として世界には９つのフライウェイがあることが知られている。日本国内から東京港野鳥公園を含む
33か所の湿地・干潟等が参加している「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」はその１つであり、関係国
や国際機関、NGO等の連携により生息地の保全が進められている。
12 三枚洲：東京湾に注ぐ荒川と旧江戸川の延長線上に囲まれた自然干潟。葛西海浜公園の沖合に広がっている。
13 ラムサール条約：1971年(昭和46年)２月２日にイランのラムサールという都市で開催された国際会議で採択された、
湿地に関する条約である。
14 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価
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表 9.1.2-5 東京 2020 大会競技会場における主な動物の確認状況
区分
ヘリテッジゾーン
オリンピックスタジアム
馬事公苑
武蔵野の森総合スポーツ
プラザ

東京ベイゾーン
有明アリーナ
有明体操競技場
有明テニスの森
大井ホッケー競技場
海の森クロスカントリー
コース
海の森水上競技場
カヌー・スラローム
センター
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
選手村

樹林
[哺乳類]
アズマモグラ、タヌキ
[鳥類]
コゲラ、シジュウカラ、ウ
グイス、エナガ、メジロ
等
[爬虫類]
アオダイショウ 等

生息環境
草地
[哺乳類]
アズマモグラ、タヌキ

[両生類]
－

[哺乳類]
－

[鳥類]
[鳥類]
ツバメ、ヒヨドリ、ツグミ、 ハクセキレイ、カワラヒワ
スズメ、アオジ 等
等

[爬虫類]
ニホントカゲ、ニホンカナ
ヘビ
[両生類]
[両生類]
－
－
[昆虫類]
[昆虫類]
セミ類、カメムシ類、チョ トンボ類、バッタ類、チョ
ウ類、コウチュウ類 等 ウ類 等
[哺乳類]
[哺乳類]
アズマモグラ
アズマモグラ
[鳥類]
キジバト、シジュウカラ、
メジロ 等
[爬虫類]
アオダイショウ

水域

[鳥類]
ツバメ、ヒバリ、セッカ、
オオヨシキリ 等
[爬虫類]
ニホンカナヘビ、ニホント
カゲ 等
[両生類]
－

[爬虫類]
－
[両生類]
アズマヒキガエル
[昆虫類]
アメンボ、カゲロウ類

等

[哺乳類]
－
[鳥類]
カモ類、サギ類、チドリ類、
シギ類、カモメ類 等
[爬虫類]
アカミミガメ

[両生類]
アズマヒキガエル、ウシガ
エル
[昆虫類]
[昆虫類]
[昆虫類]
セミ類、カメムシ類、チョ トンボ類、バッタ類、チョ コウチュウ類（ケシゲンゴ
ウ類、コウチュウ類 等 ウ類 等
ロウ）、トンボ類、海浜性
昆虫（ハマベアワフキ、ハ
マベハサミムシ） 等
出典：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
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既存資料（調査年：1978～1993年）

12%

実施段階環境アセスメント（調査年：2012～2016年）

8%

62%

29%
0%

樹林性

9%
20%

草地性

18%

水域

49%
40%

60%

13%
80%

100%

その他

出典：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成

図 9.1.2-5(1) 生息環境別の種数構成（鳥類）

既存資料（調査年：1978～1993年）

19%

実施段階環境アセスメント（調査年：2012～2016年）

27%

27%

25%
0%

樹林性

20%
草地性

42%

水域

40%

13%
60%

12%

35%
80%

100%

その他

出典：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成

図 9.1.2-5(2) 生息環境別の種数構成（昆虫類）

表 9.1.2-6(1) 臨海部における既存資料及び実施段階環境アセスメントにおける動物種の確認状況
確認種
分類

既存資料 1
（調査年：1978～1993 年）

実施段階環境アセスメント 2
（調査年：2012～2016 年）
モグラ目
(1 種：アズマモグラ）
コウモリ目
（1 種：ヒナコウモリ科の一種）
ネコ目
（1 種：ハクビシン）

哺乳類

ネコ目
（1 種：イタチ）

1目1科1種
3目3科3種
無尾目
無尾目
（3 種：アズマヒキガエル,ニホンアマガエ （2 種：アズマヒキガエル,ウシガエル）
ル,ウシガエル）
カメ目
カメ目
（3 種：ニホンイシガメ,クサガメ,ミシシ （1 種：ミシシッピアカミミガメ）
ッピアカミミガメ）
有鱗目
有鱗目
（3 種：ニホンヤモリ,ニホントカゲ,アオ （4 種：ニホンヤモリ,ニホントカゲ,ニホンカナヘ
ダイショウ）
ビ,アオダイショウ）
3目8科9種
3目7科7種
出典 1：「自然環境保全基礎調査 動植物分布調査（自然環境調査 Web-GIS）
」
（2019 年８月１日参照 環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
http://gis.biodic.go.jp/webgis/
出典 2：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
両生類・爬虫類
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表 9.1.2-6(2) 臨海部における既存資料及び実施段階環境アセスメントにおける動物種の確認状況
確認種
分類
鳥類

既存資料 1
（調査年：1978～1993 年）

実施段階環境アセスメント 2
（調査年：2012～2016 年）

ツル目
クイナ科（3 種:ヒクイナ,オオバン等）
カモ目
カモ科（11 種:カルガモ,スズガモ等）
カイツブリ目
カイツブリ科（3 種:カイツブリ,カンムリカイツ
ブリ等）
ハト目
ハト科（2 種:キジバト,ドバト）
カツオドリ目
ウ科（1 種:カワウ）
ペリカン目
サギ科（5 種:アオサギ,コサギ等）

ツル目
クイナ科（1 種:オオバン）
カモ目
カモ科（8 種:カルガモ,スズガモ等）
カイツブリ目
カイツブリ科(4 種:カイツブリ,カンムリカイツブ
リ等)
ハト目
ハト科（2 種:キジバト,ドバト）
カツオドリ目
ウ科（1 種:カワウ）
ペリカン目
サギ科（5 種:アオサギ,コサギ等）
アマツバメ目
アマツバメ科(2 種:アマツバメ,ヒメアマツバメ)
チドリ目
チドリ科(3 種:イカルチドリ,コチドリ等)
シギ科(6 種:アオアシシギ,キョウジョシギ等)
セイタカシギ科(1 種:セイタカシギ)
カモメ科(6 種:カモメ,コアジサシ等)

チドリ目
チドリ科(2 種:コチドリ,シロチドリ)
シギ科(2 種:イソシギ,ハマシギ)
カモメ科(4 種:コアジサシ,ユリカモメ等)
タマシギ科(1 種:タマシギ)
タカ目

タカ目
ミサゴ科(1 種:ミサゴ)
タカ科（2 種:チュウヒ,トビ）
タカ科(4 種:オオタカ,ハイタカ)
ブッポウソウ目
カワセミ科（1 種:カワセミ）
キツツキ目
キツツキ科（1 種:コゲラ）
ハヤブサ目
ハヤブサ目
ハヤブサ科（1 種:チョウゲンボウ）
ハヤブサ科（2 種:チョウゲンボウ,ハヤブサ）
スズメ目
スズメ目
サンショウクイ科(1 種:サンショウクイ)
モズ科(1 種:モズ)
モズ科(1 種:モズ)
カラス科(3 種:ハシブトガラス,オナガ等)
カラス科(4 種:カケス,ハシボソガラス等)
キクイタダキ科(1 種:キクイタダキ)
シジュウカラ科(1 種:シジュウカラ)
シジュウカラ科(3 種:ヤマガラ,シジュウカラ等)
ヒバリ科(1 種:ヒバリ)
ヒバリ科(1 種:ヒバリ)
ツバメ科(1 種:ツバメ)
ツバメ科(2 種:ツバメ,イワツバメ)
ヒヨドリ科(1 種:ヒヨドリ)
ヒヨドリ科(1 種:ヒヨドリ)
ウグイス科(1 種:ウグイス)
ウグイス科(1 種:ウグイス)
エナガ科(1 種:エナガ)
ムシクイ科(1 種:メボソムシクイ族の一種)
チメドリ科(1 種:ガビチョウ)
メジロ科(1 種:メジロ)
メジロ科(1 種:メジロ)
ヨシキリ科(1 種:オオヨシキリ)
ヨシキリ科(1 種:オオヨシキリ)
セッカ科(1 種:セッカ)
セッカ科(1 種:セッカ)
ムクドリ科(2 種:ムクドリ,コムクドリ)
ムクドリ科(1 種:ムクドリ)
ヒタキ科(7 種:シロハラ,ツグミ等)
ヒタキ科(3 種:ツグミ,イソヒヨドリ等)
スズメ科(1 種:スズメ)
スズメ科(1 種:スズメ)
セキレイ科(4 種:セグロセキレイ,タヒバリ)
セキレイ科(3 種:ハクセキレイ,タヒバリ等)
アトリ科(3 種:カワラヒワ,ウソ,シメ)
アトリ科(1 種:カワラヒワ)
ホオジロ科(4 種:ホオジロ,カシラダカ等)
ホオジロ科(2 種:アオジ,オオジュリン)
13 目 37 科 90 種
10 目 28 科 60 種
出典 1：「自然環境保全基礎調査 動植物分布調査（自然環境調査 Web-GIS）
」
（2019 年８月１日参照 環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
http://gis.biodic.go.jp/webgis/
出典 2：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
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表 9.1.2-6(3) 臨海部における既存資料及び実施段階環境アセスメントにおける動物種の確認状況
確認種
既存資料 1
実施段階環境アセスメント 2
（調査年：1978～1993 年）
（調査年：2012～2016 年）
昆虫類
アオイトトンボ科
アオイトトンボ科
（トンボ類）
(2 種:アオイトトンボ,ホソミオツネントンボ)
(1 種:アオイトトンボ)
イトトンボ科
イトトンボ科
(3 種:アジアイトトンボ,アオモンイトトンボ等) (3 種:アジアイトトンボ,アオモンイトトンボ等)
ヤンマ科
ヤンマ科
(1 種:ギンヤンマ)
(1 種:ギンヤンマ)
サナエトンボ科
(1 種:ウチワヤンマ)
トンボ科
トンボ科
(4 種:シオカラトンボ,リスアカネ等)
(11 種:シオカラトンボ,チョウトンボ等)
5 科 11 種
4 科 16 種
昆虫類
セセリチョウ科
セセリチョウ科
（チョウ類）
(2 種:イチモンジセセリ,ギンイチモンジセセリ) (5 種:チャバネセセリ,キマダラセセリ等)
シジミチョウ科(3 種:ヤマトシジミ,ベニシジミ シジミチョウ科
等)
(8 種:ウラナミシジミ,ベニシジミ等)
タテハチョウ科
タテハチョウ科
(1 種:ミドリヒョウモン)
(9 種:ツマグロヒョウモン,キタテハ等)
アゲハチョウ科
アゲハチョウ科
(3 種:クロアゲハ,アゲハ等)
(8 種:キアゲハ,アゲハ等)
シロチョウ科
シロチョウ科
(2 種:モンキチョウ,モンシロチョウ)
(4 種:キタキチョウ,モンシロチョウ等)
5 科 11 種
5 科 34 種
昆虫類
セミ科
セミ科
（セミ・甲虫類） (2 種:クマゼミ,ニイニイゼミ),
(5 種:アブラゼミ,ニイニイゼミ等)
オサムシ科
(56 種:ゴミムシ,クロゴモクムシ等)
ハンミョウ科
ハンミョウ科
(2 種:トウキョウヒメハンミョウ,コハンミョウ) (3 種:トウキョウヒメハンミョウ,コハンミョウ
等)
ハネカクシ科
(24 種:ムネビロハネカクシ,クロズトガリハネカ
クシ等)
クワガタムシ科
(1 種:コクワガタ)
コガネムシ科
(29 種:カナブン,カブトムシ等)
タマムシ科
(11 種:ヒメヒラタタマムシ,ナミガタチビタマム
シ等)
テントウムシ科
(32 種:ナナホシテントウ,ナミテントウ等)
ゴミムシダマシ科
(11 種:エグリゴミムシダマシ,キマワリ等)
カミキリムシ科
(9 種:ヨツスジトラカミキリ,ナガゴマフカミキリ
等)
ハムシ科
(50 種:ニレハムシ,エノキハムシ等)
ゾウムシ科
(42 種:エノキノミゾウムシ,ニレノミゾウムシ等)
等
2科4種
54 科 387 種
出典 1：「自然環境保全基礎調査 動植物分布調査（自然環境調査 Web-GIS）
」
（2019 年８月１日参照 環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
http://gis.biodic.go.jp/webgis/
出典 2：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
分類
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オ．法令等による基準等
生物・生態系、緑に関する法令等については、表 9.1.2-7(1)～(3)に示すとおりである。
表 9.1.2-7(1) 生物・生態系、緑に関する法令等
法令・条例等
文化財保護法
（昭和 25 年法律第 214 号）

責務等
（文化財の定義）
第二条
四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術
上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて
芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。
）
、
植物（自生地を含む。
）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。
）
で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。
）
（現状変更等の制限及び原状回復の命令）
第百二十五条
史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただ
し、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場
合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
絶滅のおそれのある野生動 （目的）
この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自
植物の種の保存に関する法 第一条
然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであるこ
律
とに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様
（平成４年法律第 75 号）
性を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康
で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
（責務）
第二条
国は、野生動植物の種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変
種とする。以下同じ。）が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生
動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための
総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
２
地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとす
る。
４
国民は、第一項及び第二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅の
おそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。
（捕獲等の禁止）
第九条
国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第五十四条第二項に
おいて「国内希少野生動植物種等」という。）の生きている個体は、捕獲、採取、殺
傷又は損傷（以下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合
は、この限りでない。
一
次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
三 生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場
合として環境省令で定める場合
四 人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合
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表 9.1.2-7(2) 生物・生態系、緑に関する法令等
法令・条例等
責務等
鳥獣の保護及び管理並びに （目的）
第一条
狩猟の適正化に関する法律
この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟
（平成 14 年法律第 88 号）
具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
を図り、もって生物の多様性の確保（生態系の保護を含む。以下同じ。）
、生活環境の
保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受で
きる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止）
第八条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。
）
をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二
第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三
第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取
等をするとき。
特定外来生物による生態系 （目的）
この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬（以下「飼養等」と
等に係る被害の防止に関す 第一条
いう。
）
、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等
る法律
の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もっ
（平成 16 年法律第 78 号）
て生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄
与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。
（飼養等の禁止）
第四条
特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、こ
の限りでない。
一
次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二
次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由が
ある場合
（放出等の禁止）
第九条
飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る
特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種（以下「放出等」という。）をしてはなら
ない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合
二
次章の規定による防除に係る放出等をする場合
都市緑地法
（目的）
（昭和 48 年法律第 72 号）
第一条
この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定
めることにより、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）その他の都市における
自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつ
て健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
（国及び地方公共団体の任務等）
第二条
国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠
くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化
の推進に関する措置を講じなければならない。
２
事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保され
るよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成す
るために行なう措置に協力しなければならない。
都市計画法
（目的）
（昭和 43 年法律第 100 号） 第一条
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事
業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序あ
る整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的
とする。
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表 9.1.2-7(3) 生物・生態系、緑に関する法令等
法令・条例等
責務等
東京における自然の保護と (目的)
第一条 この条例は、他の法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野
回復に関する条例
生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図
（平成 12 年東京都条例
り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環
第 216 号）
境を確保することを目的とする。
(緑化計画書の届出等)
第十四条 千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、
二百五十平方メートル以上とする。)において建築物(建築基準法(昭和二十五年法律
第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築
その他の規則に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則に定める基準に基
づき、緑化計画書(地上部及び建築物上の緑化についての計画書)を作成し、知事に届
け出なければならない。ただし、第四十七条第一項及び第五項、第四十八条第一項並
びに第四十九条第一項に定める行為については、この限りでない。

カ．東京都等の計画等の状況
生物・生態系、緑に関する東京都等の計画等については、表 9.1.2-8(1)及び(2)に示すと
おりである。
表 9.1.2-8(1) 生物・生態系、緑に関する計画等
関係計画等
目標・施策等
「2020 年に向けた実行プラン」が目指す「３つのシティ」
都民ファーストでつくる「新 ・
（
「セーフシティ」
「ダイバー
しい東京」～2020 年に向けた
シティ」「スマートシティ」）を実現し、「新しい東京」を創り上げていくための政策
実行プラン～
を進めている。
（平成 28 年 12 月 東京都）
「豊かな自然環境の創出・保全」に関しては、以下の政策を展開する。
［緑の創出・保全］
・緑の創出、水と緑のネットワークの充実、緑の保全
［生物多様性の保全］
・多様な生物と共生できる都市空間の形成
・都に残る動植物の生息・生育環境の保全
・生物多様性保全に向けた気運の醸成
「3 つのシティ」の実現に向け 上記実行プランの推進に向け、以下の政策を展開する。
た政策の強化（2019 年度）～ ［緑の創出・保全］
2020 年に向けた実行プラン～
➢ 都立公園で官民連携による公園整備を実施し、サービスを向上
➢ 海上公園において、民間事業者と連携したにぎわいを創出する取組を推進
（平成 31 年１月 東京都）
➢ 災害に強く住民が健康に暮らせる、屋敷林、里山等の緑と農地と住宅が一体とな
った「緑農住」のまちづくりを促進
➢ 保全地域における新たなボランティア人材の掘起しと定着を図るため、参加者の
経験や関心分野に応じた「保全地域体験プログラム」の充実を図り、幅広い層の
保全地域等における自然体験活動の参加を促進
➢ 公園・緑地整備の進捗を踏まえ、「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定し、
整備を加速
➢ 「緑確保の総合的な方針」を改定し、保全すべき緑地を緑の確保地に選定し、保
全を推進
［生物多様性の保全］
➢ 葛西海浜公園における自然環境のモニタリングを継続して実施し、干潟の適切な
維持管理や環境改善を図るとともに、環境学習や普及啓発の拠点となる観察施設
を整備
➢ 生物多様性地域戦略を 2021 年度に改定するため、2019 年度から検討を開始。
民間企業やＮＧＯ等による検討会を実施することにより幅広い意見を集約すると
ともに、民間との連携を強化し、都内における生物多様性の主流化を促進
東京都環境基本計画 2016
・
「東京都長期ビジョン」において示した環境政策を更に進化・発展させ、東京 2020 オ
（平成 28 年３月 東京都）
リンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据え、環境政策と経済成長を両立
させた「世界一の環境先進都市・東京」の将来像や、これを目指した政策展開を明ら
かにするため策定された。
環境政策の方向性として「自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承」
が設定されており、
「生物多様性の保全・緑の創出」
「生物多様性の保全を支える環境
整備と裾野の拡大」に関する諸施策が整理されている。
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表 9.1.2-8(2) 生物・生態系、緑に関する計画等
関係計画等
緑施策の新展開
（平成 24 年５月 東京都）

目標・施策等
・これまでの緑の量を確保する取組とともに、生物多様性の保全など緑の質の向上にも
重点を置き、人と自然が共生する都市東京の実現を目指す都の生物多様性地域戦略で
ある。

東京が新たに進めるみどりの ・都市づくりのグランドデザインで掲げた「東京の緑を、総量としてこれ以上減らさな
い」ことを目標とする。
取組
・また、東京が新たに進めるみどりの取組として 4 つの方針と主要施策を設定している。
（令和元年５月 東京都）
方針Ⅰ 拠点・骨格となるみどりを形成する
公園・緑地、開発に伴う緑地、丘陵地・崖線のみどり等、みどりの拠点の形成
水辺・崖線、街路樹、河川敷、自然公園における植生回復等、みどりの軸の形成
方針Ⅱ 将来にわたり農地を引き継ぐ
営農継続支援、農地の貸借の促進、まちづくりに位置付け、田園住居地域の指定等
方針Ⅲ みどりの量的な底上げ・質の向上を図る
緑化地域の指定、市民緑地認定制度の活用、生物多様性に配慮したまちづくり等
方針Ⅳ 特色あるみどりが身近にある
公共施設における壁面緑化等の推進、民有地における質の高い緑化を誘導
第 12 次鳥獣保護管理事業計画 ・人と野生鳥獣との共生の確保及び生物多様性の保全を基本として、野生鳥獣を適切に
（平成 29 年３月 東京都）
保護及び管理することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
（平成 14 年法律第 88 号。以下「法」という。
）第４条第１項の規定により、国の定
める「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針（平成 28
年環境省告示第 100 号）
」に基づき、東京都の地域事情を勘案して、
「第 12 次鳥獣保
護管理事業計画」を定める。
第一 計画の期間
第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
第三 鳥獣の人工増殖に関する事項
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項
第六 特定計画に関する事項
第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項
第八 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項
第九 その他
植栽時における在来種選定ガ ・東京都は、緑の「量」の確保に加え、生態系への配慮など緑の「質」を高める施策を
進めており、その地域に自然に分布している植物（以下「在来種」という。）を増や
イドライン
すことで、在来の生きものの生息場所を拡大する取組を行っている。本ガイドライン
（平成 26 年５月 東京都）
は、都民や事業者が緑化をする際に参考となるものとして作成されている。
tokyo2020 持続可能性進捗状 ・東京 2020 大会が取り組む持続可能性を定めた「持続可能性に配慮した運営計画 第二
版」
（2018 年 6 月）における、5 つの主要テーマ「気候変動」
況報告書
、
「資源管理」
、
「大気・
（平成 31 年３月 東京 2020
水・緑・生物多様性等」
、
「人権・労働、公正な事業慣行等」
、
「参加・協働、情報発信
組織委員会）
（エンゲージメント）
」について、2018 年の取組を中心に主要テーマの計画の詳細化・
取組進捗を示している。
「大気・水・緑・生物多様性等」のテーマのなかで「緑化、生物多様性」
「大会にお
ける生物多様性等に配慮した資源の消費」に関する主な取組状況が整理されている。
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(2) 予測
1)

予測事項
予測事項は、緑や生物・生態系の変化の程度とした。

2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催前とした。

3)

予測地域
予測地域は、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンを中心とする範囲とした。

4)

予測手法
予測手法は、東京都の近年の緑被地や動物種等の変化の状況を踏まえ、緑や生物・生態系の

変化の程度を把握して予測する方法とした。
5)

予測結果
東京都では、公園や緑地の整備、街路樹・植樹帯や公園樹林の再生等により、快適な都市環

境の創出や豊かな自然環境の創出・保全の取組を実施している。街路樹については、2008 年度
(平成 20 年度)から開始した「街路樹の充実事業（街路樹 100 万本計画）」により、街路樹の植
栽を進め、2015 年度(平成 27 年度)には都内街路樹 100 万本を達成するなど、都内の緑地と連
続性を持ったグリーンロードネットワークが形成されている。また、区部のうち、特に臨海部
においては、多数の海上公園等を整備してきたほか、中央防波堤地区には海の森公園が開園し、
2020 年（令和２年）に向けて多数の緑地が整備されつつある。このように、中央防波堤地区や
臨海部から内陸部にかけての緑の連続性が強化され、近年の臨海部では、従来の水域や草地を
生息環境とする動物種に加え、樹林に生息する確認種の割合が増加しているなど、動物相が多
様化してきている。
ヘリテッジゾーンは、1964 年(昭和 39 年)の東京大会のレガシーを引き継ぐゾーンであり、
東京 1964 大会のオリンピックスタジアムであった国立競技場をはじめ、東京体育館、国立代々
木競技場、日本武道館、馬事公苑については、東京 1964 大会に引き続き東京 2020 大会でも使
用される。東京 2020 大会の競技会場の整備に当たっては、既存樹木を極力保存するとともに、
樹木の移植を実施しており、新設恒久会場となる新国立競技場（オリンピックスタジアム）で
は、表 9.1.2-9 に示すとおり、在来種を用いた敷地内の植栽により、東京大会のレガシーを引
き継ぐ緑や動物の生息環境が創出される。
東京ベイゾーンは、都市の未来を象徴するゾーンである。東京ベイゾーンとなる臨海部は、
高度成長期以降の東京港の物流機能拡張のためのふ頭整備や都市の産業活動に伴って排出さ
れる廃棄物や建設発生土による埋立地で造成された。これらの埋立地には、海上公園が多数整
備され、これらの緑被地が整備されることにより、中央防波堤地区や臨海部から内陸部にかけ
ての緑の連続性が強化され、近年の臨海部では、従来の水域や草地を生息環境とする動物種に
加え、樹林に生息する確認種の割合が増加しているなど、動物相が多様化してきている。この
ような中、
東京ベイゾーンでは、
東京 2020 大会に向けて多くの競技会場が整備され、
表 9.1.2-10
及び図 9.1.2-6(1)～(6)に示すとおり、既存樹木を極力保存するとともに、樹木の移植を実施
しているほか、在来種を用いた敷地内の植栽により、新たな緑や動物の生息環境が創出される。
また、大会開催中には「フラワーレーンプロジェクト」として緑の鉢植えを設置する。こう
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した取組の結果、新たな緑や動物の生息環境が創出される。
これらの取組が展開されることにより、2020 年（令和２年）に向けてヘリテッジゾーン及び
東京ベイゾーンの緑が連続性・一体性を持った質の高い都市環境が形成されるとともに、多様
な動植物の生育・生息環境が形成されると予測する。
表 9.1.2-9 ヘリテッジゾーンの新設恒久会場における計画緑化面積
競技会場等名

敷地面積

計画緑化面積

基準となる条例

新国立競技場
（オリンピックスタジアム）

約113,000m2

約25,000m2

新宿区みどりの条例

武蔵野の森総合
スポーツプラザ

約 33,500m2

約 12,300m2

東京における自然の保護と
回復に関する条例

出典：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成

表 9.1.2-10 東京ベイゾーンの新設恒久会場における計画緑化面積
競技会場等名

敷地面積

計画緑化面積

基準となる条例

約 36,600m2

約 7,156m2

江東区みどりの条例

約 282,000m2

約 62,230m2

品川区みどりの条例

約 79ha（水域を含む）

高木・中木・低木：
約 11,000m2
地被類：約 30,000m2

カヌー・スラロームセンター

約 76,000m2

約 9,970m2

夢の島公園アーチェリー場

約 20,000m2

張芝：約 20,000m2

約 164,800m2

約 82,000m2

有明アリーナ
大井ホッケー競技場

海の森水上競技場

東京アクアティクスセンター

－
江戸川区住宅等整備事業に
おける基準等に関する条例
－
江東区みどりの条例

注 1)大井ホッケー競技場の敷地面積は、計画地が位置する大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森の面積を示す。
2)夢の島公園アーチェリー場の敷地面積は、予選会場の盛土工事の施工範囲面積を示す。
3)東京アクアティクスセンターの敷地面積は、計画地を含めた辰巳の森海浜公園内における計画通知予定の敷地面
積を示す。
出典：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
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出典： 「有明アリーナ」
（2019 年 8 月 1 日参照 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）
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_07/index.html

図 9.1.2-6(1) 新設恒久施設の完成イメージ図（有明アリーナ）

出典： 「大井ホッケー競技場」（2019 年 8 月 1 日参照 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）
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_12/index.html

図 9.1.2-6(2) 新設恒久施設の完成イメージ図（大井ホッケー競技場）

出典： 「海の森水上競技場」
（2019 年 8 月 1 日参照 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）
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_14/index.html

図 9.1.2-6(3) 新設恒久施設の完成イメージ図（海の森水上競技場）
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出典： 「カヌー・スラロームセンター」
（2019 年 8 月 1 日参照 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）http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_15/index.html

図 9.1.2-6(4) 新設恒久施設の完成イメージ図（カヌー・スラロームセンター）

出典： 「夢の島公園アーチェリー場」
（2019 年 8 月 1 日参照 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）http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_16/index.html

図 9.1.2-6(5) 新設恒久施設の完成イメージ図（夢の島公園アーチェリー場）

出典： 「東京アクアティクスセンター」
（2019 年 8 月 1 日参照 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）http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_18/index.html

図 9.1.2-6(6) 新設恒久施設の完成イメージ図（東京アクアティクスセンター）
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(3) ミティゲーション
東京都が実施している公園整備や街路樹整備等の自然環境の創出・保全についての取組に加え、
東京 2020 大会では、以下の取組を実施する。
・恒久会場の整備に当たっては、既存樹木を極力保存するとともに、樹木の移植を行っている。
東京 2020 大会後は、在来種を用いた新たな植樹を行い、所在する自治体の条例等の緑化基
準を満足するよう計画しているほか、表 9.1.2-11 に示す自然環境の創出・保全の取組を実
施している。
・仮設会場・仮設施設の整備においても、既存樹木を極力保存するとともに、樹木の移植を実
施又は計画している。既存施設を改修して活用する競技会場である有明テニスの森等では、
改変区域内での生育が確認された注目される植物の移植を実施している。
・競技会場の手荷物検査などを待つ観客の列（レーン）を一般的な金属製の柵やベルトパーテ
ーションで仕切るのではなく、アサガオ等の鉢植えを並べることで仕切る「フラワーレーン
プロジェクト」を行う。
表 9.1.2-11 自然環境の創出・保全の取組
競技会場
主な自然環境の創出・保全の取組
新国立競技場
・計画地北側のマテバシイ及び計画地南西、南側の既存樹のヒマラヤスギ、ケヤキ、イチョウ、
(オリンピックスタジ
クスノキを保存した(写真 9.1.2-1 参照)。
アム)
・聖徳記念絵画館外周などのまとまった緑に隣接する計画地東・北側は階層構造の樹林構成の
緑地とし隣接する緑との連続する緑を創出、広いオープンスペースの南側は、大地に大樹と
なる樹木を植栽し大きな緑が人を迎え入れる空間を創出、街に隣接する西側は渋谷川の記憶
の継承と親しみのある里庭の景観を創出する計画としている。
武蔵野の森総合スポー ・計画地北側のサクラ（ソメイヨシノ）を保存した。
ツプラザ
・計画地南側の一般国道 20 号（甲州街道）沿いのイチョウの既存樹木を場外で仮養生を行った
上で緑化樹として活用した(写真 9.1.2-2 参照)。
有明アリーナ
・計画地の南東側に周辺住環境に配慮したバッファーとなる緑地を形成し、隣接して交流広場
を整備することにより、広がりのある緑地を形成する計画としている。
・植栽樹種は、今後整備される有明親水海浜公園（仮称）との調和や連続性を意識し、計画地
に適した樹種を選定する。
大井ホッケー競技場
・計画地内の樹木の伐採や保存、移植の検討に当たっては樹木診断等を行い、生育不良木や枯
死木など健全度が高くないものや植生に影響を及ぼすおそれのある外来種を中心に伐採する
こととし、樹勢や樹形の良いものなど移植に適した樹木を選定した上で、移植場所を既存樹
木との連続性に考慮した配置とする計画である。
海の森水上競技場
・植栽樹種は、計画地北側の「海の森公園」に植栽されている樹種を考慮し、植栽地の環境に
適した在来種を植栽する計画としている。
カヌー・スラロームセ ・クロマツ植林は、工事による影響を回避し既存緑地として保全した(写真 9.1.2-3 参照)。
ンター
・植栽樹種は「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成 26 年５月 東京都環境局）等
を参考にするとともに、隣接する葛西臨海公園との連続性に配慮して選定する。
夢の島公園アーチェリ ・予選会場を既存樹木の少ない多目的コロシアム内に配置した。
ー場
・予選会場の整備に当たっては、樹木診断により、移植に適していると判断された高木 38 本を
移植した(写真 9.1.2-4 参照)。
東京アクアティクスセ ・辰巳の森海浜公園との連続性を確保し、高木、中木等を植栽する計画としている。
ンター
・植栽樹種は、辰巳の森海浜公園に生育している樹種を参考として、既存公園部分との調和や
連続性を意識し、風景に変化を与える計画地に適した樹種を選定する計画としている。
出典：各競技会場の「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成。
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(東京都撮影)

(東京都撮影)

写真 9.1.2-1 保存したヒマラヤスギ

写真 9.1.2-2 緑化樹として活用したイチョウ

（新国立競技場(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）

(東京都撮影)

(東京都撮影)

写真 9.1.2-3 保存したクロマツ植林

写真 9.1.2-4 移植後のケヤキ

（カヌー・スラロームセンター）

（夢の島公園アーチェリー場）
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(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、生物・生態系や緑に配慮した取組が事業者の実施可能な範囲で最大限行われ

ることとした。
2)

評価の結果
東京都では、公園や緑地の整備、街路樹・植樹帯や公園樹林の再生等により、快適な都市環

境の創出や豊かな自然環境の創出・保全の取組を実施している。区部のうち、特に臨海部にお
いては、多数の海上公園等を整備してきたほか、中央防波堤地区には海の森公園が開園し、2020
年（令和２年）に向けて多数の緑地が整備されつつある。このように、中央防波堤地区や臨海
部から内陸部にかけての緑の連続性が強化され、近年の臨海部では、従来の水域や草地を生息
環境とする動物種に加え、樹林に生息する確認種の割合が増加しているなど、動物相が多様化
してきている。
このような中、ヘリテッジゾーン及び東京ベイゾーンでは、東京 2020 大会の競技会場の整
備に当たり、既存樹木を極力保存するとともに、樹木の移植を実施しているほか、新設恒久会
場では、在来種を用いた敷地内の植栽を行っている。また大会開催中には「フラワーレーンプ
ロジェクト」として緑の鉢植えを設置する。こうした取組の結果、新たな緑や動物の生息環境
が創出される。
以上のように、東京 2020 大会の競技会場の整備において緑の量や生物の生育・生息空間と
しての機能向上に資するような取組を東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっ
ていることから、生物・生態系や緑に配慮した取組が事業者の実施可能な範囲で最大限行われ
るものと考える。
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9.1.3 騒音・振動
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.3-1に示すとおりである。
表 9.1.3-1 調査事項及びその選択理由

2)

調査事項

選択理由

①騒音の状況
②施設の状況
③東京都における取組
④騒音に関する法令等の
基準等

東京 2020 大会の開催に伴い関係者の移動による道
路交通騒音、競技実施に伴う騒音による変化が考え
られることから、左記の事項に係る調査が必要であ
る。

調査地域
調査地域は、全競技会場等及びそのラストマイル、輸送ルートの範囲とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会開催中には、関係者の移動による道路交通騒音、競技実施に伴う騒音による

変化が考えられる。
そのため、本評価書案では、大会開催中の騒音の変化の程度を予測するために必要な事項と
して、
「ア．騒音の状況」を調査するとともに、
「イ．施設の状況」
、道路交通騒音に対する「ウ．
東京都における取組」等を調査した。
ア．騒音の状況
調査は、以下の資料から騒音の状況を整理した。
・
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】
」
（平成 30 年
４月 組織委員会）
・
「第 2 回 北海道輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年３月 組織委員会）
・「第 4 回 宮城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
・
「第 4 回 福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
・
「第 4 回 茨城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
・
「第 2 回 神奈川県輸送連絡調整会議資料」
（平成 30 年４月 組織委員会）
・
「第 4 回 静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織委員会）
・「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（国立環境研究所ホームページ）
・
「公害苦情統計調査」
（東京都環境局）
イ．施設の状況
調査は、以下の資料から施設の状況を整理した。
・「オリンピック競技スケジュール」（組織委員会ホームページ）
・「パラリンピック競技スケジュール」
（組織委員会ホームページ）

- 179 -

9.1 全体計画 9.1.3 騒音・振動

ウ．東京都における取組
調査は、以下の資料から東京都における取組の状況を整理した。
・「優先的対策道路区間について」
（東京都ホームページ）
エ．騒音に関する法令等の基準等
調査は、環境基本法(平成５年法律第 91 号)の整理によった。
4)

調査結果

ア．騒音の状況
関係者輸送ルートの道路沿道における環境基準の達成状況は、図 9.1.3-1(1)～(10)に示す
とおりである。
環境基準の達成状況は、近接空間 1が 0.0～100.0％、全体が 10.0～100.0％である。
全体では、図 9.1.3-1(2)に示した一般国道 112 号、図 9.1.3-1(9)で示した一般国道 134
号、図 9.1.3-1(10)で示した一般国道 246 号を除いて、達成率は 50％以上となっている。

1 近接空間：近接空間とは、幹線交通を担う道路に近接する空間で、幹線交通を担う道路の車線数の区分に応じ、２
車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路では道路端から15m、２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路
では道路端から20mの範囲をいう。なお、評価範囲全体は道路端から50mの範囲をいう。
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路線名
環境基準 近接
達成状況 全体
路線名
環境基準 近接
達成状況 全体

一般都道403号大手町湯島線
98.5%
99.1%

主要都道302号新宿両国線
85.1%
93.8%

路線名
環境基準 近接
達成状況 全体

路線名
環状3号線
環境基準 近接
79.6%
93.8%
達成状況 全体

環状3号線（三ツ目通り）
94.7%
96.9%

路線名
台場青海線
環境基準 近接
98.7%
達成状況 全体
98.6%

路線名
一般国道20号
環境基準 近接
54.1%
達成状況 全体
74.8%

図 9.1.3-1(1)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（東京都）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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路線名
環境基準 近接
達成状況 全体

一般国道122号
12.2%
10.0%

路線名１
一般国道17号
路線名２
高速埼玉大宮線
環境基準 近接
53.9%
64.3%
達成状況 全体

図 9.1.3-1(2)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（埼玉県）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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路線名
環境基準 近接
達成状況 全体

一般国道126号(千葉東金道路)
100.0%
100.0%

図 9.1.3-1(3)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（千葉県）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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路線名
関内本牧線
環境基準 近接
83.6%
達成状況 全体
88.0%

図 9.1.3-1(4)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（横浜市）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成 30 年４月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8

- 184 -

9.1 全体計画 9.1.3 騒音・振動

路線名
羊ヶ丘線
環境基準 近接
49.8%
達成状況 全体
67.2%

図 9.1.3-1(5)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（北海道）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 2 回 北海道輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年３月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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図 9.1.3-1(6)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（宮城県）

自動車交通騒音評価地点
※ルート上に自動車交通騒音評価地点はない。

出典：
「第 4 回 宮城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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路線名
一般国道13号
環境基準 近接
75.0%
達成状況 全体
87.5%

図 9.1.3-1(7)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（福島県）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 4 回 福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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路線名
一般国道51号
環境基準 近接
100.0%
達成状況 全体
83.3%

図 9.1.3-1(8)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（茨城県）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 4 回 茨城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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路線名
一般国道134号
環境基準 近接
16.7%
達成状況 全体
39.3%

自動車交通騒音評価地点

図 9.1.3-1(9)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（神奈川県）

出典：
「第 2 回 神奈川県輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年４月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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路線名
一般国道246号
環境基準 近接
0.0%
達成状況 全体
30.8%

路線名
伊東大仁線
環境基準 近接
100.0%
100.0%
達成状況 全体

図 9.1.3-1(10)
関係者輸送ルートにおける環境基準
の達成率（静岡県）

自動車交通騒音評価地点

出典：
「第 4 回 静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織委員会）
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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また、東京都における騒音に係る苦情件数は、2007 年度（平成 19 年度）で 3,047 件（公
害苦情件数全体の 38.9％）
、2012 年度（平成 24 年度）で 3,334 件（同 45.1％）
、2017 年度
（平成 29 年度）で 2,948 件（同 46.0％）であり、件数ではほぼ横ばいの状況となっている。
主な発生原因は、図 9.1.3-2 に示すとおりであり、工事・建設作業によるものがほぼ半数を
占めており、自動車運行によるものは約２％であり減少傾向を示している。競技大会等に伴
う苦情については明確に区分されておらず、その発生程度は不明である。東京 1964 大会時
に開会式等が行われた旧国立競技場とほぼ同じ位置に新設される新国立競技場（オリンピッ
クスタジアム）では、イベント時の騒音に配慮するため、建物各所に遮音材や吸音材を採用
することとしている。
なお、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）では、試合運営管理規定（2019 年８月１日
参照 http://www.jfa.jp/documents/rules/）を策定し、みだりに施設外で気勢を上げ騒音
を出すこと等を規制している。

1600

平成19年度 平成24年度 平成29年度
1400

苦情件数（件）

1200
1000
800
600
400
200
0

出典：「公害苦情統計調査」
（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/pollution/kougai_tokei/statistics.html

図 9.1.3-2 騒音苦情の主な発生原因
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イ．施設の状況
屋外の敷地内で実施される競技は、表 9.1.3-2(1)～(4)及び表 9.1.3-3 に示すとおりであ
る。
表 9.1.3-2(1) 屋外の敷地内で実施される競技の状況（オリンピック）
競技等

競技会場/(ｸﾞﾛｽｷｬﾊﾟｼﾃｨ) 開催日/時間帯

開会式・閉会式

新国立競技場（オリン
ピックスタジアム）
［新
設］
(68,000 人)

7/24、8/9
20:00～23:00

アーチェリー

夢の島公園アーチェリ
ー場［新設］
(5,600 人)

7/24～8/1
9:00～19:55

陸上（トラッ
ク）

新国立競技場（オリン
ピックスタジアム）
［新
設］
(68,000 人)

7/31～8/9
9:00～15:05
18:30～22:55

福島あづま球場［既設］ 7/29
(14,300 人) 12:00～15:00

野球

7/30～8/6、8/8
横浜スタジアム［既設］
12:00～15:00
(35,000 人)
19:00～22:30

周辺等の状況
【競技会場周辺】
新国立競技場（オリンピックスタジアム）は新設競技会場
であるが、ほぼ同じ位置に旧国立競技場が立地していた。旧
国立競技場では、
東京 1964 大会時に開会式等が行われている。
旧国立競技場の年間稼働日数は 150 日程度であり、そのうち
スポーツ競技大会は７割強を占めている。競技会場の西側を
南北に通る都道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）を介して
住居等が分布している。
【ラストマイル】
JR 中央線信濃町駅、千駄ケ谷駅、都営大江戸線国立競技場
駅は競技会場エリアに近接している。東京メトロ半蔵門線・
銀座線・都営大江戸線青山一丁目駅、東京メトロ銀座線外苑
前駅からの歩行者ルート沿いは中高層の事務所ビル等が連な
る。東京メトロ副都心線北参道駅からの歩行者ルート沿いに
は事務所ビル等が連なっているが、その奥には住居等が広が
っている。
【競技会場周辺】
夢の島公園内に位置しており、公園に隣接した住居はない。
最寄りの住居は、西側約 1km に集合住宅が位置している。
【ラストマイル】
JR 京葉線・東京メトロ有楽町線・東京臨海高速鉄道（りん
かい線）新木場駅からの歩行者ルート沿いに住居は分布して
いない。
周辺等の状況については「開会式・閉会式」の項参照。
【競技会場周辺】
あづま総合運動公園内に位置しており、プロ野球公式戦、
高校野球、社会人野球等に利用されている。最寄りの住居は
西側約 400m に位置している。また、西側約 600m の位置に福
島市立佐原小学校が位置している。
【ラストマイル】
JR 東北本線・JR 東北新幹線福島駅からシャトルバスによる
観客輸送を予定している。
【競技会場周辺】
横浜スタジアムは横浜公園内にある日本初の多目的スタジ
アムであり、日本プロ野球・セリーグの横浜 DeNA ベイスター
ズ本拠地であり、アマチュア野球やサッカー、コンサートな
どのイベントにも利用されている。JR 根岸線・JR 京浜東北線
の関内駅に近接しており、周辺は主に事務所ビルが分布して
いる。また、南東約 150m の位置に横浜市立みなと総合高等学
校が位置している。
【ラストマイル】
JR 根岸線・JR 京浜東北線・横浜市営地下鉄ブルーライン関
内駅、横浜高速鉄道みなとみらい線日本大通り駅からの歩行
者ルート沿いには事務所ビル等が連なっている。

福島あづま球場［既設］ 7/22、23
周辺等の状況については「野球」の項参照。
9:00～17:00
(14,300 人)
ソフトボール
7/25～7/28
横浜スタジアム［既設］
10:00～16:30 周辺等の状況については「野球」の項参照。
(35,000 人)
20:00～22:30
出典：「オリンピック競技スケジュール」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/olympic/
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表 9.1.3-2(2) 屋外の敷地内で実施される競技の状況（オリンピック）
競技等

競技会場/(ｸﾞﾛｽｷｬﾊﾟｼﾃｨ) 開催日/時間帯

カヌー(スラロ
ーム)

カヌー・スラロームセ
ンター［新設］
(7,500 人)

7/26～7/31
13:00～17:00

カヌー(スプリ
ント)

海の森水上競技場［新
設］
(12,800 人)

8/3～8/8
9:30～13:15

自転車（BMX）

有明アーバンスポー
ツパーク［仮設］
(5,000 人/6,600 人)

7/30～8/2
10:00～12:45

自転車（マウン
テンバイク）

伊豆 MTB コース［既設］ 7/27、28
(11,500 人) 15:00～17:00

自転車（ロー
ド）

富士スピードウェイ
［既設］
(22,000 人)

7/25～7/26
7/29
11:00～18:15

馬事公苑［既設］
(9,300 人)

7/25～7/26
7/28～7/29
7/31～8/1
8/3～8/5
8/7～8/8
8:00～11:10
17:00～22:45

馬術

周辺等の状況
【競技会場周辺】
カヌー・スラロームセンターは、葛西臨海公園の西に隣接
しており、周囲に住宅は分布していない。北側を東西に走る
JR 京葉線、首都高速湾岸線及び一般国道 357 号（湾岸道路）
を越えた北側約 900m に病院、集合住宅が分布している。
【ラストマイル】
JR 京葉線葛西臨海公園駅からの歩行者ルートは、葛西臨海
公園内の園路に設定されている。
【競技会場周辺】
海の森水上競技場は、中央防波堤内側埋立地と外側埋立地
の間にある東西水路に位置しており、周囲に住居等は分布し
ていない。最寄りの住居としては、北側約 4km に集合住宅が
位置している。
【ラストマイル】
東京臨海高速鉄道（りんかい線）東京テレポート駅、JR 京
葉線・東京メトロ有楽町線・東京臨海高速鉄道（りんかい線）
新木場駅からシャトルバスによる観客輸送を予定している。
【競技会場周辺】
有明北地区に計画されている仮設施設であり、南側には道
路を隔てて、集合住宅が位置している。
【ラストマイル】
東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）有明テニスの森駅に
近接している。
【競技会場周辺】
伊豆 MTB コースは自転車の国サイクルスポーツセンター内
に位置しており、周囲に住居等は存在しない。最寄りの住居
は西側約 1.2km に位置している。
【ラストマイル】
JR 伊東線伊東駅、伊豆箱根鉄道駿豆線修善寺駅からシャト
ルバスによる観客輸送を予定している。
【競技会場周辺】
FIA の「グレード 1」を持つ世界でもトップクラスの施設を
持つサーキットであり、自動車レースのみならず自転車イベ
ント、音楽イベントを含む各種イベントが年間を通じて頻繁
に行われている。東側約 100m に住居が位置している。
【ラストマイル】
JR 御殿場線御殿場駅、小田急電鉄小田原線開成駅からシャ
トルバスによる観客輸送を予定している。
【競技会場周辺】
東京 1964 大会時に馬術が行われた場所であり、1964 年のオ
リンピックレガシーを有する施設の 1 つである。現在は、馬
事普及拠点になっており、JRA 馬事公苑馬術大会のような統合
的な競技会が開催されている。馬事公苑は、周囲を住居に囲
まれた立地にある。なお、馬術競技は静かな中で行われる。
【ラストマイル】
小田急小田原線経堂駅、千歳船橋駅、東急田園都市線桜新
町駅、用賀駅からの歩行者ルートはそれぞれ 1km 以上の距離
があり、沿道には住居等が分布している。なお、東急田園都
市線用賀駅からのシャトルバスによる観客輸送も検討してい
る。

海の森クロスカント
8/2
海の森水上競技場に隣接しており、周辺等の状況については、
リーコース［仮設］
8:30～11:55
「カヌー（スプリント）
」の項参照。
(16,000 人)
出典：「オリンピック競技スケジュール」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/olympic/
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表 9.1.3-2(3) 屋外の敷地内で実施される競技の状況（オリンピック）
競技等

サッカー

競技会場/(ｸﾞﾛｽｷｬﾊﾟｼﾃｨ) 開催日/時間帯

宮城スタジアム［既
設］
(49,000 人)

7/22、7/25
7/28～7/29
7/31～8/1
17:00～22:00

東京スタジアム［既
設］
(48,000 人)

7/22～7/23
17:00～22:30

茨城カシマスタジア
ム［既設］
(40,000 人)

7/23、7/26
7/28、7/31～8/1
8/3～8/4、8/6
17:00～22:00

横浜国際総合競技場
［既設］
(72,000 人)

7/23、7/26
7/28～7/29
7/31～8/1
8/3、8/8
17:30～23:30

埼玉スタジアム 2002
［既設］
(64,000 人)

7/25～7/26
7/28～7/29
7/31～8/1
8/4、8/7
17:00～23:00

新国立競技場（オリン
ピ ッ ク ス タ ジ ア ム ） 8/7
11:00～14:00
［新設］
(68,000 人)

周辺等の状況
【競技会場周辺】
宮城スタジアムは宮城県総合運動公園（グランディ・21）
内にある陸上競技場兼サッカー球技場である。年間の稼働日
数は 120 日程度である。南東側約 150m より住宅地が分布して
いる。
【ラストマイル】
JR 線・仙台市地下鉄仙台駅、JR 東北本線利府駅、JR 仙石線
多賀城駅、仙台市地下鉄東西線荒井駅からのシャトルバスに
よる観客輸送を予定している。
【競技会場周辺】
東京スタジアム（味の素スタジアム）はサッカーＪ１リー
グＦＣ東京の本拠地であり、サッカー、陸上競技等のスポー
ツに年間 150 日程度、コンサートなどのその他として 100 日
程度の計 250 日程度利用されている。南西側約 130m に住居が
位置している。
【ラストマイル】
京王線飛田給駅、西調布駅からの歩行者ルート沿いには住
居等が分布している。
【競技会場周辺】
茨城カシマスタジアムはサッカーＪ１リーグ鹿島アントラ
ーズの本拠地であり、サッカー専用スタジアムである。サッ
カーに年間 60 日程度、その他に十数日利用されている。北北
東約 100m に住居が位置している。
【ラストマイル】
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の鹿島サッカースタジアム駅に直
結している。
【競技会場周辺】
横浜国際総合競技場（日産スタジアム）はサッカーＪ１リ
ーグ横浜Ｆ・マリノスの本拠地であり、年間 80 日程度利用さ
れている。南西側約 100m に住居が位置している。
【ラストマイル】
JR 横浜線小机駅からの歩行者ルート沿いには住居が分布し
ている。JR 横浜線・JR 東海道新幹線・横浜市営地下鉄ブルー
ライン新横浜駅からの歩行者ルート沿いは、主に事務所ビル
となっている。
【競技会場周辺】
埼玉スタジアム 2002 は埼玉スタジアム 2002 公園内にある
サッカー専用の競技スタジアムであり、年間 50 日程度利用さ
れている。南側約 100m に住居が位置している。
【ラストマイル】
埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線浦和美園駅からの歩行者ル
ート沿いには住居が分布している。
周辺等の状況については「開会式・閉会式」の項参照。

【競技会場周辺】
日本オープンゴルフ選手権等多くのゴルフ大会が行われて
いる。北側約 100m に住居が位置している。クラブの周辺には
霞 ヶ 関 カ ン ツ リ ー 倶 7/30～8/2
住居が分布しているが、外周には緩衝帯等が整備されている。
8/5～8/8
ゴルフ
楽部［既設］
【ラストマイル】
7:30～16:00
(25,000 人)
JR 川越線笠幡駅からの歩行者ルート沿いには住居、店舗が
分布するとともに、川越市立霞ヶ関西中学校（校庭）が位置
している。
出典：「オリンピック競技スケジュール」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/olympic/
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表 9.1.3-2(4) 屋外の敷地内で実施される競技の状況（オリンピック）
競技等

ホッケー

近代五種

ボート

ラグビー

競技会場/(ｸﾞﾛｽｷｬﾊﾟｼﾃｨ) 開催日/時間帯
大井ホッケー競技場
［既設］
(15,000 人)
東京スタジアム［既
設］
(48,000 人)
海の森水上競技場［新
設］
(16,000 人)
東京スタジアム［既
設］
(48,000 人)

陸上自衛隊朝霞訓練
射撃（クレー） 場［仮設］
(3,000 人)

スケートボー
ド

有明アーバンスポー
ツパーク［仮設］
(7,000 人)

7/25～8/7
9:30～13:45
18:30～22:45

周辺等の状況
【競技会場周辺】
大井ホッケー競技場は大井ふ頭中央海浜公園内に位置して
おり、北側約 400m に集合住宅が位置している。
【ラストマイル】
東京モノレール大井競馬場前駅からの歩行者ルート沿いは
京浜運河及び大井ふ頭中央海浜公園となっている。

8/7、8
14:30～20:30

周辺等の状況については「サッカー」の項参照。

7/24～7/31
8:30～12:30

周辺等の状況については「カヌー(スプリント)」の項参照。

7/27～8/1
9:00～12:00
16:30～19:30

周辺等の状況については「サッカー」の項参照。

7/26～7/27
7/29～7/30
8/1
9:00～17:00

【競技会場周辺】
東京 1964 大会時にも、ライフル射撃競技が行われた場所で
あり、1964 年のオリンピックレガシーを有する施設の 1 つで
ある。日本ライフル射撃協会や駐屯地内にある自衛隊体育学
校によって使用され、国体予選会など多くの大会が開催され
ている。南側は栄緑道桜並木を介して、新座市立栄小学校、
埼玉県立新座総合技術高等学校、集合住宅が位置している。
【ラストマイル】
東武東上線朝霞駅、東武東上線・東京メトロ有楽町線・副
都心線和光市駅からのシャトルバスによる観客輸送を予定し
ている。

7/26､27､8/5､6
9:00～13:55

周辺等の状況については「自転車（BMX）
」の項参照。

【競技会場周辺】
青海アーバンスポーツパークは都立シンボルプロムナード
内に設置される仮設競技会場である。北北東約 900m に集合住
青海アーバンスポー
宅が位置している。
スポーツクラ
8/4～8/7
ツパーク［仮設］
イミング
17:00～22:40 【ラストマイル】
(8,400 人)
東京臨海高速鉄道（りんかい線）東京テレポート駅、東京
臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）東京国際クルーズターミナ
ル駅からの歩行者ルート沿いには住居は分布していない。
【競技会場周辺】
有明テニスの森公園は、1983 年に開園した都立公園であり、
園内のテニスコートは年末年始を除いて無休であり、利用時
有明テニスの森［既
間は７時から 23 時となっている。北側には道路を隔てて、集
7/25～8/2
テニス
設］
11:00～20:00 合住宅が位置している。
(19,900 人)
【ラストマイル】
東京臨海高速鉄道（りんかい線）国際展示場駅からの歩行
者ルート沿いに住居は分布していない。
【競技会場周辺】
7/25～8/8
潮風公園は、1974 年に開園した都立公園であり、日光浴、
9:00～12:50
13:00～14:50 ジョギング、釣り等の利用もみられる。東北東約 1km に集合
バレーボール
15:00～18:50 住宅が位置している。
潮風公園［仮設］
(ビーチバレ
(12,000 人) 20:00～22:50 【ラストマイル】
ー)
東京臨海高速鉄道（りんかい線）東京テレポート駅、東京
臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）台場駅からの歩行者ルート
沿いに住居は分布していない。
出典：「オリンピック競技スケジュール」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/olympic/
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表 9.1.3-3 屋外の敷地内で実施される競技の状況（パラリンピック）
競技等

競技会場/(ｸﾞﾛｽｷｬﾊﾟｼﾃｨ)
オリンピックスタジ
開会式・閉会式 アム［新設］
(68,000 人)
夢の島公園アーチェ
アーチェリー
リー場［新設］
(5,600 人)
オリンピックスタジ
陸上（トラッ
アム［新設］
ク）
(68,000 人)
海の森水上競技場［新
カヌー
設］
(12,800 人)
富士スピードウェイ
自転車（ロー
［既設］
ド）
(22,000 人)
馬事公苑［既設］
馬術
(9,300 人)
５人制サッカ
ー

青海アーバンスポー
ツパーク［仮設］
(4,300 人)

開催日/時間帯

周辺等の状況

8/25、9/6
20:00～23:00

周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(1)）
の「開会式・閉会式」の項参照。

8/28～9/1
9/3～9/5
9:00～21:25
8/28～9/5
9:30～13:00
19:00～22:00

周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(1)）
の「アーチェリー」の項参照。
周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(1)）
の「開会式・閉会式」の項参照。

9/3～9/5
9:30～12:30

周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(2)）
の「カヌー(スプリント)」の項参照。

9/1～9/4
8:00～17:15

周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(2)）
の「自転車（ロード）
」の項参照。

8/27～8/31
15:00～22:35
8/30～9/1
9/3、9/5
9:00～13:00
16:30～21:00

周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(2)）
の「馬術」の項参照。
周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(4)）
の「スポーツクライミング」の項参照。

海の森水上競技場［新
8/28～8/30
周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(2)）
設］
9:30～12:20
の「カヌー(スプリント)」の項参照。
(12,800 人)
有明テニスの森［既
8/28～9/5
周辺等の状況については、オリンピック（表 9.1.3-2(4)）
車いすテニス
設］
11:00～20:00 の「テニス」の項参照。
(19,400 人)
出典：「パラリンピック競技スケジュール」
（2019 年８月 13 日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/paralympic/
ボート

- 196 -

9.1 全体計画 9.1.3 騒音・振動

ウ．東京都における取組
東京都では、1995 年（平成７年）９月に「東京都道路沿道環境対策検討会」を設置し、国
及び関係機関と連携を図りながら、総合的な道路交通騒音対策の検討を進め、1996 年（平成
８年）10 月に道路沿道の環境改善の基本方針をとりまとめた。この基本方針に従い、騒音の
実態、沿道の利用状況等からみて早急に総合的な対策を講ずるべき道路として、1997 年、2000
年及び 2004 年（平成９年、平成 12 年及び平成 16 年）の３回にわたり優先的対策道路区間
を選定した。現在、優先的対策道路区間は、図 9.1.3-3 に示すとおりであり、20 路線、総延
長 238.1km の優先的対策道路区間において、低騒音舗装の導入や交通規制、交通指導取締り
など各種対策の実施を促進し、道路交通騒音の改善に努めている。

出典：「優先的対策道路区間について」
（2019 年８月１日参照 東京都ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/noise/priority.html

図 9.1.3-3 優先的対策道路区間位置図
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エ．騒音に関する法令等の基準等
騒音に関する法令等については、表 9.1.3-4 に示すとおりである。
表 9.1.3-4 「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準」
単位：dB

地域の
類型

A

B

C

当てはめ地域

地域の区分

時間の区分
昼間(6～22 時)

夜間(22～6 時)

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
これらに接する地先及び水面

一般の地域

55 以下

45 以下

2 車線以上の車線
を有する道路に面
する地域

60 以下

55 以下

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域
これらに接する地先及び水面

一般の地域

55 以下

45 以下

2 車線以上の車線
を有する道路に面
する地域

65 以下

60 以下

一般の地域

60 以下

50 以下

車線を有する道路
に面する地域

65 以下

60 以下

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
これらに接する地先及び水面

注 1) AA ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
A ：専ら住居の用に供される地域
B ：主として住居の用に供される地域
C ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
2) この基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。
3) 計画地は工業専用地域であり、指定地域から除外される。

＜幹線交通を担う道路に近接する空間に関する特例＞
幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず特例として次表のとおりとする。

単位: dB

基準値
昼間(6～22 時)

夜間(22～6 時)

70 以下

65 以下

注 1)「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市
町村道にあっては４車線以上の区間に限る)等を表し、「幹線交通を担う道路に近接
する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその
範囲を特定する。
・２車線以下の車線を有する道路
15m
・２車線を超える車線を有する道路 20m
2) 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営ま
れていると認められるときは、屋内へ通過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45
デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下)によることができる。なお、騒音
の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた
等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
出典：「騒音に係る環境基準について」
（平成 10 年９月

環境庁告示第 64 号）
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(2) 予測
1)

予測事項
予測事項は、大会開催中の関係者等の移動による道路交通騒音及び競技実施に伴い発生する

音とした。
2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。

3)

予測地域
予測地域は、全競技会場等及びそのラストマイル、輸送ルートの範囲とした。

4)

予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての東京都等の取組や活動状況を参考として、

関係車両の走行に伴う道路交通騒音の状況を類推するとともに、競技計画をもとに競技会場等
から発生する音の状況を類推した。
5)

予測結果

ア．関係者等の移動による道路交通騒音
東京 2020 大会では、大会開催中に選手やメディア、観客及びスタッフの輸送のために関
係車両の走行が生じる。
大会開催中の選手やメディアの輸送に使用するルートを「オリンピック・ルート・ネット
ワーク（Olympic Route Network : ORN）
」
「パラリンピック・ルート・ネットワーク（Paralympic
Route Network : PRN）
」と呼称し、
・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。
を基本コンセプトとして設定し、市民の生活や都市活動に与える影響も含めて考慮して高速
道路を主として設定されていることから、一般道沿道への道路交通騒音の低減効果がある。
東京 2020 大会の開催に伴う関係車両の走行に当たっては、可能な限り低公害車を活用す
るとともに、車両運転者に対するエコドライブの周知徹底を行うことから、関係者等の移動
による道路交通騒音の低減が図られる。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通
機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による
来場の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への道路交通騒音の低減も図
られる。
これらのことから、大会開催中の関係車両の走行に伴う騒音を極力低減できるものと予測
する。
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イ．競技実施に伴い発生する音
(ｱ) 競技会場周辺
屋外の敷地内で競技が行われる競技会場のうち、競技会場周辺 200m 程度 2の範囲に住宅
等が位置しているものは、新国立競技場（オリンピックスタジアム）
、横浜スタジアム、
有明アーバンスポーツパーク、富士スピードウェイ、馬事公苑、宮城スタジアム、東京ス
タジアム、茨城カシマスタジアム、横浜国際総合競技場、埼玉スタジアム 2002、霞ヶ関カ
ンツリー倶楽部、陸上自衛隊朝霞訓練場及び有明テニスの森の 13 会場である。
このうち、横浜スタジアム、富士スピードウェイ、馬事公苑、宮城スタジアム、東京ス
タジアム、茨城カシマスタジアム、横浜国際総合競技場、埼玉スタジアム 2002、霞ヶ関カ
ンツリー倶楽部、陸上自衛隊朝霞訓練場及び有明テニスの森の 11 会場では、類似の競技
大会等が行われている。新国立競技場（オリンピックスタジアム）は、新設競技場である
が、ほぼ同じ位置に旧国立競技場が立地しており、類似の競技大会等の実績を有している。
東京 2020 大会の開催に伴い競技会場及びその周辺で音が発生する行為は、
①競技の実施（陸上競技におけるスタートの合図、サッカー等のホイッスル、射撃競技
における銃声、アナウンス、観客の歓声）
②大会の運営（アナウンス、BGM といった場内・場外放送、ハンドマイク等を用いた誘
導、観客のざわつき、ミストファン等の設備稼働に伴う音）
③報道（報道のための車両の走行、ヘリコプターの飛行）
が考えられる。
競技会場周辺に住宅等が位置している施設では、大半の施設で類似の競技大会の実績を
有している。類似の競技実績のない仮設施設として設置される有明アーバンスポーツパー
クについては、テストイベントを活用した実地検証を東京都と組織委員会が連携して行い、
円滑な大会運営のための取組みを推進する計画となっている。
そのため、それらの状況を踏まえ、競技会場の周辺住民に対して、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大会スケジュールについて事前周知を図る。
大会開催時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に応じてメイ
ンオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するために、テストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画と
なっている。
(ｲ) ラストマイル
公共交通機関から競技会場までのラストマイルについては、屋内の敷地内で実施される
競技も含めて、極力住宅地内の生活道路を避けたルートが設定されている。
ラストマイルにおいて音が発生する行為は、
①観客の誘導（アナウンス、ハンドマイクを用いた誘導、ミストファン等の設備稼働に
伴う音、観客のざわつき）
②報道（報道のための車両の走行、ヘリコプターの飛行）
が考えられる。
馬事公苑、武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京スタジアム、横浜国際総合競技場及び
2 200mの範囲：
「東京都環境影響評価技術指針」
（平成26年１月 東京都環境局）によると、建設作業騒音については、
敷地境界から200mの範囲を調査地域として設定することとしている。競技の実施については建設作業とは異なるも
のの、騒音の発生・伝搬は同様（一定の範囲から騒音が発生する等）と考え、200mを目安とした。
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埼玉スタジアム 2002 については、歩行者ルート沿いに住居が分布しており、夜間の時間
帯にも競技が行われることから、ラストマイルにはシティキャスト（都市ボランティア）
等を適切に配置し、観客の円滑な移動に特に配慮する。また、馬事公苑、武蔵野の森総合
スポーツプラザ、東京スタジアムにおいてはシャトルバスの運行も検討している。
ラストマイルの周辺住民に対して、関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体を
活用して大会スケジュールについて事前周知を図る。大会開催時には周辺住民からの問合
せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に応じてメインオペレーションセンター等で共有す
る体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するために、テストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画と
なっている。
これらのことから、大会開催中の大会運営に伴う騒音を極力低減できるものと予測する。
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(3) ミティゲーション
ア．輸送ルート沿道
・大会開催中の大会関係者の選手村から会場間の移動に活用するオリンピック・ルート・ネ
ットワーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）を設定する。設定
に当たっての基本コンセプトは以下の３点である。ORN 及び PRN を設定することにより大
会関係車両の安全、円滑、迅速な輸送サービスを提供する。
①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。
②一般道においては、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。
③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。
・大会関係車両の走行に当たっては、可能な限り、燃料電池自動車等の低公害車両を活用す
る。
イ．競技会場周辺
・競技会場の設定においては、既存の会場を活用するとともに、東京 1964 大会時にも競技
が行われた馬事公苑、陸上自衛隊朝霞訓練場を活用する。
・新国立競技場（オリンピックスタジアム）については、東京 1964 大会時に開会式等が行
われた旧国立競技場とほぼ同じ位置に新設される。新国立競技場（オリンピックスタジア
ム）ではイベント時に発生する音に配慮するため、建物各所に遮音材や吸音材を採用して
いる。
・大会スケジュール等については、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
して競技会場周辺の住民に事前周知を図る。
・組織委員会は、大会開催に伴う周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要
に応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
ウ．ラストマイル
・観客、会場スタッフの移動には、公共交通機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスを最大
限活用することにより、小型車両での分散した移動を抑制する。
・ラストマイルにはシティキャスト（都市ボランティア）等を適切に配置し、観客の円滑な
移動に努める。
・馬事公苑、武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京スタジアムにおいてシャトルバスの運行
を検討する。
・大会スケジュール等については、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
して競技会場周辺の住民に事前周知を図る。
・組織委員会は、大会開催に伴う周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要
に応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
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(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、関係車両の走行及び大会運営に伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能

な範囲で最大限行われることとした。
2)

評価の結果

ア．関係者等の移動による道路交通騒音
選手等の大会関係者を輸送する関係者輸送ルートであるオリンピック・ルート・ネットワ
ーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）は、市民の生活や都市活動
に与える影響も含めて考慮して高速道路を主として設定されていることから、一般道沿道へ
の道路交通騒音の低減効果がある。
関係車両の走行に当たっては、可能な限り低公害車を活用するとともに、車両運転者に対
するエコドライブの周知徹底を行うことから、関係者等の移動による道路交通騒音の低減が
図られる。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通
機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による
来場の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への道路交通騒音の低減も図
られる。
以上のように、道路交通騒音の低減につながるような取組を東京都及び組織委員会が連携
して取り組む計画となっていることから、関係車両の走行に伴う騒音の影響を極力低減する
取組が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
イ．競技実施に伴い発生する音
競技の実施に伴い騒音となりうる様々な音の発生が考えられるが、競技会場の周辺住民に
対して、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大会スケジュールにつ
いて事前周知を図る。大会開催時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、
必要に応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するために、テストイベントを活用した実地検証
を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、大会運営に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会運営に伴う騒音につ
いての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.1.4 歩行者空間の快適性
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.4-1に示すとおりである。
表 9.1.4-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①緑の状況
②施設の状況
③歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る基準
④歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
⑤東京 2020 大会に向けた取組
⑥法令等の基準等
⑦東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴
い歩行者空間の快適性に
対する配慮が重要である
ことから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2)

調査地域
調査地域は、全競技会場等及びそのラストマイル 1の範囲とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会の会場整備における歩行者空間の快適性については、個別の競技会場にアク

セスする歩行者が感じる快適性の程度を個別競技会場の実施段階環境影響評価として実施し
てきた。
本評価書案では、全競技会場等及びそのラストマイルの快適性の程度を把握するため、
「ア．
緑の状況」、
「イ．施設の状況」、
「ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る基準」
、
「エ．
歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況」
、
「オ．東京 2020 大会に向けた取
組」等を調査した。
ア．緑の状況
調査は、以下の資料から調査地域の緑の状況を整理した。
・
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）」
（平
成 30 年４月 組織委員会）
・
「第 4 回 北海道輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
・
「第 3 回 茨城県輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）
・
「第 6 回 輸送連絡調整会議資料」
（平成 30 年 11 月

組織委員会）

・
「第 4 回 神奈川県輸送連絡調整会議資料」
（令和元年８月 組織委員会）
・都内各区及び市が実施している「緑の実態調査 報告書」
イ．施設の状況
調査は、以下の資料から地盤面被覆状態を整理した。
・
「道路の暑さ対策について（舗装の取組み）
」
（東京都建設局ホームページ）

1 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
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ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る基準
調査は、以下の資料から暑さ指数（WBGT）や不快指数の快適性に係る基準について整理し
た。
・
「環境省熱中症予防情報サイト」（環境省ホームページ）
・
「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3」
（平成 25 年 日本生気象学会）
・
「スポーツ活動中の熱中症予防のための運動指針第 5 版」
（令和元年 5 月 （公財）日本
スポーツ協会）
エ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
調査は、以下の資料から快適性に係る気象等の状況を整理した。
・各気象台等における気象データ
・
「日常生活に関する指針」
（日本生気象学会）
オ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、以下の資料から東京 2020 大会に向けた東京都等の取組の状況を整理した。
・東京 2020 に向けたアスリート・観客の暑さ対策に係る関係府省庁等連絡会議（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）
カ．法令等の基準等
調査は、都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）の法令の整理によった。
キ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」(平成
28 年 12 月 東京都)、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年
に向けた実行プラン～」(平成 31 年 1 月 東京都)、
「東京都ヒートアイランド対策ガイドラ
イン」(平成 17 年７月 東京都)、
「東京が新たに進めるみどりの取組」
（令和元年 5 月 東
京都）の計画等の整理によった。
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4)

調査結果

ア．緑の状況
東京都におけるみどり率の状況は、
「9.1.2 生物・生態系、緑 (1) 現況調査
果

4) 調査結

イ．緑の状況」に示したとおりである。

2013 年（平成 25 年）の調査によると、みどり率は、区部で 19.8％、多摩部で 67.1％とな
っている。
また、各競技会場のラストマイルの緑の状況（シャトルバスによる観客輸送を行う競技会
場を除く）は、図 9.1.4-1(1)～(22)に示すとおりである。
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JR 中央本線信濃町駅、千駄ケ谷駅、都営大江戸線国立競技場駅
は競技会場エリアに近接している。それらの駅からのラストマイ
ルについては、歩道上の街路樹により緑陰が形成されている。
東京メトロ半蔵門線・銀座線・都営大江戸線青山一丁目駅、東
京メトロ銀座線外苑前駅からのラストマイルについては、歩道上
の街路樹により緑陰が形成されている。沿道には中高層の事務所
ビル等が連なるほか、神宮外苑の緑も分布している。
東京メトロ副都心線北参道駅からのラストマイルについても、
歩道上の街路樹による緑陰が形成されている。沿道には中高層の
事務所ビル等が連なり、その奥には比較的低層の住宅地が広がっ
ている。

図 9.1.4-1(1)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）「港区みどり
の実態調査（第 9 次）報告書」
（平成 29 年 3 月 港区）
「新宿区みどりの実態調査報告書（第 8 次）」
（平成 28 年 2 月 新宿区みど
り土木部みどり公園課）「平成 25 年度 渋谷区自然環境調査報告書」
（渋谷区）をもとに作成。
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図 7.2-2(2) 観客輸送ルート（国立代々木競技場）

JR 山手線原宿駅及び東京メトロ副都心線明治神宮
〈原宿〉駅からのラストマイルについては、一部区
間を除いて歩道上の街路樹による緑陰が形成され
ている。また、ラストマイルの北側には緑も多く敷
地も広大な代々木公園が位置している。

図 9.1.4-1(2)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「平成 25 年度 渋谷区自然環境調査報告書」（渋谷区）をもとに作成。
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図 7.2-2(3) 観客輸送ルート（日本武道館）

東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九
段下駅、東京メトロ東西線の竹橋駅からのラ
ストマイルについては、歩道上の街路樹によ
り緑陰が形成されている。また、日本武道館
は緑も多く敷地も広大な北の丸公園に位置
している。

図 9.1.4-1(3)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「千代田区緑の実態調査及び熱分布調査（平成 22 年度）
」（平成 23 年 3 月 千代田区）をもとに作成。

- 210 -

9.1 全体計画 9.1.4 歩行者空間の快適性

JR 山手線・東京メトロ有楽町線有楽町駅からは地下通
路でつながっている。地上部のラストマイルについて
図 7.2-2(4) 観客輸送ルート（東京国際フォーラム）
は、歩道上の街路樹により緑陰が形成されている。周囲
には高層の事務所ビル等が分布している。

図 9.1.4-1(4)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「千代田区緑の実態調査及び熱分布調査（平成 22 年度）
」（平成 23 年 3 月 千代田区）をもとに作成。
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図 7.2-2(5) 観客輸送ルート（国技館）

JR 総武本線両国駅からのラストマイルについて
は、歩道上の街路樹により緑陰が形成されている。
都営大江戸線両国駅からのラストマイルについ
ては、JR 総武本線に沿った区間を除いて歩道上の
街路樹による緑陰が形成されている。JR 総武本線
に沿った区間については、中高層の事務所ビル等
が連なっている。

図 9.1.4-1(5)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「墨田区緑と生物の現況調査報告書」（平成 22 年 3 月 墨田区区民活動推進部環境担当環境保全課）をもとに作成。
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図 7.2-2(6) 観客輸送ルート（馬事公苑）

小田急小田原線千歳船橋駅、経堂駅、東急田園都市線
桜新町駅及び用賀駅からのラストマイルについては、
歩道上の街路樹により緑陰が形成されている。ラスト
マイルの沿道には中低層の住宅等が広く分布してい
る。

図 9.1.4-1(6)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「平成 28 年度世田谷区みどりの資源調査報告書」（平成 29 年 3 月 世田谷区）をもとに作成。
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図 7.2-2(7) 観客輸送ルート（東京スタジアム、武蔵野の森総合スポーツプラザ）

京王線飛田給駅からのラストマイルについては、歩道
上の街路樹により緑陰が形成されている。沿道には中低
層の住宅地等が分布している。
京王線西調布駅からのラストマイルについては、歩道
上の街路樹により緑陰が形成されている。駅付近の沿道
には商業系の建物、集合住宅が分布しており、国道 20 号
を越えると低層の住宅が広く分布している。

図 9.1.4-1(7)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）「緑と水の基
本計画 2022（第 1 次改訂）」
（平成 28 年 3 月 三鷹市）
、「府中市緑の基本計画 2009」（平成 21 年 8 月 府中市）
、「平成 27 年度調
布市緑化基本調査報告書」
（平成 28 年 4 月 調布市）をもとに作成。
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図 7.2-2(8) 観客輸送ルート（有明アリーナ）

東京メトロ有楽町線豊洲駅、東京臨海新
交通臨海線（ゆりかもめ）新豊洲駅、有明
テニスの森駅及び東京臨海高速鉄道（りん
かい線）東雲駅からのラストマイルについ
ては、歩道上の街路樹により緑陰が形成さ
れている。沿道には超高層マンション、物
流施設等が分布している。

図 9.1.4-1(8)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」（平成 30 年 1 月 江東区）をもとに作成。
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東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）有
明駅、有明テニスの森駅、東京臨海高速鉄
図 7.2-2(9) 観客輸送ルート（有明体操競技場、有明アーバンスポーツパーク、有明テニスの

道（りんかい線）国際展示場駅からのラス
トマイルについては、歩道上の街路樹によ
り緑陰が形成されている。沿道には物流施
設等が分布している。

森）

図 9.1.4-1(9)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」（平成 30 年 1 月 江東区）をもとに作成。
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東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）台場駅・
お台場海浜公園駅、東京臨海高速鉄道（りんか
図 7.2-2(10) 観客輸送ルート（お台場海浜公園、潮風公園、青海アーバンスポーツパーク）
い線）東京テレポート駅からのラストマイルに
ついては、歩道上の街路樹により緑陰が形成さ
れている。また、お台場海浜公園、潮風公園内
には樹木が植栽されている。

図 9.1.4-1(10)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」（平成 29 年 3 月 港区）をもとに作成。
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図 7.2-2(11)

東京モノレール大井競馬場前駅からのラストマ
イルについては、歩道上の街路樹による緑陰が
観客輸送ルート（大井ホッケー競技場）
形成されている。また、競技会場が位置する大
井ふ頭中央海浜公園内にはなぎさの森、スポー
ツの森といった緑地が広がっており、それらの
樹木による緑陰が形成されている。

図 9.1.4-1(11)

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（平成 30 年４月 組織委員会）
「大田区みどりの実態調査」
（平成 21 年度 大田区）をもとに作成。
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図 7.2-2(12) 観客輸送ルート（カヌー・スラロームセンター）

JR 京葉線葛西臨海公園駅からのラストマイルは、
葛西臨海公園内に植栽されている樹木により緑陰
が形成されている。

図 9.1.4-1(12)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）」
（平成 30 年４月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(13) 観客輸送ルート（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、
東京辰巳国際水泳場）

25

東京メトロ有楽町線辰巳駅からのラストマイル、東京メトロ有楽町線・東京
臨海高速鉄道（りんかい線）
・JR 京葉線新木場駅からのラストマイル、JR 京葉
線潮見駅からのラストマイルについては、歩道上の街路樹により緑陰が形成さ
れている。また、近接する辰巳の森緑道公園等には樹木が植栽されている。
また、夢の島公園、隣接する夢の島緑道公園には樹木が植栽されている。

図 9.1.4-1(13)

出典：
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）」
（平成 30 年４月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(14) 観客輸送ルート（札幌ドーム）

札幌市営地下鉄東豊線福住駅からのラストマイル
については、街路樹はほとんどない。

図 9.1.4-1(14)

出典：
「第 4 回

北海道輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(17) 観客輸送ルート（茨城カシマスタジアム）

JR 鹿島線鹿島サッカースタジアム駅からのラストマ
イルは、専用通路となっており屋根が常設されている。

図 9.1.4-1(15)

出典：
「第 3 回

茨城県輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(18) 観客輸送ルート（さいたまスーパーアリーナ）

JR 京浜東北線さいたま新都心駅、JR 埼京線北与野駅から
のラストマイルは、人工地盤でつながっており、人工地盤
上にはケヤキ広場等が整備されている。

図 9.1.4-1(16)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(19) 観客輸送ルート（霞ヶ関カンツリー倶楽部）

22

JR 川越線笠幡駅からのラストマイルについては、街路樹
はほとんどない。霞ヶ関カンツリー倶楽部内には緑陰を
形成する樹林帯が形成されている。

図 9.1.4-1(17)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(20) 観客輸送ルート（埼玉スタジアム 2002）

埼玉高速鉄道浦和美園駅からのラストマイル
については、街路樹はほとんどない。

図 9.1.4-1(18)
観客輸送ルート
（埼玉スタジアム 2002）
出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(22) 観客輸送ルート（幕張メッセ A・B・C ホール）

JR 京葉線海浜幕張駅からのラストマイルには、歩道上
の街路樹による緑陰が形成されている。沿道には中高層
の事務所ビル等が分布している。

図 9.1.4-1(19)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成。
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図 7.2-2(24) 観客輸送ルート（横浜スタジアム）

JR 根岸線・横浜市営地下鉄ブルーライン関内駅、JR 根岸線石川
町駅、横浜高速鉄道みなとみらい線日本大通り駅からのラスト
マイルについては、歩道上の街路樹による緑陰が形成されてい
る。また、横浜スタジアムは横浜公園内に位置しており、公園
内の樹木による緑陰が形成されている。

図 9.1.4-1(20)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成。
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JR 横浜線小机駅からのラストマイルには街路樹はほとんどない。

図 7.2-2(25) 観客輸送ルート（横浜国際総合競技場）

JR 東海道新幹線、JR 横浜線、横浜市営地下鉄ブルーラインの新横
浜駅からのラストマイルには、歩道上の街路樹による緑陰、沿道
の建築物による影が形成されている。また、ラストマイルに接す
る新横浜駅前公園には多くの樹木が整備されている。

図 9.1.4-1(21)

出典：
「第 6 回

輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成。
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）

小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅、江ノ島電鉄線江ノ島駅、
湘南モノレール湘南江の島駅からのラストマイルには、
緑陰を形成する街路樹は少ない。江の島島内のラストマ
イルには、歩道上の街路樹により緑陰が形成されている。

図 9.1.4-1(22)

出典：
「第 4 回

神奈川県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）をもとに作成。
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イ．施設の状況
東京 2020 大会に向けた暑さ対策の一つとして、2020 年までにマラソンコース等の競技コ
ースや競技会場周辺の観客の主な動線となる都道において、遮熱性舗装 2や保水性舗装 3を累
計約 136 ㎞整備する計画である。（写真 4.1.4-1 参照）
対象区は、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、豊島区、江東区、
文京区、台東区及び荒川区の 12 区であり、平成 30 年度末時点で遮熱性舗装が約 109km、保
水性舗装が約 20km 施工されている。
なお、新設恒久会場の施設整備においては、緑化基準に適合した緑化がなされ、一定の緑
陰を形成している（
「9.1.2 生物・生態系、緑」表 9.1.2-9 及び 10 参照）
。

出典：「道路の暑さ対策について（舗装の取組み）
」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/road/kanri/hosou/dourokanri0034.html

写真 4.1.4-1 遮熱性舗装の温度抑制効果（赤外線写真による）

2 遮熱性舗装：路面温度を上昇させる原因である赤外線を反射する遮熱材を路面の表面に塗布した舗装。舗装への蓄
熱を防ぎ、路面温度の上昇を最大で８℃程度抑制する。
3 保水性舗装：間隙の多い舗装に、水を吸い込み保持する保水材を詰めた舗装。保水材にしみ込んだ雨水が蒸発する
ときの気化熱によって、路面温度の上昇を最大で10℃程度抑制する。
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ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る基準
(ｱ) 暑さ指数（WBGT：湿球黒球温度）
暑さ指数（WBGT）は、熱中症を予防することを目的として、人間の熱バランスに影響の
大きい「気温」
「湿度」「輻射熱」の３つを取り入れた温度の指標である。
環境省では、熱中症の危険度を判定する数値として「環境省熱中症予防情報サイト」
（環
境省ホームページ）において暑さ指数（WBGT）の当日の実測値、翌日及び翌々日の予測値
を公表しており、図 9.1.4-2 に示すとおり暑さ指数（WBGT）が 28℃を超えると熱中症患者
が著しく増加するとしている。
暑さ指数（WBGT）は、湿球温度（Tw）、黒球温度（Tg)、乾球温度（Ta)の測定値から、
次式で算出される。
WBGT(℃)＝0.7×Tw＋0.2×Tg＋0.1×Ta

また、次式 4を用いて推定値を算出することもできる。
WBGT＝0.727×Ta＋0.0371×RH＋0.00295×Ta×RH＋4.933×SR－1.853×SR2－0.0511×WS－3.877
ここで、Ta：乾球温度（℃）
RH：相対湿度(%)
SR：全天日射量（kW/m2)
WS：平均風速(m/s)

出典：「環境省熱中症予防情報サイト」（2019 年８月１日参照
http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php

環境省ホームページ）

図 9.1.4-2 WBGT と熱中症疾患者発生率
また、暑さ指数（WBGT）は労働環境や運動環境の指針として有効であるとされ、日本生
気象学会では、表 9.1.4-2 に示すとおり「日常生活に関する指針」を公表しているほか、
日本スポーツ協会では表 9.1.4-3 に示す「熱中症予防運動指針」を公表している。

4 小野雅司ら(2014)：通常観測気象要素を用いた WBGT（湿球黒球温度）の推定．日生気誌，50(4)，147-157．2014

- 231 -

9.1 全体計画 9.1.4 歩行者空間の快適性

表 9.1.4-2 WBGT と熱中症予防のための指針（日常生活に関する指針）
WBGT
危険
31℃以上
厳重警戒
28～31℃*
警戒
25～28℃*
注意
25℃未満

注意すべき生活活動の目安
全ての生活活動でおこる危
険性

注意事項
高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外
出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。

中等度以上の生活活動でお
こる危険性
強い生活活動でおこる危険
性

運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れ
る。
一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する
危険性がある。

注）28～31℃及び 25～28℃については、それぞれ 28℃以上 31℃未満、25℃以上 28℃未満を示している。
出典：「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3」
（平成 25 年 日本生気象学会）

表 9.1.4-3 熱中症予防運動指針

出典：「スポーツ活動中の熱中症予防のための運動指針第 5 版」
（令和元年 5 月

（公財）日本スポーツ協会）

(ｲ) 不快指数（DI）
不快指数（DI）は、夏の蒸し暑さを定量的に示す指数であり、次式で算出される。
DI＝0.81Ta+0.01RH(0.99Ta-14.3）+46.3
ここで、Ta：乾球温度（℃）
RH：相対湿度(%)

一般的に、不快指数（DI）が 75 を超えると人口の一割が不快になり、80 を超えると全
員が不快になると言われている。
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エ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
競技会場がある都市の、2016 年～2018 年(平成 28 年～30 年)の各年夏季（７月～９月）に
おける日最高気温出現時の暑さ指数（WBGT）の状況は、表 9.1.4-4(1)及び(2)に、推移は、
図 9.1.4-3(1)～(10)に示すとおりである。なお、表 9.1.4-4(1)及び(2)においては、主に競
技が開催される午前 7 時台～午後 11 時台までを集計対象とした。
７月上旬から 9 月下旬にかけて、日本生気象学会の「日常生活に関する指針」において「厳
重警戒」とされる 28℃を上回る時間帯は 0.5～35％程度である。首都圏の都市は出現頻度が
高く、北日本では出現頻度が低い傾向である。
表 9.1.4-4(1) 夏季期間中（７～９月）の暑さ指数（WBGT）(1)
区分
危険（31℃～）
東
京

39

2.5%

53

3.4%

厳重警戒（28～31℃）

621

39.7%

619

39.6%

363

23.2%

警戒（25～28℃）

653

41.8%

523

33.4%

574

36.7%

注意（～25℃）

267

17.1%

383

24.5%

574

36.7%

－

1,564

－

1,564

－

0

0.0%

5

0.3%

32

2.0%

227

14.5%

255

16.3%

354

22.6%

警戒（25～28℃）

593

37.9%

481

30.8%

611

39.1%

注意（～25℃）

744

47.6%

823

52.6%

567

36.3%

危険（31℃～）

1,564

－

1,564

－

1,564

－

31

2.0%

65

4.2%

150

9.6%

厳重警戒（28～31℃）

278

17.8%

264

16.9%

373

23.8%

警戒（25～28℃）

553

35.4%

493

31.5%

480

30.7%

702

44.9%

742

47.4%

561

35.9%

注意（～25℃）
合計
危険（31℃～）

1,564

－

1,564

－

1,564

－

1

0.1%

7

0.4%

32

2.0%

厳重警戒（28～31℃）

117

7.5%

247

15.8%

325

20.8%

警戒（25～28℃）

390

24.9%

500

32.0%

609

38.9%

1,056

67.5%

810

51.8%

598

38.2%

1,564

－

注意（～25℃）
合計
危険（31℃～）

静
岡

1,564

厳重警戒（28～31℃）

合計

神
奈
川

2018 年 7～9 月
時間数
割合

1.5%

危険（31℃～）

埼
玉

2017 年 7～9 月
時間数
割合

23

合計

千
葉

2016 年 7～9 月
時間数
割合

1,564

－

1,564

－

5

0.3%

14

0.9%

23

1.5%

厳重警戒（28～31℃）

255

16.3%

292

18.7%

369

23.6%

警戒（25～28℃）

572

36.6%

593

37.9%

636

40.7%

注意（～25℃）

732

46.8%

665

42.5%

536

34.3%

合計

1,564

－

1,564

－

1,564

注) 暑さ指数は、気象台等における気温、湿度、風速及び全天日射量を基に算出した。
出現頻度は 2016 年から 2018 年の７～９月の 7:00～24：00 のデータをもとに整理した。
各地域での気象データについては、図 9.1.4-3(1)～(10)参照。
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表 9.1.4-4(2) 夏季期間中（７～９月）の暑さ指数（WBGT）(2)
区分

山
梨

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

厳重警戒（28～31℃）

0

0.0%

2

0.1%

5

0.3%

63

4.0%

124

7.9%

197

12.6%

1,501

96.0%

1,438

91.9%

1,362

87.1%

1,564

－

1,564

－

1,564

－

警戒（25～28℃）

危険（31℃～）

1

0.1%

2

0.1%

22

1.4%

厳重警戒（28～31℃）

107

6.8%

131

8.4%

226

14.5%

警戒（25～28℃）

419

26.8%

361

23.1%

396

25.3%

1,037

66.3%

1,070

68.4%

920

58.8%

1,564

－

1,564

－

注意（～25℃）
合計

－

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

厳重警戒（28～31℃）

8

0.5%

5

0.3%

17

1.1%

135

8.6%

64

4.1%

77

4.9%

1,421

90.9%

1,495

95.6%

1,470

94.0%

1,564

－

1,564

－

1,564

－

警戒（25～28℃）
合計
危険（31℃～）

11

0.7%

0

0.0%

3

0.2%

厳重警戒（28～31℃）

63

4.0%

55

3.5%

153

9.8%

309

19.8%

269

17.2%

373

23.8%

1,181

75.5%

1,240

79.3%

1,035

66.2%

1,564

－

1,564

－

1,564

－

警戒（25～28℃）
注意（～25℃）
合計
危険（31℃～）

茨
城

1,564

危険（31℃～）

注意（～25℃）

宮
城

2018 年 7～9 月
時間数
割合

0

合計

札
幌

2017 年 7～9 月
時間数
割合

危険（31℃～）

注意（～25℃）

福
島

2016 年 7～9 月
時間数
割合

2

0.1%

5

0.3%

36

2.3%

厳重警戒（28～31℃）

192

12.3%

215

13.7%

357

22.8%

警戒（25～28℃）

469

30.0%

451

28.8%

492

31.5%

注意（～25℃）

901

57.6%

893

57.1%

679

43.4%

合計

1,564

－

1,564

－

1,564

注) 暑さ指数は、気象台等における気温、湿度、風速及び全天日射量を基に算出した。
出現頻度は 2016 年から 2018 年の７～９月の 7:00～24：00 のデータをもとに整理した。
各地域での気象データについては、図 9.1.4-3(1)～(10)参照。
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注) 暑さ指数は、東京管区気象台における気温、湿度、風速及び全天日射量を基に算出した。

WBGTが最大となった日

□日変化（2017 年８月９日）※2016年、2017年、2018年の各年7～9月における
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図 9.1.4-3(1) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（東京）
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9/15

注意

警戒

厳重警戒

危険

7/8

図 9.1.4-3(2) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（千葉）

□2018 年７～９月の推移

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

7/1

□2017 年７～９月の推移

16.0

7/8

16.0

7/1

18.0

18.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

20.0

注意

警戒

厳重警戒

危険

36.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

□2016 年７～９月の推移

暑さ指数（WBGT、℃）

暑さ指数（WBGT、℃）

暑さ指数（WBGT、℃）

暑さ指数（WBGT、℃）

36.0

9.1 全体計画 9.1.4 歩行者空間の快適性

暑さ指数（WBGT、℃）

暑さ指数（WBGT、℃）

7/1

7/8

7/16

7/24

7/31

- 237 -

7/1

7/8

7/16

7/24

7/31

8/8

8/8

8/16

8/16

8/23

8/23

8/31

8/31

9/8

9/8

9/15

9/23

9/23

注意

警戒

厳重警戒

危険

7/1

7/8

7/16

7/24

7/31

8/8

7時

8時

9時

8/23

8/31

9/8

9/15

9/23

10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時

8/16

WBGTが最大となった日

□日変化（2018 年７月 17 日）※2016年、2017年、2018年の各年7～9月における

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

□2017 年７～９月の推移

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

注意

警戒

厳重警戒

危険

注意

警戒

厳重警戒

危険

注) 暑さ指数は、アメダスさいたまにおける気温、風速及び東京管区気象台における湿度、全天日射量を基に算出した。
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図 9.1.4-3(3) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（埼玉）
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注) 暑さ指数は、横浜地方気象台における気温、湿度、風速及び東京管区気象台における全天日射量を基に算出した。

図 9.1.4-3(4) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（神奈川）
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図 9.1.4-3(5) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（静岡）
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注) 暑さ指数は、アメダス山中における気温、風速、河口湖特別地域気象観測所における湿度及び甲府地方気象台における全天日射量を基に算出した。

図 9.1.4-3(6) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（山梨）
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図 9.1.4-3(7) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（福島）
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図 9.1.4-3(8) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（札幌）
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WBGTが最大となった日

□日変化（2016 年８月９日） ※2016年、2017年、2018年の各年7～9月における
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図 9.1.4-3(9) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（宮城）
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図 9.1.4-3(10) 夏季期間（７～９月）中の暑さ指数（WBGT）の推移及び日変化（茨城）
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オ．東京 2020 大会に向けた取組
(ｱ) 東京都における取組
東京都における暑さ対策に係る主な取組は、以下に示すとおりである。
○競技場外における観客等への暑さ対策
・東京の厳しい暑さから都民や観客、観光客などの健康と安全を守るため、ラストマ
イルやマラソンコース周辺などの競技場外における暑さ対策を実施
・2019 年は、夏に行われるテストイベント（ビーチバレー、ボート、トライアスロン、
ホッケー、マラソン）において、うちわや紙製帽子などの配布によるソフト対策、
仮設のテントやミストなどの設置によるハード対策を試行し検証
・テストイベントの結果を踏まえ、具体的な対策の内容等について検討し、東京 2020
大会において、観客等に向けた暑さ対策を実施
○マラソン沿道等の暑さ対策
・競技コースを含む都道へ遮熱性舗装等の整備
・区市道の遮熱性舗装等の整備に対する補助の実施
・街路樹の計画的な剪定による樹形の拡大・木陰の確保
・テストイベントで、ソフト対策・ハード対策を試行
○医療機関における外国人受入体制の整備
・外国人患者対応支援研修や JMIP5の認証に係る補助、外国人患者受入体制整備に係
る補助の実施
・医療機関向け救急通訳サービスの拡充、医療機関情報等の多言語対応の充実
・観光・宿泊施設等関係機関との連携強化による外国人への医療提供に係る取組の促
進
・都立・公社病院での JMIP の認証取得の推進
○路面温度上昇抑制機能を有する舗装の整備
・都道において遮熱性舗装等を累計約 136km 整備（マラソンや競歩などの競技コース、
競技会場周辺の道路等）
○街路樹の樹形拡大による夏の暑さ対策
・マラソンコースとなる路線や主要競技会場までのアクセスルートとなる路線につい
て、より多くの木陰を確保するため、街路樹の樹形を拡大する計画的な剪定を実施
○暑さ対策設備の導入促進等
・クールスポット創出支援事業
・東京 2020 大会に向けた暑さ対策推進事業
・臨海部における暑さ対策の推進
・打ち水の機運醸成

5 JMIP：外国人患者受入れ医療機関認証制度
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(ｲ) 組織委員会における取組
組織委員会では、各競技の暑さ対策について、全競技のスポーツマネージャーを通じて
国際競技団体（IF）へのヒアリングと協議検討を進行中である。対策の整備としては、
・会場施設（日射遮蔽テント／大型冷風機）
・予防（WBGT 測定／周知／活用）
・救護（早期発見／対処／地域医療連携）
・情報提供（会場内告知／WEB／モバイル）
を検討しており、訪日外国人にも分かりやすい情報発信についても検討している。今後対
応が必要な事項としては、
・外国人に向けた情報発信の強化
・障害者への対策強化
・各種対策の試行の強化
を検討することとしている。
(ｳ) その他省庁における取組
その他の省庁における主な取組は以下のとおりである。
・成田空港と都内を結ぶリムジンバス車内で、訪日外国人向けの熱中症に関する動画を
放映。
（環境省）
・在外公館より環境省作成リーフレットのリンク掲載を通じ，熱中症関連情報を発信。
発信公館数は、HP 掲載公館数：104（内訳：北米 12、欧州 20、大洋州６、アフリカ
16、中東 10、中南米 22、アジア 16、政府代表部２）、SNS 掲載公館数：31（内訳：北
米１、欧州６、大洋州３、アフリカ１、中東５、中南米９、アジア５、政府代表部１）
（外務省）
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カ．法令等の基準等
歩行者が感じる快適性に関する法令等については、表 9.1.4-5 に示すとおりである。
表 9.1.4-5 歩行者が感じる快適性に関する法令等
法令・条例等
都市緑地法
（昭和 48 年法律第 72 号）

責務等
（目的）
第一条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を
定めることにより、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）その他の都市に
おける自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を
図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
（国及び地方公共団体の任務等）
第二条 国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に
欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全
と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。
２ 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保さ
れるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を
達成するために行なう措置に協力しなければならない。
３ 都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、
国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなけ
ればならない。

キ．東京都等の計画等の状況
歩行者の快適性に関する計画等については、表 9.1.4-6(1)及び(2)に示すとおりである。
表 9.1.4-6(1) 歩行者の快適性に関する計画等(1/2)
関係計画等
目標・施策等
都民ファーストでつくる「新 ○快適な都市環境の創出
遮熱性舗装等の整備や緑陰の確保、クールスポットの創出、東京 2020 オリンピ
しい東京」～2020 年に向けた
ック・パラリンピック競技大会会場周辺の人が集まるエリアでの暑さ対策等を推
実行プラン～
進し、都市の熱環境を改善するとともに、多様な主体による暑さ対策の取組を社
(平成 28 年 12 月 東京都)
会に定着させる。
No.
１
２

政策目標
競技会場周辺等における暑熱対応設備の整備
によるクールエリアの創出
都道での遮熱性舗装・保水性舗装の整備

目標年次
2019 年度
2020 年

目標値
６エリア
程度
約 136km
(累計)

・真夏でも快適に街歩きができるエリアの形成

東京 2020 大会に向け、競技会場周辺などにおいて面的に暑熱対応設備を
導入し、クールエリアを創出する。

ドライ型(微細)ミストや日よけ、壁面緑化の設置など、クールスポットを
創出する区市町村や事業者を積極的に支援する。

夏の強い日差しを遮る木陰を確保するため、樹形を大きく仕立てる計画的
な剪定など、都道の街路樹や公園の樹木の適切な維持・管理を実施する。
・緑の創出・保全

東京でまとまった緑を創出するため、公園や緑地の整備とともに、都有施
設等での屋上緑化・敷地内緑化や、都市開発諸制度を活用した公開空地の
整備などにより、都市のあらゆる空間に良質な緑を創出する。

水と緑のネットワークを更に充実させるため、臨海地域や河川等の水辺空
間の緑化を推進する。

都内に残る貴重な緑である丘陵地や崖線の緑、樹林地、都市農地等を保全
し、ヒートアイランド現象の緩和を図る。
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表 9.1.4-6(2) 歩行者の快適性に関する計画等(2/2)
関係計画等
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～
(平成 28 年 12 月 東京都)
(つづき)

目標・施策等
・路面温度上昇及び人工排熱の抑制

都道において、センター・コア・エリアを中心に遮熱性舗装等を毎年約 10km
整備する。あわせて、競技会場周辺・競技コース等に遮熱性舗装・保水性
舗装を実施する区市に対して補助を行い、整備を促進する。

排熱の少ない燃料電池自動車・電気自動車の普及を促進するとともに、建
物などからの人工排熱の削減に資する、都市のスマートエネルギー化を推
進する。

身近で環境にやさしい交通手段である自転車の利用を更に促進する。
・暑さ対策の社会への定着促進

観光客等が多く集まる注目度が高いエリアにおいて、都が先駆的に暑さ対
策を推進し、区市町村や事業者による暑さ対策を誘導し促進する。

多様な主体との連携など、地域の実状に即した取組を行う区市町村を支援
し、東京全体に暑さ対策の定着を図る。

様々なイベントと連携し、クールスポットの体感や打ち水を実施すること
で、東京 2020 大会に向け、暑さ対策へ積極的に取り組む気運を醸成する。

都民や観光客などへの注意喚起として、熱中症の予防に関する広報を積極
的に実施する。
「３つのシティ」の実現に向 ○快適な都市環境の創出
けた政策の強化（2019 年度）
東京 2020 大会に向けハード・ソフトの両面から暑さ対策を推進し、今後
の都市の暑さ対策のレガシーとして活用。
～2020 年に向けた実行プラン
～
No.
政策目標
目標年次
目標値
(平成 31 年 1 月 東京都)
競技会場周辺等における暑熱対応設備の整備
８エリア
2019 年度
１
によるクールエリアの創出
程度
シンボルプロムナード公園における暑熱対応
2019 年度
２
完了
設備の設置
・暑さ対策の推進

暑さ対策を集中的・効率的に進めるため「暑さ対策緊急対応センター」を
設置。

東京 2020 大会に向け、2019 年夏のテストイベントにおいて、暑さを軽減
するグッズの配布や仮設設備の設置などの暑さ対策を試行。試行結果を踏
まえ、東京 2020 大会における暑さ対策を推進。

熱中症対策や災害時の避難施設として活用するため、特別教室や体育施設
等への空調設備の設置により、学校の暑さ対策・防災対策を推進。

クールスポット及びクールエリアの整備規模を拡充。

臨海副都心の骨格を形成する海上公園であるシンボルプロムナード公園
に暑熱対応設備を設置。
東京都ヒートアイランド対策 ・東京都では、公共施設を中心とした率先事業や各種制度の実施により、保水性舗装・
ガイドライン
屋上緑化・校庭芝生化等の各種対策を推進してきたが、ヒートアイランド対策は幅
(平成 17 年７月 東京都)
広い主体により取り組む課題であり、民間建築物における対策の推進も重要である
ことから、民間事業者や都民が、建物の新築や改修時に、地域の熱環境に応じたヒ
ートアイランド対策に取り組んでもらえるよう、熱環境マップ、東京モデル（地域
特性別対策メニュー）
、及び建物用途別の対策メニューを取りまとめたものである。
・建築主・設計者においては、建物の新築・改修時に本ガイドラインを活用して、地
域の熱環境を把握した上で、地域に適した対策技術を選択し、設計内容にヒートア
イランド対策を取り込み、広範なヒートアイランド対策が着実に進むことを期待し
ている。
東京が新たに進めるみどりの ・東京都が目指すみどりの目標として、緑の総量を減らさないことを掲げ、4 つの方
取組（令和元年 5 月 東京都） 針と主要施策を示している。
・方針１「拠点・骨格となるみどりを形成する」において「みどりの軸の形成」の施
策の 1 つとして、東京 2020 大会に向け、マラソンコース沿いの街路樹の樹冠拡大、
大会後はレガシーとして、良好な樹形を維持した快適な歩行空間の整備を推進す
る。
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(2) 予測
1)

予測事項
予測事項は、緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性への配慮の程度とした。

2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、大会開催期間中とした。

3)

予測地域
予測地域は、全競技会場等及びそのラストマイルの範囲とした。

4)

予測手法
予測手法は、競技時間帯などから推定する方法によった。
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5)

予測結果
競技会場が位置する都市における暑さ指数（WBGT）の状況は、表 9.1.4-4(1)及び(2)、図

9.1.4-3(1)～(10)に示したとおりであり、
「厳重警戒」とされる 28℃を上回る時間帯頻度が多
い都市は、東京都（2016～2018 年の平均で 30％程度）である。次いで、埼玉県（同 18％程度）
、
静岡県（同 15％程度）
、千葉県（同 14％程度）となっている。特に競技会場が集中している東
京都における頻度が多い。
屋外の敷地内で行われる競技の開催時間帯は、表 9.1.4-7 に示すとおりである。オリンピッ
ク及びパラリンピック競技は昼間の時間帯に行われるものもあり、観客の移動に伴う、熱中症
のリスクが生じるものと考えるが、競技会場等施設やラストマイルの一部では、日差しを遮断
する街路樹等が形成する緑陰による効果が期待できる。
また、競技会場におけるテントや大型冷風機設置、医務室、救急車、ファーストレスポンダ
ー 6の適正な配置等により、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京
都と組織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテスト
イベントにおいて、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによってより効果的な
大会本番の暑さ対策について取りまとめる。
これらのことから、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携して取
組を行うことにより、歩行者及びアスリートの感じる快適性の程度は極力確保できるものと考
える。
表 9.1.4-7 屋外の敷地内競技の競技時間帯
区分

ッ

オ
リ
ン
ピ

ク

ッ

パ
ラ
リ
ン
ピ

ク

競技名称

競技会場

6

7

8

競技時間帯
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

アーチェリー
夢の島公園アーチェリー場
陸上競技(トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム
福島あづま球場
野球
横浜スタジアム
福島あづま球場
ソフトボール
横浜スタジアム
カヌー（スラローム）
カヌー・スラロームセンター
カヌー（スプリント）
海の森水上競技場
自転車競技(BMXフリースタイル)
有明アーバンスポーツパーク
自転車競技(BMXレーシング)
有明アーバンスポーツパーク
自転車競技(マウンテンバイク）
伊豆MTBコース
馬術
馬事公苑
海の森クロスカントリーコース
馬術（総合馬術の一部）
サッカー
オリンピックスタジアム他
ゴルフ
霞ヶ関カンツリー倶楽部
大井ホッケー競技場
ホッケー
近代五種
東京スタジアム
ボート
海の森水上競技場
東京スタジアム
ラグビー
射撃（クレー）
陸上自衛隊朝霞訓練場
有明アーバンスポーツパーク
スケートボード
青海アーバンスポーツパーク
スポーツクライミング
テニス
有明テニスの森
ビーチバレーボール
潮風公園
夢の島公園アーチェリー場
アーチェリー
陸上競技(トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム
カヌー
海の森水上競技場
馬事公苑
馬術
５人制サッカー
青海アーバンスポーツパーク
ボート
海の森水上競技場
車いすテニス
有明テニスの森

注) 網掛けは、競技時間帯を示す。競技時間は、同一競技や種目であっても、競技会場や開催日によって異なる場合があるため、おお
むねの時間帯を示している。
出典：
「東京 2020 大会スケジュール」（2019 年８月 13 日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

6 ファーストレスポンダー：負傷者・急病人などを救急隊に引き継ぐ前の最初の対応者のこと。必ずしも医療専門家
に限定されない。
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(3) ミティゲーション
1)

施設面（ハード対策）
・競技会場では、テント等の設置による日射の遮へいと大型冷風機設置による冷却を組み
合わせた対策を検討する。
・各会場へのアスリート専用休憩スペースの設置や飲料水、アイシング用氷の提供など、
競技特性やIF基準を踏まえた最適な暑さ対策の取組を検討する。
・会場、施設面では、冷房・壁付き休憩エリアの設置に加え、一部の会場では、屋外配置
状況に応じた追加の屋根付き休憩スペースの設置を検討する。
・救護運営面では、早期の発見と対処による重症化の防止とともに、医務室、救急車、フ
ァーストレスポンダーの適正な配置を検討する。
・選手村において、飲料水、アイシング用氷や屋外休憩スペースの提供を検討する。
・競技会場の手荷物検査などを待つ観客の列（レーン）を一般的な金属製の柵やベルトパー
テーションで仕切るのではなく、アサガオ等の鉢植えを並べることで仕切る「フラワーレ
ーンプロジェクト」を行う。

2)

運営面（ソフト対策）
・暑さ対策を考慮の上、競技開催時間を設定した。
・東京2020組織委員会では、企業に対してクールシェア 7活動への協力を呼び掛けるととも
に、組織委員会の各種メディアとの連携について検討を進めている。
・東京2020組織委員会内で、暑さ対策グッズ作成／ライセンスに関する合同プロジェクト
を立ち上げ、テストイベント開催に向け、パートナー企業とともに連携したグッズ開発
を検討する。
・会場内での暑さ対策について告知・注意喚起を補完する機能として、東京2020組織委員
会のウェブサイト及びモバイルアプリに「暑さ対策」に関する情報を掲載し、事前に周
知すべき情報や気象に左右されるような変動要素のある情報などの提供を検討する。
・情報提供、注意喚起面では、会場の告知に加えて、国や自治体の情報サイトと連携した
気象情報やクールスポット 8情報の提供を検討する。
・予防運営面で、WBGT（暑さ指数）値の測定器を会場ごとに設置し、観客への注意喚起を
行うとともに、WBGT28℃以上の場合には、水分補給機会の提供等特別の対策を検討する。
・各国、地域の選手が東京2020大会時の気象状況を想定したトレーニングができるよう、
NOC/NPC Visitや選手団団長会議等の機会を通じた気象情報の事前提供を国際競技団体
（IF）に行う。
・予防運営面では、屋外配置や連続屋外勤務時間の上限等に関する基準の設定や屋内勤務
と屋外勤務のローテーションの実施、暑さ対策に考慮した配布物（ユニフォーム等）の
工夫、水分補給等の環境整備を検討する。
・ワークフォース 9に対して、「観客向けの注意喚起や対策の啓発」と「ワークフォース自
身のコンディション管理」に関する事前研修の実施を検討する。
・組織委員会は、観客向け暑さ対策として、訪日外国人にも分かりやすい情報発信の強化

7 クールシェア：パブリック空間（民間も含む）・自然等の涼しい場所で涼むことで、個人によるエアコンの利用を控
える活動。

8 クールスポット：暑熱対策として、日除け・遮熱性テント・微細ミスト・遮熱性舗装等を組み合わせた設備のこと。
9 ワークフォース：東京2020大会に従事する有給スタッフ、ボランティア、請負事業者
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を検討している。訪日前の外国人を対象とした取組としては、リーフレットや学習ツー
ルにより、気象情報、熱中症予防・対処等の情報の提供、在外公館を通じた熱中症予防
啓発の活動促進を検討する。訪日中の外国人を対象とした取組としては、Web、リーフレ
ット、空港、駅、リムジンバス等での情報発信において、施行及び効果検証を検討する。
・東京都では都市オペレーションセンターを設置し、天候等を含む様々な情報提供を行う
他、ラストマイルにおける暑さ対策等への取組を実施する。なお、組織委員会が設置す
るメインオペレーションセンターでは、大会運営に関する情報統括、各競技会場等の権
限を超えた問題の調整・解決の機能を有する。
3)

テストイベントを活用した検証
東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するため、テストイベン

トを活用した検証を行う。テストイベントは、東京2020大会の成功に向けて、主に競技運営
及び大会運営の能力を高めることを目的として行われる。こうした大会本番を想定して行わ
れるテストイベントは、ラストマイル運営や円滑な大会輸送など、大会における東京都の取
組を実地で検証できる重要な場であり、東京都においても、組織委員会と連携し、テストイ
ベントが実施される都内全会場で検証を行う。ビーチバレーボール、ボート及びホッケーに
おけるテストイベントは、表9.1.4-8に示すとおりである。
表9.1.4-8

テストイベントを活用した検証

競技
ビーチバレー
ボール

検証場所
テストイベント日程
潮 風 公 園 及 び 2019年７月24日（水）
その周辺
～28日（日）

ボート

海 の 森 水 上 競 2019年８月７日（水）
技場、東京テレ
～11日（日）
ポート駅周辺

ホッケー

試行検証の主な内容
・暑さ対策
・救護所の設置（協力：東京都医師会）
・シティキャスト応募者による案内等 等
・シャトルバス観客輸送等におけるアクセシビ
リティ対応
・駅やその周辺における観客の安全な誘導方法
・暑さ対策 等
・暑さ対策 等

大 井 ホ ッ ケ ー 2019年８月17日（土）
競技場
～21日（水）
【対策の概要】
競技名
大会名
主催者
ビーチバレーボール
FIVB ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ2019
国際バレーボール連盟
4-star 東京大会
＜ハード対策＞
＜ソフト対策＞
〇 休憩所
〇 扇子
・サーカス型テント（高遮光性遮熱性シート）
〇 涼感マフラータオル
・扇風機、ウォーターサーバー
〇 瞬間冷却保冷剤
〇 大型ミストタワー（極微細ミスト）
競技名
大会名
主催者
ボート
2019 世界ボートジュニア選手権大会
国際ボート連盟
＜ハード対策＞
＜ソフト対策＞
〇 休憩所
〇 紙製帽子
・大型テント（高遮光性遮熱性シート）
〇 瞬間冷却保冷剤
〇 極微細ミスト
〇 散水チューブ
競技名
大会名
主催者
ホッケー
READY STEADY TOKYO – ホッケー
東京2020組織委員会
＜ハード対策＞
＜ソフト対策＞
〇 休憩所
〇 アイスバッグ
〇 仮設型植栽ユニット（ベンチ・ミスト付）
〇 サンバイザー
〇 極微細ミスト
〇 散水チューブ
出典：「テストイベントを活用した都における検証について」（令和元年６月
局、環境局、福祉保健局）をもとに作成
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(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、観客、アスリート、及び大会関係者への暑さへの配慮が事業者の実施可能

な範囲で最大限行われることとした。
2)

評価の結果
競技会場等施設やラストマイルの一部では、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰に

よる効果が期待できる。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組
織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベ
ントにおいて、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによってより効果的な大
会本番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携して取り
組む計画となっていることから、観客、アスリート、及び大会関係者への暑さへの配慮が事
業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.1.5 水利用
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.5-1に示すとおりである。
表 9.1.5-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①水利用の状況
②渇水の状況
③東京都等における節水対策
④東京 2020 大会に向けた取組
⑤東京都等の計画等の状況
⑥法令等の基準等

2)

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い水の効率的利用
への取組・貢献が重要であることから、左記
の事項に係る調査が必要である。

調査地域
調査地域は、全競技会場等の範囲とし、特に競技会場が集中している東京都とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会の開催に当たっては、水の効率的利用への取組・貢献が重要である。
そのため、本評価書案では、開催中の水の効率的利用への取組・貢献を把握するため、特に

競技会場が集中している東京都における「ア．水利用の状況」、
「イ．渇水の状況」を調査する
とともに、
「ウ．東京都における節水対策」、
「エ．東京 2020 大会に向けた取組」等を調査した。
ア．水利用の状況
調査は、以下の資料から水利用の状況を整理した。
・「東京都の統計」（東京都ホームページ）
イ．渇水の状況
調査は、以下の資料から渇水の状況を整理した。
・「事業概要

平成30年版」
（東京都水道局）

ウ．東京都における節水対策
調査は、以下の資料から東京都等における節水対策の状況を整理した。
・「水の有効利用促進要綱」
（平成15年8月

東京都都市整備局）

・「東京都水読本」（東京都水道局）
エ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、以下の資料から個別の競技大会における水の効率的利用の取組を整理した。
・各競技会場の「東京2020大会実施段階環境影響評価書」
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オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」(平成
28年12月

東京都)、
「「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019年度）～2020年に

向けた実行プラン～」
（平成31年１月

東京都）
、「水の有効利用促進要綱」（平成15 年８月

東京都都市整備局）
、
「雨水利用・排水再利用設備計画基準（平成28年版）」
（平成28年３月 国
土交通省）等の計画等の整理によった。
カ．法令等の基準等
調査は、水循環基本法（平成 26 年法律第 16 号）
、雨水の利用の推進に関する法律（平成
26 年法律第 17 号）の法令の整理によった。
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4)

調査結果

ア．水利用の状況
東京の水道は、戦後の復興期から高度経済成長期に入る昭和30年代に、東京の急激な発
展とともに水道需要がひっ迫した。このため、利根川を水源とする拡張事業が開始され、
各浄水場の拡張・新設とともに、送・配水幹線網等が整備された。
東 京 都 に お け る 水 道 事 業 で は 、 区 部 と 多 摩 地 区 26市 町 の 存 す る 区 域 を 合 わ せ た約
1,239km2の区域、1,340万人の都民に給水しているほか、給水区域に含まれていない武蔵野
市、昭島市及び羽村市の多摩地区未統合市に対して暫定分水を行っている。
東京都の保有する水源量は日量630万m3、浄水場の施設能力は日量686万m3、配水管の延長
は2万7,125km、未統合市への分水量を含む総配水量は15億4,171万m3、一日最大配水量は457
万m3となっている 1。
東京都の給水人口及び給水量の推移は、図9.1.5-1に示すとおりである。
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1,200,000

8000000

1,000,000
800,000

6000000

600,000

4000000

400,000

2000000

計画給水人口

出典：「東京都の統計」（2019年８月１日参照

図9.1.5-1
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東京都ホームページ）
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/tn-index.htm

東京都における給水人口及び給水量

イ．渇水の状況
東京都における昭和39年以降の渇水は、表9.1.5-2に示すとおりである。
直近では2017年度（平成29年度）に取水制限 2が行われた。また、1996年度（平成８年度）
に給水制限 3が行われた。

1 数値は平成29年度末現在の値である。ただし、給水区域面積・給水人口は平成29年10月１日現在の値で
ある。
2 取水制限：川から取水する量を減らすこと。
3 給水制限：水不足が深刻化した場合、家庭などに給水する量を減らすこと。給水制限には、給水する圧
力を下げて水の出る量を少なくする「減圧給水」と、給水する時間を制限する「時間給水」
がある。
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表9.1.5-2
年度

制限期間

38
～
39

40
42
46
47

昭
和

取水制限
制限率等
(％)

東京都における昭和39年以降の渇水
制限量
(万m3/日)

54
55
57
59
60

62

2

5

6

7
平
成

8

13
24
25
28
29

制限期間

給水制限等
制限率
(％)
30
25
15
25
35
45
50
30
25
15
―

日数

―

―

―

―

5.1～5.18
6.1～6.5
6.6～6.7
6.8～6.21
6.22～7.7
7.8～7.11
7.16～9.1
6.24～7.4
7.5～7.15
8.2～8.15

相模川

18
41

―

―

―

相模川
－
－
不安定分

2
4
6
10
18
13
2
115
155
120

38.11.5～39.4.17
4.18～6.14
6.15～7.8
7.9～7.20
7.21～8.5
8.6～8.14
8.15～8.24
8.25～9.13
9.14～9.30
39.10.1～40.3.31
―

48

―
6.24～7.4
7.5～7.15

―
10
15

―

―

―

8.16～8.20

10

150
8.20～8.21

5(大口使用制限)

8.21～8.31

20

180

9.1～9.6
6.22～6.28
8.5～8.9

－
不安定分
不安定分

90
120
120

8.22～9.6

10

―

―

8.10～8.27

10

150

8.28～9.21
9.22～10.6
6.22～7.8
7.9～8.18
7.1～8.13
7.16～7.19
7.20～8.10
(S61)1.21～3.4
8.28～9.13
6.11～6.15
6.16～6.21
6.22～7.1

20
10
不安定分
10
10
不安定分
10
相模川
不安定分
不安定分
10
20

180
150
40
150
150
120
150
4
130
130
160
200

7.2～7.29

30

240

7.30～8.18
8.19～8.25
5.20～9.28

20
10
相模川

200
160
10

7.3～7.22

不安定分

125

7.23～8.2

10

160

相模川

48

53

削減目標

22

36

8.3～9.5

20

195

8.7～8.10
6.25～7.6
7.15～7.21
7.22～7.28
7.29～8.15

相模川
相模川
不安定分
10
20

10
10
119
154
188

8.16～8.29

30

223

8.30～9.19
(H8)1.12～3.27
(H8)1.11～2.20
(H8)2.21～4.9
(H8)4.10～4.24
8.13～8.15
8.16～8.19

20
10

不安定分
10

188
37
10
20
10
119
154

8.20～8.22

20

188

8.23～8.30

30

223

20

188
10
20
37
40
30
35
36
2
4

8.31～9.25
6.27～7.4
7.5～7.23
(H9)2.1～3.25
8.10～8.27
9.11～10.3
7.24～9.18
6.16～9.2
7.5～7.20
7.21～8.25

相模川

相模川
10
10
10
10
10
荒川

8.1～8.10

節水呼びかけ

8.11～8.27
8.28～9.21
9.22～10.6
―
7.9～8.18
7.1～8.13
―
7.20～8.5
―
―
―
6.16～6.21

7
10
7
節水呼びかけ
10
5(自主節水)

6.22～7.3

10

7.4～7.29

15

7.30～8.25

12

―
7.3～7.19

―
5(自主節水)

7.20～8.2

5(自主節水強化)

4
12

8.3～8.14
8.15～9.5
―
―
7.18～7.21
7.22～7.28

10
5(自主節水強化)
―
―
節水呼びかけ
5(自主節水)

67

7.29～8.16

10

76

8.17～8.29
8.30～9.19
(H8)2.21～3.27

15
10
5(自主節水)

105

―

―

8.13～8.15

節水呼びかけ

8.16～8.20

5(自主節水)

8.21～8.23

10

8.24～8.30
8.31～9.25

15
10

70

58
44
26
44
17

76

132
65

44

5(自主節水)
―
―
―
5(自主節水)

511

―

22

18

67

41
44
17
―
―

71

65

―

64

36

44

27

―

―

53
18
23
57
79
16
36

(H9)2.1～3.25
8.10～8.27
9.3～10.3
6.18～9.18
6.16～9.2

節水呼びかけ
5(自主節水)
節水呼びかけ
節水呼びかけ
5(自主節水)

53
18
31
93
79

―

―

―

（注1）取水制限期間には、一時的緩和期間を含む。
（注2）取水制限において、荒川・相模川以外は、全て利根川水系における取水制限である。
（注3）取水制限にける利根川と相模川の制限期間には重複している期間があるが、削減日数についてはそれぞれ単独の削減日数を示した。
（注4）取水制限量は、取水制限期間中の最大値を示した。
※ 給水制限等で網掛けを行ったものは実際に水圧の低下等の給水制限が行われたものを示す。
出典：
「事業概要 平成30年版」
（東京都水道局）
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ウ．東京都における節水対策
東京都水道局では、ホームページ等を利用した節水の呼びかけを行うとともに、東京都
は「水の有効利用促進要綱」（平成15年8月

東京都都市整備局）を制定し一定規模の大規

模建築又は開発事業に対して水の有効利用を要請している。さらに、都民が転居等に伴い
新たに水道を使用する時に目を通す「東京水読本」に日々の生活の中の節水・節約の事例
を示すなど、節水を促す対策を行っている。
エ．東京 2020 大会に向けた取組
主な競技会場における水の効率的利用の状況は、表 9.1.5-3 に示すとおりである。
新設恒久施設である新国立競技場（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、有明アリーナ、大井ホッケー競技場、海の森水上競技場及び東京アクアティクスセ
ンターでは雨水利用を行うとしており、新国立競技場（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及び東京アクアティクスセンターでは更に循環利用水（中水）利用
を行うとしている。新設恒久会場の施設整備における水の効率的利用対策は、表 9.1.5-4(1)
及び(2)に示すとおりである。
表 9.1.5-3 新設恒久施設の水の効率的利用の状況
施設名称
新国立競技場（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
有明アリーナ
有明テニスの森
大井ホッケー競技場
海の森水上競技場

雨水
利用

循環利用 再生
水（中水） 水利
用
利用

井
水

節水型
トイレ

節水の機器設置状況
擬音 自動
その他
装置 水栓

○

○

－

○

○

○

○

○
○
○
○
○

○
－
－
－
－

－
－
○
－
－

－
－
－
－
－

○
○
○
○
○

○
○
○
○
－

○
○
○
○
○

－

－

－

－

○

○

○

東京アクアティクスセンター
○
○
－
－
○
○
出典：各競技会場の「東京 2020 大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成

○

カヌー・スラロームセンター
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・ろ過施設を設置
し、入れ替え回
数を減らす

9.1 全体計画 9.1.5 水利用

表 9.1.5-4(1) 新設恒久施設の水の効率的利用の取組内容
施設名称

水の効率的利用の取組内容
水の効率的利用の取組として、雨水及び循環利用水（中水）利用を行う計画としており、施設
内のトイレへの利用の他、灌水や「せせらぎ」に利用し、敷地全体で水の効率的利用を図る計画
としている。また、植栽散水への水源として計画地の「大地の杜」の東側１箇所に井戸を設置し、

新国立競技場

揚水量及び掘削深さの制限内で周辺の水環境に悪影響を与えない範囲で井水を使用する計画と

（オリンピックスタ

している。さらに、節水型トイレ、擬音装置の設置、センサー感知器具の採用、トイレ手洗器の

ジアム）

自動水栓、省エネ型温水便座の設置等について導入を検討している。
雨水・循環利用水（中水）等の用途として、トイレ洗浄水等の中水の全体の約 57％を雨水・循
環利用水（中水）で、芝散水の約 35％を雨水で、屋外地盤水の約 77％を井水で再利用する計画
としている。
水の効率的利用の取組として、雨水・循環水（中水：プール排水）を利用する。また、さらに
節水型トイレの導入、擬音装置の設置、トイレ手洗器の自動水栓や節水コマを設置している。上
水について、本施設は、50m プールを持つ総合スポーツ施設であり、一時に多量の水を使用する

武蔵野の森総合スポ

ことから、「受水槽＋加圧給水ポンプ方式 2」を採用し、地域インフラに負担をかけない計画と

ーツプラザ

している。
雨水は、メインアリーナ屋根から集水し、地下雨水貯留槽（400m3）へ貯留後、砂ろ過等を行い
雑用水としてトイレ洗浄水等に使用する。トイレ洗浄水の利用水量（210m3/日）のうち、50％の
108m3/日を雨水・プール排水でまかなう。
水の効率的利用の取組として、雨水を利用する計画としている。さらに、節水型大便器、トイ
レの擬音装置、節水型小便器、自動水栓等の設置を予定している。

有明アリーナ

雨水は、屋根から集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、スクリーン、沈砂槽で夾雑物を
取り除いたのち、ろ過処理し、トイレ洗浄水、植栽潅水等として再利用する計画としている。雑
用水の使用水量（約 34,700 m3/年）のうち、32％の 11,000 m3/年を雨水でまかなう計画としてい
る。
クラブハウス及びショーコート１の水の効率的利用の取組として、雨水、再生水を利用する計
画としている。さらに、節水型大便器、トイレの擬音装置、節水型小便器、自動水栓等の設置を
予定している。

有明テニスの森

雨水は、屋根から集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、ろ過装置で夾雑物を取り除き、
雑用水として使用する計画としており、雨水が切れた場合等は、有明水再生センターから新たに
引き込む再生水を雑用水として使用する計画としている。雑用水の利用水量（約 12,000 m3/年）
のうち、100％を雨水・再生水でまかなう計画としている。

出典：各競技会場の「東京 2020 大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
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表 9.1.5-4(2) 新設恒久施設の水の効率的利用の取組内容
施設名称

水の効率的利用の取組内容
水の効率的利用の取組として、新たに整備する第一球技場のメインスタンドの屋根に降る雨水
を利用する計画としている第一球技場及び第二球技場に、節水型大便器、擬音装置、節水型小便
器、観客用トイレに、センサー式の手洗い用水栓を設置する。

大井ホッケー競技場

雨水は、観客席屋根への雨水を集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、砂ろ過を施し、雑
用水としてトイレ洗浄水に使用する計画としている。第一球技場の雑用水の利用水量（約 3,715
m3/年）のうち、約 50％の 1,843 m3/年を雨水でまかなう計画としている。なお、第一・第二球技
場全体でみると、雑用水の利用水量（約 9,985 m3/年）のうち、約 18％を雨水でまかなう計画と
なっている。
水の効率的利用の取組として、雨水を利用する計画としている。さらに、節水型トイレ、手洗
いセンサー等の設置を予定している。

海の森水上競技場

雨水は、グランドスタンド棟の屋根から集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、滅菌処理
を行い、雑用水としてトイレ洗浄水に使用する計画としている。計画地（グランドスタンド棟、
艇庫棟、フィニッシュタワー）にて使用する年間水使用量（約 14,690 m3/年）の 14％を雨水でま
かない、グランドスタンド棟のトイレ洗浄水に利用する計画としている。
カヌー・スラロームセンターでは、施設の特性上、利用者が水を被る、落水する等が想定され
るため、コース利用水については一定の水質を保つ必要がある。例えば、上水を使用せず下水処

カヌー・スラロームセ
ンター

理水を使用するには、「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」に適合させる新たなろ過設
備等が必要となるが、計画地は、緑地の確保や動線等のスペースを考慮した場合、これらの設備
に必要な用地の確保が困難であること等により、本計画では上水を利用することとしている。上
水の利用に当たっては、競技コース本体にろ過施設を設置することでコースの貯留水の入れ替え
頻度を抑え、使用量の節約を図る計画としている。
水の効率的利用の取組として、雨水・循環利用水（中水）を利用する計画としている。さらに、
節水型大便器、トイレの擬音装置、節水型小便器、自動水栓等の設置を予定している。

東京アクアティクス
センター

雨水は、屋根から集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、別途ろ過装置からの排水ととも
に、消毒処理・殺菌処理を行い、雑用水としてトイレ洗浄水や外構散水に使用する計画としてい
る。雑用水の利用水量（約 13,890 m3/年）の 100％を雨水・循環利用水（中水）でまかなう計画
としている。

出典：各競技会場の「東京 2020 大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
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オ．東京都等の計画等の状況
水利用に関する東京都等の計画等については、表9.1.5-5(1)及び(2)に示すとおりである。
東京都では、
「水の有効利用促進要綱」により、一定規模の大規模建築又は開発事業に対し
て、便所洗浄水や修景用水、散水などの雑用水に、雨水、循環利用水（中水）及び再生水の
利用を要請している。また、国土交通省は、
「水循環基本法」
（平成26年法律第16号）に基づ
き雨水の利用の推進に関する基本方針を定めているほか、官庁施設に排水再利用システム又
は雨水利用システムを設置する場合の計画基準を設けている。
表 9.1.5-5(1) 水の効率的利用への取組に関する東京都等の計画、目標等
関係計画等
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～
(平成 28 年 12 月
東京都)
「３つのシティ」
の実現に向けた
政策の強化（2019
年度）～2020 年
に向けた実行プ
ラン～
（平成 31 年１月
東京都）

水の有効利用促
進要綱
（平成 15 年８月
東京都）

目標・施策等
○快適な都市環境の創出
東京の健全な水循環、水辺の水質の回復に向けて、雨水や下水再生水の利用促進、河川や運
河の水質の維持・改善を図り、快適な水環境の創出に取り組んでいく。
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

政策目標
八ッ場ダムの建設
雨天時の下水を処理する高速ろ過施設の
整備
降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施
設の増強
下水の高度処理施設等の整備
外濠の水質改善
河川や運河
の水質改善

河川でのしゅんせつ

運河でのしゅんせつ・覆砂
公園の自然的景観の保
水辺の再生
全・再生

目標年次
2019 年度
2019 年度
2019 年度
2023 年度
2020 年度
2024 年度
2019 年度
2024 年度
2024 年度
2020 年度

目標値
完成
合流式の水再生センターのう
ち６か所(区部)
140 万 m3(累計)
160 万 m3(累計)
処理能力を 1.8 倍に増強
処理能力を 2.6 倍に増強
外濠のしゅんせつを実施
隅田川など５河川でしゅんせ
つを実施
勝島運河など 30 運河
都立公園池かいぼり等 30 池

・東京の健全な水循環の創出

下水再生水の供給地区内における再開発事業等の機会を捉え、臨海副都心地区等で供給
先を拡大するなど、ビル等のトイレ用水などとしての下水再生水の利用を促進する。

下水再生水を活用し河川水量を回復させる清流復活事業を実施している渋谷川では、上
流部の新たな水辺空間の創出に貢献する。

将来の気候変動による影響も踏まえ、首都東京への安定給水を継続するため、八ッ場ダ
ムの完成により安定した水源の確保に取り組む。

安全でおいしい高品質な水を蛇口まで届ける直結給水方式への切り替えに向けた支援
や貯水槽水道の適正管理に向けた設置者への指導・助言を行う。
・快適な水辺の創出につながる下水道対策の推進

降雨初期の特に汚れた下水の貯留施設を整備するなど、合流式下水道の改善を進め、河
川や海などへ放流される汚濁負荷量の削減を図る。

東京湾や隅田川などに放流される下水処理水の水質を一層改善するために、区部の新河
岸、葛西水再生センター等や多摩地域の清瀬、八王子水再生センター等で高度処理・準
高度処理施設の導入を進める。
・都民に身近な水辺の水質改善

閉鎖性が高い勝島運河の水質を改善するため、貧酸素水塊の影響を受ける水深の深い箇
所に覆砂を実施する。

隅田川や新河岸川など流れの少ない河川・運河で、水質の維持・改善や悪臭の防止を図
るため、計画的に底泥のしゅんせつを実施する。

東京湾野鳥公園の干潟拡張や都立公園にある池のかいぼりを行うことで、水辺の生態系
の再生とともに自然本来の水質浄化機能を高めていく。
○対象
建築物：延べ床面積 10,000m2 以上の建築物
開発事業：開発面積 3,000m2 以上の開発事業（都市計画法第 4 条第 7 項に規定する市街地開発事業：
土地区画整理事業、市街地再開発事業など）
○水の有効利用の種類
雑用水利用：一度使用した水や雨水を処理した水を、水道水の代わりにトイレ洗浄水や植栽散水
などの雑用水用途に利用すること。
雨水浸透：敷地内に降った雨を下水道に放流するのではなく、なるべく地中にしみこませること。
○必要な手続等
建築物：当該建築物の確認申請書又は計画通知書を提出する時までに、
「雑用水利用・雨水浸透計
画書」を提出する。
開発事業：当該開発事業の許可又は許可を申請する時までに「雑用水利用・雨水浸透計画書」を
提出する。
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表 9.1.5-5(2) 水の効率的利用への取組に関する東京都等の計画、目標等
関係計画等
雨水の利用の推
進に関する基本
方針
（平成 27 年３月
国土交通省）

雨水利用・排水再
利用設備計画基
準 平成 28 年版
（平成 28 年３月
国土交通省）

目標・施策等
○雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
＜地方公共団体等における雨水の利用の推進＞
地方公共団体は、雨水の利用を推進するため、法※第８条に規定する都道府県方針、法第９条に
規定する市町村計画の策定及び雨水の利用に関する普及啓発に努めるものとする。また、地方公共
団体及び地方独立行政法人は、雨水の利用を推進するため、法第 11 条に規定する地方公共団体及
び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標の設定に努めるも
のとする。
※法とは、次ページに示す「水循環基本法」
（平成 26 年法律第 16 号）
○対象
官庁施設の雨水利用設備及び排水再利用設備の基本計画及び実施設計を行う場合
（排水再利用設備に係る基準は、公共下水道処理区域内において、個別循環方式又は地区循環方式
とする場合に適用するものとし、広域循環方式は除く）
＜雨水利用設備＞
○基本事項
(1)雨水利用設備は、水資源の有効利用、下水道等への雨水の集中的な流出抑制、都市計画等の観
点から導入を計画する。
(2)雨水利用設備の計画にあたり、与条件を確認し、環境負荷の低減、経済性等の必要項目につい
て検討する。
○計画
(1)雨水利用水の用途は、建物用途、集水量、経済性等を考慮して計画する。
(2)雨水利用水の水質は、用途に応じ、衛生、環境、機能等を阻害しないものとし、関係法令等に
適合するものとする。
(3)雨水利用計画水量は、雨水利用水の水量を考慮し、定めた水量とする。
(4)雨水の集水場所は、原則として、屋根面とする。屋根面の雨水が、人為的に汚染される可能性
がある場合は、汚染防止対策を施すものとする。
○実施設計
雨水利用設備の設計は、与条件に基づき、雨水集水量、雑用水使用水量、雨水貯留槽容量、処理フ
ロー、装置の構造、雨水貯留槽の満水対策、下水道等への流出抑制対策、監視及び制御、雨水集水
管、上水補給方法等について検討する。
○施工
雨水利用設備の施工は、関係法令、地方公共団体の条例等によるほか、公共建築工事標準仕様書（建
築工事編）（以下「標準仕様書（建築）」という。）、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
（以下「標準仕様書（機械）」という。）、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（以下「標
準図（機械）」という。）による。
○維持管理
雨水利用設備の維持管理は、関係法令、地方公共団体の条例等による。
＜排水再利用設備＞
○基本事項
(1)排水再利用設備は、水資源の有効利用、都市計画等の観点から導入を計画する。
(2)排水再利用設備の計画にあたり、与条件を確認し、環境負荷の低減、経済性等の必要項目につ
いて検討する。
○計画
(1)排水再利用水の用途は、建物用途、原水の種類、経済性等を考慮して計画する。
(2)排水再利用設備の原水は、水質、排水量、水量の安定性、再利用先における使用水量、経済性
等を総合的に考慮して計画する。
(3)排水再利用水の水質は、用途に応じ、衛生、環境、機能等を阻害しないものとし、関係法令等
に適合するものとする。
(4)計画水量は、排水再利用水の使用水量を考慮して定めた原水の利用水量とする。
○実施設計
排水再利用設備の設計は、原水の種類・水量、再利用の用途、建築物の用途・特性、経済性等を総
合的に考慮して決定する。また、与条件を確認し、便所洗浄水量、用途別排水量、原水種別、処理
フロー、装置構造・付帯設備、計装機器、水槽の満水対策等の項目を検討する。
○施工
排水再利用設備の施工は、関係法令、地方公共団体の条例等によるほか、標準仕様書（建築）、標
準仕様書（機械）、標準図（機械）による。
○維持管理
排水再利用設備の維持管理は、関係法令、地方公共団体の条例等による。
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カ．法令等の基準等
水利用に関する法令等による基準等は、表9.1.5-6に示すとおりである。
表 9.1.5-6 水利用に関する法令等
法令・条例等
水循環基本法
（平成 26 年法律
第 16 号）

責務等
（目的）
第一条 この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業
者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関
する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、水循環
に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我
が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
（基本理念）
第三条 水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に
重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に
推進されなければならない。
２ 水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、その
適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが確
保されなければならない。
３ 水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維持
されるよう配慮されなければならない。
（以下略）
（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、水循環に関する施策に関し、国及び他の地方公共
団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び
実施する責務を有する。
（事業者の責務）
第六条 事業者は、その事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努める
とともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する。
（関係者相互の連携及び協力）
第八条 国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、
相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
雨水の利用の推進に （目的）
関する法律
第一条 この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題と
（平成 26 年法律
なっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進
第 17 号）
に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定める
ことにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川
等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とする。
（国及び独立行政法人等の責務）
第三条
国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
２ 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。
（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務）
第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策
を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
２ 地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう
努めるものとする。
（事業者及び国民の責務）
第五条 事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施す
る雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

- 264 -

9.1 全体計画 9.1.5 水利用

(2) 予測
1)

予測事項
予測事項は、大会開催中の水の効率的利用への取組・貢献の程度とした。

2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、大会開催中とした。
3) 予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。
4)

予測手法
予測は、運営計画等から推定する方法とした。

5)

予測結果
東京 2020 大会の新設恒久施設では、
「水の有効利用促進要綱」
（平成 15 年７月 東京都都市

整備局）等に基づき、多くの競技会場で雨水や循環利用水（中水）利用を行うとともに、節水
型機器の設置等により、水の効率的利用を図る計画のもと整備されている。新設恒久施設のう
ち、競技コースに上水を利用するカヌー・スラロームセンター及び水泳の競技会場である東京
アクアティクスセンターは、特に大量の水を使用すると考えられる。これらの２施設の大会開
催中の水の効率的利用の状況は、表 9.1.5-4(2)に示したとおりであり、カヌー・スラロームセ
ンターでは、ろ過施設を導入して競技コースの貯留水を循環利用する。東京アクアティクスセ
ンターでは、トイレ洗浄水等の雑用水を雨水と再生水又は循環利用水（中水）でまかなう。
大会開催中は、暑さ対策として必要な上水道は有効に利用しつつ、関係機関と連携し、上水
道の供給状況や公衆・環境衛生の確保状況等、大会における都市機能の維持に係る各種情報に
ついて一元的に集約し、事業者として効率的な水利用に努めることにより円滑な大会運営に努
めることから、都民生活の維持へもつながる。
これらのことから、大会開催中の水の効率的利用は図られるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・東京 2020 大会の開催中は、上水道の供給状況や公衆・環境衛生の確保状況等、大会におけ
る都市機能の維持に係る各種情報について一元的に集約する。
・大会運営に影響を及ぼし得る状況が発生した場合には、関係機関と連携して迅速に対応を行
い、大会運営への影響の軽減を図る。
・組織委員会では、東京 2020 大会における水資源の効率的かつ計画的な活用を推進し、大会
開催中は、関係者等に対する節水を周知する。
・組織委員会では、大会開催中の暑さ対策として必要となる水の効率的な利用に努める。
・新設恒久施設の整備に当たっては、
「水の有効利用促進要綱」
（平成 15 年８月 東京都都市
整備局）等に基づいた水の効率的利用として、表 9.1.5-7 に示す取組を行う。
表 9.1.5-7 新設恒久会場の整備におけるミティゲーションの内容
施設名称

水の効率的利用の取組内容
・屋根に降った雨水を、地下の貯水槽（2,183 m3）に貯留するとともに、ろ過処理施設を設置す
る。

新国立競技場
（オリンピックスタ
ジアム）

・施設内で利用した厨房排水及び雑排水を集水し、中水処理する設備として、膜分離活性汚泥方
式、オゾン処理による処理設備（処理能力 196 m3/日）を設置する。
・雨水や施設内で利用した排水を処理した循環利用水（中水）及び井水を、トイレ洗浄水や芝散
水、屋外地盤散水等に使用する。
・節水型トイレの導入、擬音装置の設置、トイレ手洗器の自動水栓等について導入を検討する。
・メインアリーナ屋根に降る雨水を集水し、地下雨水貯留槽へ貯留後、トイレ洗浄水等に使用す

武蔵野の森総合スポ
ーツプラザ

る。
（写真 9.1.5-1）
・プール排水は、消防水利やトイレ洗浄水等として再利用する。
・節水型トイレや、擬音装置を設置する。
（写真 9.1.5-2）
・トイレ手洗器の自動水栓や節水コマを設置する。
（写真 9.1.5-3）
・メインアリーナ及びサブアリーナの屋根に降る雨水を集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留

有明アリーナ

後ろ過処理し、トイレ洗浄水、植栽潅水等に再利用する。
・節水型大便器、トイレの擬音装置、節水型小便器、自動水栓等を設置する。
・第一球技場の観客席屋根に降る雨水を集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、トイレ洗浄

大井ホッケー競技場

水に使用する。
・第一球技場及び第二球技場に、節水型大便器、擬音装置、節水型小便器を設置する。
・観客用トイレに、センサー式の手洗い用水栓を設置する。
・グランドスタンド棟の屋根に降る雨水を集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、トイレ洗

海の森水上競技場

浄水に使用する。
・節水型トイレ、手洗いセンサーを設置する。
・競技コースの貯留水及びその補給水、洗浄水には上水を使用する。

カヌー・スラロームセ ・恒久施設としてろ過施設を設置し、会場の水質を親水レベルに保ちつつ、頻繁な入れ替えを防
ンター

ぎ上水の使用量の節約を図る。
・管理棟のトイレには、節水型大便器、擬音装置、節水型小便器、自動水栓等を設置する。
・屋根に降る雨水を集水し、雨水利用のための貯留槽へ貯留後、トイレ洗浄水や外構散水に使用

東京アクアティクス
センター

する。
・ろ過装置からの排水を雨水と併せて処理し、トイレ洗浄水や外構散水に再利用する。

・節水型大便器、トイレの擬音装置、節水型小便器、自動水栓等を設置する。
出典：各競技会場の「東京 2020 大会実施段階環境影響評価書」をもとに作成
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（東京都撮影）

写真 9.1.5-1 雨水貯留槽

（東京都撮影）

写真 9.1.5-2 擬音装置付き節水型トイレ

（東京都撮影）

写真 9.1.5-3 自動水栓
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(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、水利用への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。

2)

評価の結果
東京 2020 大会の新設恒久会場では、
「水の有効利用促進要綱」
（平成 15 年７月 東京都都市

整備局）等に基づき、多くの競技会場で雨水や循環利用水（中水）利用を行うとともに、節水
型機器の設置等により、水の効率的利用を図る計画のもと整備されている。
このような中、夏季に開催される大会開催中は、暑さ対策として必要な上水道は有効に利用
しつつ、関係機関と連携し、上水道の供給状況や公衆・環境衛生の確保状況等、大会における
都市機能の維持に係る各種情報について一元的に集約し、事業者として効率的な水利用に努め
ることにより円滑な大会運営に努めることから、都民生活の維持へもつながる。
以上のように、大会開催中の水の効率的利用を行う計画となっていることから、水利用への
配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.1.6 廃棄物
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.6-1に示すとおりである。
表 9.1.6-1 調査事項及びその選択理由

2)

調査事項

選択理由

①建設廃棄物の状況及びその取組
②一般廃棄物の状況及びその取組
③過去大会における廃棄物発生状況等
④東京 2020 大会における取組
⑤法令等の目的、方針、基準等
⑥東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴い発生する廃
棄物に対する取組が重要であることか
ら、左記の事項に係る調査が必要であ
る。

調査地域
調査地域は、全競技会場等の範囲とし、特に競技会場等が集中している東京都とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会の競技会場等の整備における廃棄物については、施設の建設に伴う廃棄物及

び施設等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等を個別会場
の実施段階環境影響評価として実施してきた。
本評価書案では、仮設施設の設置・撤去に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処
分方法等を把握するために必要な事項として、
「ア．建設廃棄物の状況及びその取組」
、大会開
催中の大会運営等で発生する廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等を把握する
ために必要な事項として、
「イ．一般廃棄物の状況及びその取組」を調査し、
「ウ．過去大会に
おける廃棄物発生状況等」を踏まえ、仮設施設の設置・撤去及び大会開催中の廃棄物に対する
取組として「エ．東京 2020 大会における取組」等を調査した。
ア．建設廃棄物の状況及びその取組
調査は、以下の資料から建設廃棄物の発生量及び再資源化の状況を整理した。
・
「建設副産物実態調査結果」（平成 12、14、17、20、24 年度 国土交通省総合政策局）
・
「建設リサイクル 持続的な都市の発展のために」
（平成 31 年３月 東京都）
・
「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28 年３月 東京都環境局）
イ．一般廃棄物の状況及びその取組
調査は、以下の資料から一般廃棄物の発生量及び資源化の取組の状況等を整理した。
・
「東京都統計年鑑」
（東京都ホームページ）
・
「東京都環境白書 2018」
（2018 年（平成 30 年）10 月 東京都）
・
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年に向けた実行プラ
ン～」
（平成 31 年１月 東京都）
・「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28 年３月 東京都環境局）
・「都庁プラスチック削減方針」
（東京都ホームページ）
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ウ．過去大会における廃棄物発生状況等
調査は、以下の資料の整理によった。
・
「2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック開催後サステナビリティ・レポート 変
化のレガシー」
（2012 年 12 月 2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック）
エ．東京 2020 大会における取組
調査は、以下の資料の整理によった。
・
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会持続可能性に配慮した運営計画 第
二版」
（平成 30 年６月 組織委員会）
・「持続可能性進捗状況報告書」
（平成 31 年３月 組織委員会）
オ．法令等の目的、方針、基準等
調査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、資源の有効な利
用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）
、循環型社会形成推進基本法（平成12年法律
第110号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)（平成12年
法律第116号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)（平成
12年法律第104号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７
年法律第112号）、東京都廃棄物条例（平成４年東京都条例第140号）の法令等の整理によっ
た。
カ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」
（平成
28 年 12 月東京都）
、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年に
向けた実行プラン～」
（平成 31 年１月 東京都）、
「建設リサイクル推進計画 2014」
（平成 26
年９月 国土交通省）
、
「東京都資源循環・廃棄物処理計画」(平成 28 年３月東京都)、
「東京
都建設リサイクル推進計画」
（平成 28 年４月東京都）
、
「東京都建設リサイクルガイドライン」
（平成 30 年４月東京都）
、
「一般廃棄物処理基本計画」（平成 27 年２月東京二十三区清掃一
部事務組合）の計画等の整理によった。
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4)

調査結果

ア．建設廃棄物の状況及びその取組
東京における建設工事から発生した建設廃棄物の状況は、表 9.1.6-2 及び図 9.1.6-1 に示
すとおりである。
2012 年度(平成 24 年度)における建設廃棄物の発生量は、総量で 7,719.4 千 t であり、品
目別ではコンクリート塊が最も多く、次いでアスファルト・コンクリート塊、建設汚泥が多
くなっている。再資源化率でみると、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊が 99％
を超えた値となっており、建設発生木材、その他の再資源化率も 95％を超えている。建設混
合廃棄物の再資源化率については約 70～80％であり、他の品目と比べて低くなっている。
表 9.1.6-2 東京都の建設廃棄物の発生状況（平成 24 年度）
単位：千 t
都関連工事

建設工事全体
品目

現場内
利用量

発生量

現場内
減量化量

搬出量
再資源化等量
再資源化量 減量化量

最終処分量

再資源化等率

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

2,988.2

18.5

0.0

2,953.4

0.0

16.3

99.5%

99.2%

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

2,102.3

6.0

0.0

2,092.8

0.0

3.5

99.8%

99.8%

353.0

5.8

0.0

324.6

5.9

16.7

95.2%

95.3%

1,608.2

1.8

0.5

1,173.8

284.8

147.3

90.8%

87.2%

建設混合廃棄物

410.0

0.0

0.0

311.8

4.8

93.4

77.2%

69.8%

その他

257.7

0.0

44.2

193.9

11.3

8.3

96.1%

99.1%

7,719.4

32.1

44.7

7,050.2

306.8

285.5

96.3%

97.4%

建設発生木材
建設汚泥

合計

注 1）建設発生木材には、伐木材・除根材等を含む。
注 2）再資源化等率は、右記の式にて算出。
再資源化等率＝再資源化等量÷搬出量
注 3）都関連工事とは、発注区分が都道府県の公共土木となっている工事のうち、工事場所が東京都のものを示す。
出典：「平成 24 年度建設副産物実態調査結果」
（国土交通省総合政策局）

100%
80%

81.1%

85.0%

87.5%

平成14年度

平成17年度

91.9%

96.3%

60%
40%
20%
0%
平成12年度

平成20年度

平成24年度

注 1）建設発生土を除く。
注 2）平成 12 年度及び平成 14 年度は、
（再利用量+中間処理減量）/（再利用量+中間処理
減量+最終処分量）の集計結果、平成 17 年度、平成 20 年度及び平成 24 年度は、
（再
資源化量+減量化量）/（搬出量）の集計結果を示す。
出典：「建設副産物実態調査結果」
（国土交通省総合政策局）

図 9.1.6-1 東京都における建設廃棄物（建設工事全体）の再資源化等率の推移
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東京都では、建設リサイクルの計画、それに基づく業務を実行することで建設リサイクル
の仕組み（PDCA：Plan-Do-Check-Action）を構築する取組を行っている。東京都の建設リサ
イクルの取組は、表 9.1.6-3 に示すとおりである。
表 9.1.6-3 東京都の建設リサイクルの取組
PLAN
DO

CHECK
ACTION

建設リサイクルを推進するための計画の作成
（
「建設リサイクル推進計画」（平成 28 年４月 東京都）
）
計画を具体的に進めるための手引きの作成、実行
（
「東京都建設リサイクルガイドライン」
（平成 30 年４月 東京都））
環境に優しい資材の利用
（
「2019 年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）
」
（2019 年４月 東京都））
新たな課題や計画の評価
（
「東京都建設リサイクルガイドライン」
（平成 30 年４月 東京都）
、「2019 年度
東京都環境物品等調達方針（公共工事）」
（2019 年４月 東京都）等）
検証を踏まえて新たな計画を策定

出典：「建設リサイクル

持続的な都市の発展のために」
（平成 31 年３月

東京都）

また、
「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28 年３月 東京都環境局）では、主要
な施策として、表 9.1.6-4 を実施していくものとしている。
表 9.1.6-4 資源利用と廃棄物処理に係る主要な施策（建設廃棄物）
一定規模の建築物の新築・増築に際して、
「建築物環境計画書制度」や「マンシ
建築物の長
ョン環境性能表示」の中で建物の長寿命化について評価する仕組み等を通じて、
寿命化
建物の長寿命化に取り組んでいる。
建設工事等に伴う型枠用合板に対する国産材や森林認証木
持続可能な木材利
材の利用を促進し、違法伐採木材・非持続可能な木材の排除
建設工事に 用
を行う。
おけるエコ
再生砕石・再生骨材コンクリートの利用促進
マテリアル
再生資材等の利用
の利用促進
建設泥土改良土の利用促進
促進
最終処分場の延命化に資するエコセメント等の利用促進
出典：
「東京都資源循環・廃棄物処理計画」
（平成 28 年３月
出
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イ．一般廃棄物の状況及びその取組
東京都におけるごみ（一般廃棄物）排出量の状況は、図 9.1.6-2 に示すとおりである。
1960 年代から 1970 年代後半にかけては高度経済成長期であり、ごみ量も急激に増加して
いた。近年では、家庭ごみ有料化、資源回収等の取組により、人口の増加にもかかわらず、
ごみ排出量は減少傾向に転じている。
7,000,000

16,000,000

14,000,000

6,000,000

12,000,000

10,000,000
4,000,000
8,000,000
3,000,000

人口（人）

ごみ排出量（t）

5,000,000

6,000,000
2,000,000

凡 例
ごみ排出量
人口

1,000,000

0

4,000,000

2,000,000
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1965年
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1967年
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1969年
1970年
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1972年
1973年
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1985年
1986年
1987年
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1989年
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1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
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2003年
2004年
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2006年
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2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
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2016年

0

出典：「東京都統計年鑑」（2019 年８月１日参照

東京都ホームページ）
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/tn-index.htm

図 9.1.6-2 東京都におけるごみ排出量の推移
一般廃棄物は、その性状と処理の方法から、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、分別収集に
より直接資源化される資源ごみ、持込ごみ、集団回収ごみに大別されるが、可燃ごみが全体
の約 51％（2016 年度（平成 28 年度））を占めている。都内の一般廃棄物の種類別排出量は、
図 9.1.6-3 に示すとおりである。東京都区部では、1997 年(平成９年)の江戸川清掃工場の稼
働により、可燃ごみの全量焼却を達成した。これにより、生ごみを直接埋立処分場に埋立て
ることがなくなり、処分場に埋立てる廃棄物の減容化とともに、処分場での悪臭や火災の発
生率、ハエ、ネズミなどの害虫が減少した。

出典：「東京都環境白書 2018」（平成 30 年 10 月

東京都）

図 9.1.6-3 都内の一般廃棄物の種類別排出量
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一般廃棄物を適正に処理する責任は、原則として区市町村にある。一般廃棄物の処理の流
れは、図 9.1.6-4 に示すとおりであり、各区市町村では、ごみの種類ごとに収集する曜日と
エリアを定めて収集を行っている。また、リサイクル推進のため、びん、缶、古紙、ペット
ボトル等の資源ごみの回収を行っている。

出典：「東京都環境白書 2018」
（平成 30 年 10 月

東京都）

図 9.1.6-4 一般廃棄物処理の流れ
近年では、資源制約と社会構造の変化を踏まえて、プラスチックごみ対策の推進や食品ロ
スの削減などの更なる取組が必要とされており、「
「3 つのシティ」の実現に向けた政策の強
化（2019 年度）
」では、2020 年に向けた主な政策展開として、表 9.1.6-5 を実施していくも
のとしている。










表 9.1.6-5 2020 年に向けた主な政策展開（持続可能な資源利用の推進）
持続可能な資源利用の推進
ワンウェイ（使い捨て）プラスチック削減に向け、シンポジウムや新聞広告等のキャンペーン
やアンケート調査を実施
プラスチックの３Ｒの推進に資する革新的な事業スキームを持つ民間企業等と協働し、新たな
ビジネスモデルを構築
廃プラスチックの不適正処理を未然に防止し、適正なリサイクルを推進するため、関係団体等
と連携した情報共有体制の構築、排出事業者等への情報提供・相談対応などを実施
東京都立産業技術研究センターにおいて、プラスチック代替素材を活用した製品の開発を支援
し、成果等を発信
「食品ロス削減・東京方式」の確立に向け、自主的な削減行動を後押しする削減行動の対策集
も含め、核となる「食品ロス削減行動プラン（仮称）」を策定
オフィスビルや商業施設から排出される事業系廃棄物について、実証実験を通じて、更なる３
Ｒを促進
使用済太陽光発電設備の３Ｒを推進する仕組みの構築に向けた調査・検討を実施。あわせて、
大学と連携し、使用済太陽光パネル高度循環利用に係る研究を展開
個人の行動変容を促す「チームもったいない」の取組への共感と行動を広げるため、普及啓発
を促進

資料：
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年に向けた実行プラン～」
（平成 31 年１月
京都）
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「東京都資源循環・廃棄物処理計画」
（平成 28 年３月 東京都環境局）では、2030 年に向
けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指すべき姿として、
「持続可能な資源利用への転換」
「良好な都市環境の次世代への継承」
を目指すとしており、主要な施策として、表 9.1.6-6 を実施していくものとしている。
表 9.1.6-6 資源利用と廃棄物処理に係る主要な施策（一般廃棄物）
フードバンク団体や食品を提供する企業と積極的に連携し、フードバンク活動の
促進を図る。
外食事業者と連携した、小盛り、少人数用メニュー等の食べきりを推奨する取組
の支援や流通段階の商習慣等による食品ロスの削減、家庭、店舗等における消費
食品ロスの
期限前の食材を効果的に消費する取組等について、先駆的企業、九都県市、区市
削減
町村、NGO/NPO 等と連携し推進する。
家庭での食べ残しや使用されずに廃棄される食品の削減、学校給食や社員食堂で
の取組の工夫、非常用備蓄食品の廃棄処分回避など、食品ロス削減に向けた取組
に関する普及啓発を行う。
周辺自治体と連携し、容器包装廃棄物の削減に取り組むとともに、都内で行われ
る大規模イベント時にリユース容器の使用等を促す「ガイドライン」を作成する
ことなどにより、区市町村や事業者と協力して使い捨て型製品の使用を抑制す
使い捨てラ る。
イフスタイ 都内の全区市町村、販売事業者団体等、NGO/NPO とのネットワークを構築し、レ
ルの見直し ジ袋の有料化など具体的な取組に関する協定の締結やモデル事業の実施等を通
じて協働する。
リデュースやリユースの取組等により、都民のライフスタイルの転換を促す機運
を高めるよう、広報・普及に取り組む。
事業系一般廃棄物を削減する観点からも、紙資源の使用に関する意識啓発が必要
紙資源のロ
であり、チラシ、ダイレクトメールなどの発生抑制を促すなど、
「森林資源から
スの削減
作られる紙の発生抑制等に関する意識啓発を行う。
現在、都内では 22 市４町の自治体が家庭ごみを有料化している。
家庭ごみの
家庭ごみ有料化未実施の区市町村に対し、ごみ減量に有効な手法の一つとして、
有料化
家庭ごみ有料化に向けた議論を促進する。
区市町村の 容器包装リサイクル、小型家電リサイクル、雑紙のリサイクル等、各区市町村の
リサイクル 取組を尊重しつつ、共通する課題について情報を共有しながら更なる資源化の検
の取組促進 討を促進する。
最終処分場 焼却灰のリサイクル促進として、焼却灰の溶融スラグ化、エコセメント化により、
の延命化
最終処分量の大幅な削減を行う。
出典：
「東京都資源循環・廃棄物処理計画」
（平成 28 年３月
出
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また、ゼロウェイスティング東京 1に向けて、東京都では、ワンウェイプラスチック削減
等にも率先的に取り組むため、表 9.1.6-7 に示す「都庁プラスチック削減方針」を策定した。
基本原則は、使い捨て型の資源利用を見直し、必要性の低いワンウェイプラスチックの使
用を削減して、繰り返し使用できるものの利用を推進することとしている。プラスチックの
使用が避けられない場合、廃プラスチックが発生した場合のそれぞれで、対応に優先順位を
付けており、当面の目標として、2020年度（令和２年度）までに東京都主催のイベントにお
ける使い捨てプラスチックカップの原則使用禁止を目指すこととしている。
表 9.1.6-7 都庁プラスチック削減方針の概要

出典：「都庁プラスチック削減方針」
（2019 年８月１日参照 東京都ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/recycle/single_use_plastics/policy.html

1 「環境先進都市・東京に向けて」
（平成30年10月
にしない持続可能な都市のこと。

東京都）で掲げられており、東京都が目指している、資源を無駄
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ウ．過去大会における廃棄物発生状況等
過去大会における廃棄物の発生状況は、表 9.1.6-8(1)及び(2)に示すとおりである。2012
年ロンドン大会では、会場の設営・撤去に伴う廃棄物等として約６万 t、大会運営活動に伴
う廃棄物等として約１万 t 程度とされている。再利用、再資源化などにより直接「埋立て」
した廃棄物はない。
表 9.1.6-8(1) 2012 年ロンドン大会における廃棄物の発生状況等
（会場の設営・撤去：2012 年 1 月 1 日～10 月 31 日）
方 法
量（t）
構成比
合計

60,669 t

再利用

27,220 t

45 ％

再資源化

32,963 t

54 ％

461 t

0.8 ％

25 t

0.04 ％

0 t

0 ％

回収

エネルギー回収
処理（有害物質）

埋立て
全廃棄物のうち、再利用・再資源化された割合

99 ％

出典：
「2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック開催後サステナビリティ・レポート
シー」
（2012 年 12 月 2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック）

変化のレガ

表 9.1.6-8(2) 2012 年ロンドン大会における廃棄物の発生状況等（会期中の運営活動）
方 法
量（t）
構成比
合計

10,173 t

再利用

1,716 t

17 ％

再資源化

2,908 t

29 ％

堆肥化

1,706 t

17 ％

3,795 t

37 ％

48 t

0.5 ％

0.003 t

0 ％

0.3 t

0 ％

0 t

0 ％

回収

エネルギー回収
その他回収
処理（有害物質）

焼却
埋立て
全廃棄物のうち、再利用・再資源化・堆肥化された割合

出典：
「2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック開催後サステナビリティ・レポート
シー」
（2012 年 12 月 2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック）
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エ．東京 2020 大会における取組
「持続可能性進捗状況報告書」
（平成 31 年３月 組織委員会）によると、東京 2020 大会
では、Zero Wasting(資源を一切ムダにしない)を大目標と定め、サプライチェーン全体で資
源をムダなく活用し、資源採取による森林破壊・土地の荒廃等と、廃棄による環境負荷をゼ
ロにすることを目指している。
東京2020大会では、資源管理について、図9.1.6-5に示す優先順位の考え方で取組み、イ
ンプットの段階から資源の有効活用・廃棄物の削減を意識するとともに、環境中への排出を
最小化すべく、アウトプットの段階で適切な対応をとることとしている。
大会開催中にインプットとなる資源としては、表9.1.6-9に示すとおり、「飲食材」「容器
類」
「オフィス用品」
「レンタル品」
「購入物品」が予定されている。
これらは、大会での消費や利用、大会使用が予定されており、その量は、過去のオリンピ
ック・パラリンピック競技大会を参照すると、約１万トン程度と想定される。

出典：「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会持続可能性に配慮した運営計画

第二版」
（平成30年６月

図9.1.6-5 資源管理分野における優先順位の考え方
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表 9.1.6-9 大会に関わる資源の主要な流れ（大会開催中）
区

分

インプット
飲食材
容器類（ペットボト
消耗品系
ル、缶、プラ類など）
（主に運営時廃棄物となる）
オフィス用品（紙、
文具類）
レンタル品

備品・資機材系
（主に調達物品）

購入物品（梱包材含
む）

利用・使用
大会での
消費/利用

アウトプット
再生利用（食品・紙など）
熱回収（燃料化、発電、
熱としての利用）
処分（焼却・埋立等）

大会使用

大会使用

レンタル元に返却
買戻し特約
再使用（売却、贈与、修
理し再使用など）
再生利用（金属など）
熱回収（燃料化、発電、
熱としての利用）
処分（焼却・埋立等）

資料：「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会持続可能性に配慮した運営計画 第二版」
（2018年６月 組織委員会）

(ｱ) 食品ロス削減
東京 2020 大会における飲食サービスの基本的考え方を示した「東京 2020 大会 飲食提
供に係る基本戦略」
（2018 年３月）において、食品ロスの削減の取組として、食品廃棄物
抑制の重要性について意識啓発をするとともに、ポーションコントロール等の食品廃棄物
の抑制に効果的かつ実行可能な取組の推進、ICT 技術も活用した飲食提供数の予測に最大
限取り組むこととしている。
(ｲ) 容器包装等削減
不要な容器包装材や使い捨て製品については使用を控えるなど、容器包装廃棄物等の発
生抑制の取組を進める。組織委員会の調達においては、
「東京都グリーン購入ガイド（2018
年度版）
」
（平成 30 年４月

東京都）等に対応した簡易な容器包装等、再生利用のし易さ

及び廃棄時の環境負荷低減への配慮等を求める。とりわけ、一度使用して廃棄されるワン
ウェイ（使い捨て）のプラスチック容器包装・製品については、海洋ごみによる生態系へ
の影響等が懸念され、世界的にも対策が進んでいる。国内では、環境省において、「プラ
スチック資源循環戦略」の検討が進んでいるほか、「プラスチックの持続可能な利用に向
けた施策のあり方について 中間まとめ」
（平成 31 年１月 東京都廃棄物審議会）等の検
討が進められている。
東京 2020 大会においては、中央区晴海に設置予定の選手村のダイニングで、繰り返し
使用可能なスプーン・フォーク等のカトラリーの導入や一部リユース可能な食器の導入を
計画する。また、各競技会場におけるワークフォース（東京 2020 大会に従事する有給ス
タッフ、ボランティア、請負事業者）の食事に当たっても、弁当による食事提供について
は、弁当容器の仕様や廃棄物処理について 3R の取組を検討する。
(ｳ) 調達物品の再使用（レンタル・リースの活用、使用後の再使用）
東京 2020 大会の開催に当たっては、物品を調達する部局が多岐に及び、かつ多種多様
な物品を多量に調達する必要がある。このような中で調達物品の再使用・再生利用に取り
組んでいくには、後利用や再資源化を推進する仕組みの構築、有効な技術の活用、関係者
の意識の向上などが重要である。また、組織委員会が調達した物品を適切に管理するため、
資産や物品の管理及び処分については、組織委員会内のルールや ISO20121（イベントの持
続可能性に関するマネジメントシステム）に沿って構築した仕組み等により法令等のコン
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プライアンスを確実に担保した上で、持続可能な資源管理を進めていく。
後利用・再資源化の優先順位は、図 9.1.6-6 に示すとおりである。

出典：
「持続可能性進捗状況報告書」（平成 31 年３月 組織委員会）

図 9.1.6-6 後利用・再資源化の優先順位
組織委員会は、「持続可能性に配慮した調達コード」において、汎用品の活用や分離・
分解の容易な構造の採用、再生品や再生資源を含む原材料の利用等による 3R の推進をサ
プライヤーに対し求める。
再使用に配慮した調達方法の一つとして、リースや買取保証を活用する。オフィスで使
用している机や椅子、棚等の什器類の一部やパソコンは、リースやリユース業者による再
使用を行うことで持続可能性とコスト削減を両立した調達を実施する。
会場整備における物品調達においても、可能な限りレンタル・リースによる調達を進め
る。
会場整備以外についても東京 2020 大会開催前からリユース先の確保を進めるなど、資
源の有効利用とコスト削減を目指す。
(ｴ) 運営時廃棄物の再使用・再生利用に向けた取組
運営時廃棄物の再使用・再生利用の流れは、図 9.1.6-7 に示すとおりである。
運営時廃棄物の再使用・再生利用率 65％という目標の達成に向け、競技会場等から排出
される廃棄物は、表 9.1.6-10 に示すとおり、ペットボトル、プラスチック、紙等が適切
に再生利用できるよう分別する。なお、新たに設置する分別ごみ箱についても後利用や再
資源化に配慮した素材を使用する。また、環境省が策定している「大規模イベントにおけ
るごみ分別ラベル作成ガイダンス」
（平成 29 年 10 月 環境省）を参考に、大会で排出さ
れる廃棄物分別区分毎に、分かりやすいピクトグラムの検討を進めている。
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出典：
「持続可能性進捗状況報告書」（平成 31 年３月 組織委員会）

図 9.1.6-7 主な運営時廃棄物の資源化の流れ
表 9.1.6-10 競技会場(観客エリア)等における分別区分案
分別区分

資源化/処分

ペットボトル

ペット樹脂/繊維

紙コップ・紙容器

製紙原料

プラスチック

プラスチック原料等

飲み残し

下水等

可燃ごみ

熱回収

注）会場の条件や排出されるものを踏まえ、今後具体化予定
出典：「持続可能性進捗状況報告書」
（平成 31 年３月 組織委員会）

(ｵ) ボトル to ボトル
選手・関係者・観客等が飲料として消費した後のペットボトル容器については、日本で
有する再生利用技術として、ボトル to ボトルを行うよう検討を進めている。シートや繊
維への再生利用に加えて、ペットボトルが再びペットボトルに生まれかわる循環を向上さ
せることは、新たな資源の利用を極力減らすことにつながり、資源をムダにしない好事例
となる。
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オ．法令等の目的、方針、基準等
廃棄物に関する法令等については、表 9.1.6-11(1)～(4)に示すとおりである。
表 9.1.6-11(1) 廃棄物に関する法令等
法令・条例等

責務等

廃棄物の処理及び清掃に （目的）
関する法律
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運
(昭和 45 年法律第 137 号)
搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環
境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
（事業者の責務）
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。
２ 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減
量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物と
なつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難に
ならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正
な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物とな
つた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
３ 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等
に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
資源の有効な利用の促進 （目的）
に関する法律
第一条 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の
(平成３年法律第 48 号)
国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副
産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の
相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図
るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産
物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずる
こととし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
（事業者等の責務）
第四条 工場若しくは事業場（建設工事に係るものを含む。以下同じ。
）において事業を行
う者及び物品の販売の事業を行う者（以下「事業者」という。）又は建設工事の発注者は、
その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うととも
に、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。
２ 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進
するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに
収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品と
して利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若
しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
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表 9.1.6-11(2) 廃棄物に関する法令等
法令・条例等

責務等

循環型社会形成推進基本 （目的）
法
第一条 この法律は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の基本理念にのっとり、循
(平成 12 年法律第 110 号)
環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民
の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会
の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する
施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与することを目的とする。
（事業者の責務）
第十一条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等が
その事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるととも
に、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適
正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために
必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任におい
て適正に処分する責務を有する。
２ 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を
行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の
当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、
当該製品、容器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示その他の当該製品、容器等が循
環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適
正な処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずる責務を有する。
３ 前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環資源となった場合にお
けるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事業者及び国
民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であるとともに、当該製品、容器等に係
る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となったものの収集等の観点か
らその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認めら
れるものについては、当該製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にの
っとり、当該分担すべき役割として、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったもの
を引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に循環的な利用を行う責務を有
する。
４ 循環資源であって、その循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能であり、
かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上で重要であ
ると認められるものについては、当該循環資源の循環的な利用を行うことができる事業
者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、これについて適正に循環
的な利用を行う責務を有する。
５ 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動に際して
は、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国又は地
方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。
食品循環資源の再生利用 （目的）
等の促進に関する法律(食 第一条 この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑
品リサイクル法)
制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源
(平成 12 年法律第 116 号)
の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の
確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な
発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的
とする。
（事業者及び消費者の責務）
第四条 事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発
生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により
食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。
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表 9.1.6-11(3) 廃棄物に関する法令等
法令・条例等

責務等

建設工事に係る資材の再 （目的）
資源化等に関する法律(建 第一条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進す
設リサイクル法)
るための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等によ
(平成 12 年法律第 104 号)
り、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び
廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与す
ることを目的とする。
（建設業を営む者の責務）
第五条 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事
の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別
解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければなら
ない。
２ 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材（建設資材廃
棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第四十一条にお
いて同じ。
）を使用するよう努めなければならない。
（発注者の責務）
第六条 発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再
資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資
材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければ
ならない。
容器包装に係る分別収集 （目的）
及び再商品化の促進等に 第一条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得
関する法律
られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃
(平成７年法律第 112 号)
棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効
な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること
を目的とする。
（事業者及び消費者の責務）
第四条 事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包
装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制
するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用
した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進
するよう努めなければならない。
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表 9.1.6-11(4) 廃棄物に関する法令等
法令・条例等

責務等

東京都廃棄物条例
(目的)
(平成４年東京都
第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物の適正
条例第 140 号)
な処理が行われるように必要な措置を講ずることによって、生活環境の保全及び公衆衛
生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって都民の健康で快適
な生活を確保することを目的とする。
(平一二条例二九・一部改正)
(事業者の基本的責務)
第八条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量し
なければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自ら
の責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、従業者の教育訓練の実施体制その他の必要な管理体制の整備に努め、前二項
の責務の達成に向けて継続的かつ計画的な取組を行わなければならない。
4 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理を確保するために講じている取組の内容
を積極的に公表し、自らが排出する廃棄物の処理に対する信頼性の向上に努めなければ
ならない。
5 廃棄物の処理を受託する事業者は、受託した廃棄物の処理の透明性を確保するため、そ
の処理の状況の公表その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し都の施策に協力しなければならな
い。
(平一二条例二九・旧第十条繰上・一部改正、平一七条例八八・一部改正)
(事業系廃棄物の減量等)
第十条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要
な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、
脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなけ
ればならない。
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カ．東京都等の計画等の状況
廃棄物に関する東京都等の計画等については、表 9.1.6-12(1)～(4)に示すとおりである。
表 9.1.6-12(1) 廃棄物に関する計画等
関係計画等

目標・施策等

都民ファーストでつ ○快適な都市環境の創出
くる「新しい東京」
資源ロスの削減、エコマテリアルの利用、廃棄物の循環利用を促進し、持続可能な資源利
～2020 年に向けた実
用を推進していく。
行プラン～
（平成 28 年 12 月東
No. 政策目標
目標年次
目標値
京都）
１
一般廃棄物の再生利用率
2020 年度 27％
２
2030 年度 37％
３
都内で発生する廃棄物の最終処分量
2020 年度 107 万トン
「３つのシティ」の
４
2030 年度 93 万トン
実現に向けた政策の
５
海上公園での資源循環 資 源 循 環 型 施 設 の 設 2020 年度 １か所
強化（2019 年度）～
の推進
置
2020 年に向けた実行
６
２０３０年度までに食品ロス半減を達成するた 2020 年度 「食品ロス削減・東
プラン～
めの「食品ロス削減・東京方式」の確立
京方式」の確立
（平成 31 年１月 東
７
レジ袋削減
2020 年度 レジ袋無償配布ゼロ
京都）
・資源ロス削減の促進

商慣習等により発生する食品ロスの削減に向けて、加工・流通事業者等を構成員とす
るステークホルダー会議の設置、流通段階における食品ロスの実態調査、防災備蓄食
品有効活用の仕組みづくり等を検討する。

あわせて「食べずに捨てるなんてもったいない（仮称）」キャンペーンを実施し、企
業との連携、消費者の意識啓発を行うことで、消費行動の見直しを促し、「食品ロス
削減・東京方式」を確立する。
スーパー、コンビニ等の販売業者、消費者代表、区市町村などによる協議会を設置し、

レジ袋の無償配布ゼロに向けて、協議を進める。

エコバック持参の呼びかけや３Ｒの徹底など、資源ロス削減に向けた効果的な広報・
普及を行い、都民にライフスタイルの転換を促す。
・廃棄物の循環利用の更なる促進

モデル事業の実施成果を通じた中小企業への取組の普及、事業系廃棄物の３Ｒのルー
ルづくりなどを進め、持続可能な資源利用を促進する。

持続可能な東京 2020 大会の実現に向けて、事業者や都民等による環境配慮の促進に
資する取組などの調査を実施するとともに、使用済み物品のリユース等を支援する仕
組みを検討する。

建設リサイクル推進計画や建設リサイクルガイドラインに基づき、コンクリート塊等
建設副産物の再利用を促進することにより、再生資材が建設資源として積極的に選ば
れる循環型社会の形成を推進する。

海上公園等で剪定時に発生する枝葉を燃料化するモデル事業を実施し、今後のリサイ
クル方策を検討する。
建設リサイクル
(計画の目標)
推進計画 2014
対象品目
平成 24 年度（実績） 平成 30 年度目標
（平成 26 年９月
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
99.5％
99％以上
再資源化率
国土交通省）
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
99.3％
99％以上
建設発生木材
94.4％
95％以上
再資源化・縮減率
建設汚泥
85.0％
90％以上
排出率
3.9％
3.5％以下
建設混合廃棄物
再資源化・縮減率
58.2％
60％以上
建設廃棄物全体
再資源化・縮減率
96.0％
96％以上
建設発生土
建設発生土有効利用率
―
80％以上
注)目標値の定義は次のとおり。
＜再資源化率＞
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化された量と工事間利用された量の合計の割
合
＜再資源化・縮減率＞
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化及び縮減された量と工事間利用された量の
合計の割合
＜建設混合廃棄物排出率＞
・全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合
＜建設発生土有効利用率＞
・建設発生土発生量に対する現場内利用及びこれまでの工事間利用等に適正に盛土された採石
場跡地復旧や農地受入れ等を加えた有効利用量の合計の割合
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表 9.1.6-12(2) 廃棄物に関する計画等
関係計画等

目標・施策等

東京都資源循環・廃
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（昭和 45 年法律第 137 号）第５条の５の規定に基づ
棄物処理計画
き策定された計画で、
「東京都環境基本計画」に掲げる個別分野の計画であり、主要な施策を示
(平成 28 年３月
している。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据え、東京都
東京都) 「持続可能な資源利用」に向けた取組方針（2015 年３月策定）を具体化するものである。
計画の期間を 2016 年度から 2020 年度までの 5 年間とし、2050 年を見据えた 2030 年のビジョ
ンを示している。
○目標
計画目標１ 資源ロスの削減
・食品ロスをはじめとする資源ロスの削減を進める。
計画目標２ 「持続可能な調達」の普及
・低炭素・自然共生・循環型の資源の選択を促進し、持続可能な調達・購入を都内の事業
活動や消費行動に定着させる。
計画目標３ 循環的利用の促進と最終処分量の削減
・一般廃棄物の再生利用率
2020 年度 27％、2030 年度 37％
（※ 産業廃棄物の再生利用率：2020 年度 2030 年度ともに 35％）
・最終処分量を着実に削減し、処分場の更なる延命化を図る。
・最終処分量（一般廃棄物・産業廃棄物計）
2020 年度 2012 年度比 14％削減（最終処分率 3.7％）
2030 年度 2012 年度比 25％削減（最終処分率 3.3％）
計画目標４ 適正かつ効率的な処理の推進
・都内から排出された産業廃棄物の不法投棄等を防止し、適正処理の徹底を図る。
・優良な処理業者が市場で評価され、優位に立つことのできる環境を醸成する。
・廃棄物の効率的な収集運搬及び処理を推進する。
計画目標５ 災害廃棄物の処理体制
・災害廃棄物を迅速かつ適正に処理する体制を構築する。
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表 9.1.6-12(3) 廃棄物に関する計画等
関係計画等

目標・施策等

東京都建設リサイク
本計画は、公共・民間の区別なく、都内で行われる様々な行為の一連の過程において、建設
ル推進計画
資源の循環利用等を促進することを対象としている。本計画に定める施策を着実に実施し、都
(平成 28 年４月
内における建設資源循環を促進していくため、関係者全員が目指すべき統一した目標を設定し
東京都) ている。
(目標値)（上段：全体の目標値、下段：都関連工事の目標値）
対 象 品 目
実績値
平成 30 年度
令和 2 年度
建設廃棄物
96％
97％
98％
98％
99％
99％
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
99％
99％以上
99％以上
99％
99％以上
99％以上
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
99％
99％以上
99％以上
99％
99％以上
99％以上
建設発生木材
95％
99％以上
99％以上
95％
99％以上
99％以上
建設泥土
91％
95％
96％
87％
97％
98％
建設混合
排出率
―
4.4%以下
4.0％以下
廃棄物
―
1.0％未満
1.0％未満
再資源化・
―
82％
83％
縮減率
―
82％
83％
建設発生土
―
86％
88％
―
99％以上
99％以上
再生砕石
―
95％
96％
（都発注工事の目標値）
注）実績値は平成 24 年度の実績値

(目標値の定義)
対 象 品 目
再資源化率
a) ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
b) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
再資源化・縮減率

計

算

式

(再使用量＋再生利用量)/発生量

c) 建設発生木材

(再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による減量
化量)/発生量

d) 建設泥土

(再使用量＋再生利用量＋脱水等の減量化量)/発生量

e) 建設混合廃棄物
f) 建設廃棄物

(再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による減量
化量)/発生量
(再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による減量
化量＋脱水等の減量化量)/発生量

排出率
g) 建設混合廃棄物

建設混合廃棄物排出量/全建設廃棄物排出量

建設発生土有効利用率
h) 建設発生土

(現場内利用量＋工事間利用量＋適正に盛土された採
石場跡地復旧等利用量)/建設発生土発生量

再生砕石利用率
i)再生砕石

再生砕石利用量/砕石類利用量
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表 9.1.6-12(4) 廃棄物に関する計画等
関係計画等

目標・施策等

東京都建設リサイク ・
「東京都建設リサイクル推進計画」
（以下「推進計画」という。
）に基づき策定されている。推
進計画では、建設資源循環を促進するため 9 の戦略を掲げており、本ガイドラインは、この
ルガイドライン
戦略を着実に推進するため、各種の施策の実施について必要な事項を定めたもの。
（平成 31 年４月
東京都） ・対象工事は都・都監理団体・報告団体・区市町村発注工事（都関連工事）のうち、本土で施
行されるもの。
・取組内容は以下のとおり。
＜建設資源循環＞
①長期使用：建築物や工作物の長期使用。
②発生抑制：建設工事等の施行に当たり、まず発生抑制を徹底。
③事前調査及び利用調整等：毎年度、建設副産物の発生予測量等の調査を行い、現場内利用、
工事間利用等の促進のため利用調整を行う。各工事ごとにリサイクル計画を作成、リサイ
クルが不十分な場合は阻害要因を明確にする。
④分別解体等及び再資源化等：再資源化施設の受入基準等を踏まえ、建設資材廃棄物を種類
ごとに分別する。発生した建設資材廃棄物は、できる限り再資源化等を行う。
⑤情報システムの活用：建設副産物の再資源化等に当たり、建設副産物に係る情報システム
等を活用する。
⑥実態調査及び補足改善：現場内利用、工事間利用、再資源化等の実施状況は、毎年度、実
態調査で把握し、効果の大きい施策を継続、不十分な部分を補足改善する。
⑦再生建設資材等の活用：建設工事等で使用する建設資材には、建設副産物を再資源化する
ことにより得られた物を活用する。
・対象となる建設副産物等は以下のとおり。
・社会資本等の整備・更新等に伴う副産物：建設廃棄物、建設発生土、しゅんせつ土等
・社会資本等の維持管理に伴う副産物：しゅんせつ土、せん定枝葉等
・都民生活や産業活動等に係る廃棄物処理後の副産物（一般廃棄物、上水スラッジ、下水汚
泥等）
・建設資材として使用する環境物品等
・熱帯雨林材の使用抑制等
一般廃棄物処理基本
計画
（平成 27 年２月
東京二十三区清掃一
部事務組合）

本基本計画の目標は「循環型ごみ処理システムの推進」とし、施策や取組の体系は、以下のと
おりとする。
1.効率的で安定した中間処理体制の確保：安定稼働の確保、ごみ受入体制の拡充、不適正搬入
防止対策、計画的な施設整備の推進、ごみ処理技術の動向の把握
2.環境負荷の低減：環境保全対策、環境マネジメントシステムの活用
3.地球温暖化防止対策の推進：熱エネルギーの一層の有効利用、地球温暖化防止対策への適切
な対応、その他の環境への取組（緑化、太陽光発電、雨水利用等）
4.最終処分場の延命化：ごみ処理過程での資源回収、焼却灰の資源化、破砕処理残さの埋立処
分量削減
5.災害対策の強化：廃棄物処理施設の強靭化、地域防災への貢献
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(2) 予測
1)

予測事項
予測事項は、廃棄物の排出量及びその抑制の程度等とした。

2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、大会開催前、大会開催中及び大会開催後とした。なお、大会開催前と大

会開催後は仮設施設の設置・撤去を対象とするものであり、仮設施設の設置に当たっては撤去
時の負荷を軽減するための配慮を行うことから、仮設施設の設置・撤去として扱った。
3)

予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。

4)

予測手法

ア．大会開催前
予測手法は、施工計画等から推定する方法によった。
イ．大会開催中
予測手法は、大会運営計画等から推定する方法によった。
ウ．大会開催後
予測手法は、施工計画等から推定する方法によった。
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5)

予測結果

ア．大会開催前
東京2020大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活用し、恒久会場
の建設を抑制している。その上で、競技会場等の整備は、大きく分類すると、施設整備工事
と仮設オーバーレイ工事2の２種類で整備している。
施設整備工事は、東京2020大会の各会場における土工事、建築工事及び各会場において個
別に計画する内装や外部・外構工事であり、仮設オーバーレイ工事は、各会場共通で準備す
るテントやプレハブ、仮設観客席やフェンス等を設置及び撤去するものである。
これらの施設整備工事に伴う競技会場等の建設廃棄物は、表9.1.6-13に、建設発生土の発
生量は、表9.1.6-14に示すとおりであり、
「東京都建設リサイクル推進計画」や「東京都建
設リサイクルガイドライン」等に基づき建設廃棄物の3R（リデュース・リユース・リサイク
ル）の取組を実施している。
表9.1.6-13 競技会場等の施設整備工事に伴い発生する建設廃棄物
発生量[t]
品

目

アスファルト・コ

新設恒久会場

既設施設会場

仮設会場等

整備

整備

整備

目標値
（再資源化等率）

1,293

2,573

5,256

99％以上

11,028

42,405

13,026

99％以上

21

201

162

99％以上

119,701

9,960

120,780

98％

建設混合廃棄物

2,052

773

3,581

83％

その他

5,389

8,413

8,395

－

139,485

64,325

151,201

ンクリート塊
コンクリート塊
建設発生木材
建設泥土

（合

計）

99％

注1）表中に仮設工事による廃棄物発生量は、含めていない。
注2）各整備の対象は、以下のとおりである。
新設恒久会場整備：新国立競技場（オリンピックスタジアム）、有明アリーナ、大井ホッケー
競技場、海の森水上競技場、カヌー・スラロームセンター、東京アクアティクスセン
ター
既設恒久会場整備：日本武道館、馬事公苑、有明テニスの森
仮設会場等整備：有明体操競技場、有明アーバンスポーツパーク、選手村
注3）表中の目標値は、「東京都建設リサイクル推進計画」
（平成28年４月 東京都）における東京都
関連工事の目標値を掲載している。なお、施設によって、他の目標指標を採用している場合もある。

2 仮設オーバーレイ工事：運営用のプレハブ・テント、放送用の照明などのオーバーレイ、観客用座席、セキュリテ
ィフェンス、競技スペースなどを仮設で整備するものであり、一般建設工事とコモディティ工事の2種類に分類さ
れる。一般建設工事は、各会場毎に個別に計画する内装や外部・外構工事。コモディティ工事は、各会場共通で
準備するテントやプレハブ、仮設観客席やフェンス等が対象となり、規格寸法化された汎用資材（主にレンタル）
を設置及び撤去する工事。
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表9.1.6-14 競技会場等の施設整備工事に伴い発生する建設発生土
発生量 [m3]
品

目

建設発生土

新設恒久会場

既設施設会場

仮設会場等

整備

整備

整備

746,400

137,300

目標値
99％以上

609,100

注1）各整備の対象は、以下のとおりである。
新設恒久会場整備：新国立競技場（オリンピックスタジアム）、有明アリーナ、大井ホッケー
競技場、海の森水上競技場、カヌー・スラロームセンター、東京アクアティクスセン
ター
既設恒久会場整備：日本武道館、馬事公苑、有明テニスの森
仮設会場等整備：有明体操競技場、有明アーバンスポーツパーク、選手村
注2）表中の目標値は、「東京都建設リサイクル推進計画」
（平成28年４月 東京都）における東京都
関連工事の目標値を掲載おり、以下の計算式による。なお、施設によって、他の目標指標を採用し
ている場合もある。
（現場内利用量+工事間利用量＋適正に盛土された採石場跡地復旧等利用量）
／建設発生土発生量

仮設オーバーレイ工事においては、リース・レンタルの利用を基本とすることにより、競
技会場等の整備による建設廃棄物の発生そのものを抑制している。
仮設施設の設置・撤去により、表9.1.6-15に示すとおりの廃棄物が発生するものと考えら
れるが、それぞれ対象品目ごとに「東京都建設リサイクル推進計画」
（平成28年４月 東京
都）に基づく資源化率の目標値（令和２年度）等に従い資源化に努める。
これらのことから、廃棄物の排出量の抑制が図られると予測する。
表9.1.6-15 仮設施設の設置・撤去に伴い発生する廃棄物
品目
再資源化等の手法
再資源化等の目標値
建設廃棄物

－

99％

アスファルト・コンクリート塊 再使用・再生利用

99％以上

コンクリート塊

99％以上

建設発生木材
建設混合廃棄物
建設発生土

再使用・再生利用
再使用・再生利用・熱回収・焼却
による減量
再使用・再生利用・熱回収・焼却
による減量
工事間利用・適正に盛土された採
石場跡地復旧等

99％以上
83％
99％以上

イ．大会開催中
大会で利用される資源については、インプット（物品の調達）とアウトプット（物品の処
分）の両面で取組を進め、物品や再生資源の活用等により資源の使用量を減らした上で、3R
の徹底、廃棄物の処理に伴い生じる熱やエネルギーの回収により、持続可能な資源利用をし
ていく。
大会開催中の資源のインプットについては、
「飲食材」
「容器類」
「オフィス用品」
「レンタ
ル品」
「購入物品」であり、これらは、食品ロス削減（食品廃棄物の発生抑制）
、容器包装等
削減及びレンタル等活用による新規物品製造削減を行う。また、アウトプットについては、
調達物品や食品廃棄物のリユース・リサイクル、競技会場等でのきめ細かな分別による大会
運営時の廃棄物のリユース・リサイクルを行う。競技会場で発生する特徴的な廃棄物として
は、馬術が行われる馬事公苑及び海の森クロスカントリーコースにおける馬糞・馬房敷料、
射撃が行われる陸上自衛隊朝霞訓練場における空薬莢等が想定されるが、馬糞・馬房敷料や
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空薬莢については、これまで実施されていたように適正に処理・処分を行う。
また、大会開催中は、競技会場内での容器包装やレジ袋等の廃プラスチックの削減に向け
た取組を行うとともに、観客への働きかけを行う。
これらのことから、廃棄物の排出量の抑制が図られると予測する。
ウ．大会開催後
大会開催後に撤去する仮設施設は、撤去時の廃棄物排出量の削減を念頭に可能な限りレン
タル・リースによる調達を進めている。また、選手村のビレッジプラザは、後利用のしやす
さを考慮した木造の仮設建築物として計画することにより、全国の自治体から無償で借り受
けた木材を使用してビレッジプラザを建設し、大会後に解体された木材を自治体の公共施設
等でレガシーとして活用を図ることにより廃棄物の発生抑制となる取組を進めている。
これらのことから、廃棄物の排出量の抑制が図られると予測する。

- 293 -

9.1 全体計画 9.1.6 廃棄物

(3) ミティゲーション
1)

大会開催前

ア．リデュース
・東京 2020 大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活用し、恒久会
場の建設を抑制している。
・仮設施設は可能な限り大会終了後も資材などが再利用可能な構造とする。
・仮設施設は大会後に撤去する設備や物品が大量に発生するため、可能な限りレンタル・リ
ースによる調達を進め、撤去時の廃棄物排出量の削減を図る。
・選手村に整備するビレッジプラザでは、「日本の木材活用リレー

～みんなで作る選手村

ビレッジプラザ～」プロジェクトとして、以下に示すように木材等の再生可能な資源の利
用に取組む。
－組織委員会は、プロジェクト参加自治体から、木材を借用する。
－組織委員会は、借用した木材を使用して選手村ビレッジプラザを建築する。大会後には
選手村ビレッジプラザを解体し、地方自治体に木材を返却する。
－大会後に解体された木材を各自治体の公共施設等でレガシーとして活用する。
・建設廃棄物の発生量を低減するような施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。
・コンクリート型枠材については、非木材系型枠の採用や部材のプレハブ化等により木材系
型枠材の使用量を低減する。
・混合廃棄物については、可能な限りの分別を行い、混合廃棄物としての排出量を減らすよ
う努力する（写真 9.1.6-1 参照）
。
・資材梱包の簡易化を図り廃棄物の縮減を図る。

（東京都撮影）

写真9.1.6-1 ごみの分別収集（有明アリーナの状況）
イ．リユース
・建設廃棄物は、「東京都建設リサイクルガイドライン」等に基づき、発生量の削減、現場
内での分別、再利用等により、工事現場外への搬出の抑制に努める。
・施設整備工事における掘削工事等に伴い発生する建設発生土は現場内利用を基本とするが、
場外搬出を行う場合は、受入基準を設定している受入機関を選定し、その受入機関の受入
基準への適合を確認した上で、建設発生土受入地における有効利用量を確認して搬出を行
う。
・仮設材（山留め、覆工板等）はリース品を採用し廃棄物の縮減を図る。
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・調達物品については、後利用の確保を図る。
ウ．リサイクル
・伐採樹木については、中間処理施設へ搬出し、チップ化によるマテリアルリサイクルや、
ペレット等の木質バイオマス燃料によるサーマルリサイクルとしての利用を検討する。
・工事の実施に当たっては、
「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年４月）の目標値
も踏まえ、再資源化率のより一層の向上に努める計画としている。
・施設整備に当たっては、「東京都資源循環・廃棄物処理計画」も踏まえ、リサイクル材料
を積極的に使用する。
・砕石類の利用に当たっては、
「東京都建設リサイクル推進計画」の平成 30 年度の目標値（東
京都関連工事）を念頭に、再生砕石を利用する。
・資材の搬入、副産物の搬出に当たっては、あらかじめ再生資源利用計画書及び再生資源利
用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書に
て記録・保存を行う。
エ．適正処理・処分
・再利用できないものは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、運搬・処分の
許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフェストにより確認する。
アスベストについても、同法律に基づく対応を行い、他の廃棄物と区分した保管・収集・
運搬、中間処理及び処分等、適切な対策を行う。
2)

大会開催中

ア．競技会場等
・調達物品は、レンタル・リースや買戻し特約付売買契約による購入を優先し、再使用・転
売、譲渡等により、物品の再使用・再生利用率を高める。
・運営時廃棄物の再使用・再生利用率として 65％（エネルギー回収は含まない）を目指す。
・廃棄物の再使用及び再生利用の推進のため、海外からの観客にも分かりやすい統一デザイ
ン（色・ピクトグラム等）化した分別ボックスを設置し、分別精度の向上を図る。
・食品廃棄物の抑制のため、食べきれる量を考慮して料理の給仕量を調節する「ポーション
コントロール」や食器のサイズを考慮する等を推進する。
・飲食提供を受託する事業者に対しては、飲食提供対象者数、競技日程等を用い、ICT 技術
も活用して飲食提供数の予測に最大限取り組むよう要請する。
・食品廃棄物の発生抑制のため、食品廃棄物の計量と見える化に可能な限り取り組む。
・選手村における食品残渣、売店の弁当の売れ残り等やむなく発生した食品ロスについては
有効活用に取組み、食品廃棄物は飼料化や肥料化等を検討する。
・食器の選択に当たっては、実現すべき飲食提供の形態と食器材質ごとの特徴、食器の種類
ごとに必要となる施設条件（洗浄・保管のスペース、光熱水量等）を踏まえる等、諸課題
を考慮し、リユース食器の利用に可能な限り取り組む。
・リユース食器が利用できない場合であっても、資源化が可能な素材（間伐材等）の使用等、
リユースに相当するような持続可能性への取組を追求する。
・会場でのマイバッグの販売により、レジ袋を削減する。
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イ．ラストマイル、沿道
・スタッフ等によるラストマイル周辺の路上美化に努める。
・オリンピックとパラリンピックで転換不要な装飾を使用する。
3)

大会開催後

ア．リデュース
・建設廃棄物の発生量を低減するような施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。
イ．リユース
・建設廃棄物は、「東京都建設リサイクルガイドライン」等に基づき、発生量の削減、現場
内での分別、再利用等により、工事現場外への搬出の抑制に努める。
・仮設材（覆工板等）はリース品を採用し廃棄物の縮減を図る。
・「大会開催前」で示したとおり、選手村に整備するビレッジプラザでは、解体された木材
を各自治体の公共施設等でレガシーとして活用し、廃棄物の縮減を図る。
ウ．リサイクル
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく特定建
設資材廃棄物については現場内で分別解体を行い、再資源化を行う。
エ．適正処理・処分
・再利用できないものは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、運搬・処分の
許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフェストにより確認する。

- 296 -

9.1 全体計画 9.1.6 廃棄物

(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、3R（リデュース・リユース・リサイクル）への配慮が事業者の実施可能な範

囲で最大限行われることとした。
2)

評価の結果

ア．大会開催前
東京2020大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活用し、恒久会場
の建設を抑制するとともに、仮設オーバーレイの整備においてはリース・レンタルの利用を
基本とすることにより、競技会場等の整備による建設廃棄物の発生そのものを抑制している。
また、競技会場等の整備に当たっては、「東京都建設リサイクル推進計画」や「東京都建
設リサイクルガイドライン」等に基づき建設廃棄物の3R（リデュース・リユース・リサイク
ル）の取組を実施している。
以上のように、大会開催前においては、競技会場等の整備に伴う建設廃棄物に伴う廃棄物
の3Rの取組を東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、3Rへの
配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
イ．大会開催中
大会で利用される資源については、インプット（物品の調達）とアウトプット（物品の処
分）の両面で取組を進め、物品や再生資源の活用等により資源の使用量を減らした上で、3R
の徹底、廃棄物の処理に伴い生じる熱やエネルギーの回収により、持続可能な資源利用をし
ていく。
資源のインプットについては、食品ロス削減（食品廃棄物の発生抑制）、容器包装等削減
及びレンタル等活用による新規物品製造削減を行う。また、アウトプットについては、調達
物品や食品廃棄物のリユース・リサイクル、競技会場等でのきめ細かな分別による大会運営
時の廃棄物のリユース・リサイクルを行う。
さらに、容器包装やレジ袋等の廃プラスチックの削減に向けた取組を行うとともに、観客
への働きかけを行う。
以上のように、大会開催中のインプット及びアウトプット両面での持続可能な資源利用が
図られるような取組を行うほか、近年大きな課題となっているプラスチックの処理や海洋プ
ラスチック汚染についても東京都と組織委員会が連携して取り組む計画となっていること
から、大会開催中の廃棄物の3Rへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと
考える。
ウ．大会開催後
大会開催後に撤去する仮設施設は、撤去時の廃棄物排出量の削減を念頭に可能な限りレン
タル・リースによる調達を進めている。また、選手村のビレッジプラザは、後利用のしやす
さを考慮した木造の仮設建築物として計画することにより、全国の自治体から無償で借り受
けた木材を使用してビレッジプラザを建設し、大会後に解体された木材を自治体の公共施設
等でレガシーとして活用を図ることにより廃棄物の発生抑制となる取組を進めている。
以上のように、大会開催後の施設等の撤去時において、廃棄物が極力発生しない取組に加
え、資材等のリサイクルが図られるような取組を東京都と組織委員会が連携して取り組む計
画となっていることから、3Rへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
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（空白のページ）
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9.1.7 エコマテリアル
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.7-1に示すとおりである。
表 9.1.7-1 調査事項及びその選択理由

2)

調査事項

選択理由

①エコマテリアルの種類及び供給状況
②エコマテリアルの利用状況
③東京 2020 大会でのエコマテリアル
の利用の取組
④東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴い、エコマテリアルの
利用が重要と考えられることから、計画地及びそ
の周辺について、左記の事項に係る調査が必要で
ある。

調査地域
調査地域は、全競技会場等の範囲とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京2020大会は、世界最大規模のスポーツイベントであり、その影響は環境・社会・経済に

広く及ぶことから、持続可能性に配慮した大会の準備・運営が求められ、大会の準備・運営段
階の調達プロセスにおいて、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮した物品等の調達が必
要である。
東京 2020 大会の競技会場等の整備におけるエコマテリアルについては、新設恒久施設の建
設等に伴うエコマテリアルの利用状況等を個別競技会場の実施段階環境影響評価として実施
してきた。
そのため、本評価書案では、仮設会場や大会運営に当たってのエコマテリアルの利用状況を
予測するため、まず国や東京都の行政機関が調達する「ア．エコマテリアルの種類及び供給状
況」及び「イ．エコマテリアルの利用状況」を調査するとともに、組織委員会が大会の準備・
運営段階で実施している「ウ．東京2020大会でのエコマテリアルの利用の取組」等を調査した。
ア．エコマテリアルの種類及び供給状況
調査は、以下の資料からエコマテリアルの種類や供給状況を整理した。
・
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
（平成31年２月８日変更閣議決定）
・
「東京都グリーン購入推進方針」
（東京都）
・「2019年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）
」（平成31年４月 東京都）
イ．エコマテリアルの利用状況
調査は、以下の資料から施設等や工事に伴うエコマテリアルの利用状況を整理した。
・
「平成29年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」
（環境
省）
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ウ．東京 2020 大会でのエコマテリアルの利用の取組
調査は、以下の資料から組織委員会が実施する東京 2020 大会でのエコマテリアルの利用
の取組の状況を整理した。
・「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

持続可能性に配慮した調達コード

基本原則」
（平成28年１月 組織委員会）
・
「東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード
（第３版）
」
（平成31年１月

組織委員会）

・
「持続可能性に配慮した木材の調達基準」（組織委員会ホームページ）
・
「持続可能性に配慮した農産物の調達基準」
（組織委員会ホームページ）
・
「持続可能性に配慮した畜産物の調達基準」
（組織委員会ホームページ）
・
「持続可能性に配慮した水産物の調達基準」
（組織委員会ホームページ）
・
「持続可能性に配慮した紙の調達基準」
（組織委員会ホームページ）
・
「持続可能性に配慮したパーム油を推進するための調達基準」
（組織委員会ホームページ）
・
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成31年４月 東京都）
・
「日本の木材活用リレー

～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～」（組織委員会ホー

ムページ）
エ．東京都等の計画等の状況
調査は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）
（以下「グリーン購入法」という。）、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平
成 31 年２月８日変更閣議決定）
、
「東京都グリーン購入推進方針」
（東京都）
、
「2019 年度東京
都環境物品等調達方針（公共工事）」
（平成 31 年４月 東京都）の目標、方針、基準等の整
理によった。
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4) 調査結果
ア．種類及び供給状況
(ｱ) エコマテリアルの種類
2001年（平成13年）４月に施行されたグリーン購入法は、国等の機関にグリーン購入
を義務付けるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを
求めている。
国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及び
その判断の基準を規定した基本方針が閣議決定されており、基本方針における特定調達
品目の分野及び品目は、表9.1.7-2(1)及び(2)に示すとおりである。
表 9.1.7-2(1) 基本方針における特定調達品目の分野及び品目
分野
紙類

文具類

オフィス家具等
画像機器等

電子計算機等
オフィス機器等
移動電話等
家電製品
エアコンディショナー等
温水器等
照明
自動車等
消火器
制服・作業服等

品目
コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、
塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、トイレットペーパー、
ティッシュペーパー
シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキングペン、鉛筆、
スタンプ台、朱肉、印章セット、印箱、公印、ゴム印、回転ゴム印、定規、トレー、
消しゴム、ステープラー（汎用型）
、ステープラー（汎用型以外）
、
ステープラー針リムーバー、連射式クリップ（本体）
、事務用修正具（テープ）
、
事務用修正具（液状）
・クラフトテープ、粘着テープ（布粘着）
、両面粘着紙テープ、
製本テープ、ブックスタンド、ペンスタンド、クリップケース、はさみ、
マグネット（玉）
、マグネット（バー）
、テープカッター、パンチ（手動）
、
モルトケース（紙めくり用スポンジケース）
、紙めくりクリーム、鉛筆削（手動）
、
OA クリーナー（ウエットタイプ）
、OA クリーナー（液タイプ）
・ダストブロワー、
レターケース、メディアケース、マウスパッド、OA フィルター（枠あり）
、
丸刃式紙裁断機、カッターナイフ、カッティングマット、デスクマット、
OHP フィルム、絵筆、絵の具、墨汁、のり（液状）
（補充用を含む）
、
のり（澱粉のり）
（補充用を含む）
、のり（固形）
（補充用を含む）
、のり（テープ）
、
ファイル、バインダー、ファイリング用品、アルバム（台紙を含む）
、つづりひも、
カードケース、事務用封筒（紙製）
、窓付き封筒（紙製）
・けい紙、起案用紙、
ノート、パンチラベル、タックラベル、インデックス、付箋紙、付箋フィルム、
黒板拭き、ホワイトボード用イレーザー、額縁、ごみ箱、リサイクルボックス、
缶・ボトルつぶし機（手動）
、名札（机上用）
、名札（衣服取付型・首下げ型）
、
鍵かけ（フックを含む）
、チョーク、グラウンド用白線、梱包用バンド
いす、机、棚、収納用什器（棚以外）
、ローパーティション、コートハンガー、
傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード
コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プリンタ、プリンタ複合機、
ファクシミリ、スキャナ、プロジェクタ、トナーカートリッジ、
インクカートリッジ
電子計算機、磁気ディスク装置、ディスプレイ、記録用メディア
シュレッダー、デジタル印刷機、掛時計、電子式卓上計算機、
一次電池又は小形充電式電池
携帯電話、PHS、スマートフォン
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫、テレビジョン受信機、電気便座、
電子レンジ
エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機、ストーブ
ヒートポンプ式電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器
LED 照明器具、LED を光源とした内照式表示灯、
蛍光ランプ（大きさの区分 40 形直管蛍光ランプ）
、電球形状のランプ
自動車、ETC 対応車載器、カーナビゲーションシステム、乗用車用タイヤ、
２サイクルエンジン油
消火器
制服、作業服、帽子、靴
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表 9.1.7-2(2) 基本方針における特定調達品目の分野及び品目
分野
インテリア・寝装寝具

品目
カーテン、布製ブラインド、金属製ブラインド、タフテッドカーペット、
タイルカーペット、織じゅうたん、ニードルパンチカーペット、毛布、ふとん、
ベッドフレーム、マットレス
作業手袋
作業手袋
その他繊維製品
集会用テント、ブルーシート、防球ネット、旗、のぼり、幕、モップ
設備
太陽光発電システム（公共・産業用）
、太陽熱利用システム（公共・産業用）
燃料電池、エネルギー管理システム、生ゴミ処理機、節水機器、日射調整フィルム
災害備蓄用品
ペットボトル飲料水、アルファ化米、保存パン、乾パン、レトルト食品等、
栄養調整食品、フリーズドライ食品、非常用携帯燃料、携帯発電機、
非常用携帯電源 ＊毛布 ＊作業手袋 ＊テント ＊ブルーシート ＊一次電池
（＊は他の分野と同品目）
公共工事
【資材】
建設汚泥から再生した処理土、土工用水砕スラグ、
銅スラグを用いたケーソン中詰め材、
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材、地盤改良用製鋼スラグ、
高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材、
電気炉酸化スラグ骨材、再生加熱アスファルト混合物、
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物、中温化アスファルト混合物、
鉄鋼スラグ混入路盤材、再生骨材等、間伐材、高炉セメント、
フライアッシュセメント、エコセメント、透水性コンクリート、
鉄鋼スラグブロック、フライアッシュを用いた吹付けコンクリート、
下塗用塗料（重防食）
、低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料、
高日射反射率塗料、高日射反射率防水、
再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）
、
再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品）
、
バークたい肥、下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）
、
LED 道路照明、再生プラスチック製中央分離帯ブロック、セラミックタイル、
断熱サッシ・ドア、製材、集成材、合板、単板積層材、直交集成板、フローリング、
パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板、
木材・プラスチック再生複合材製品、ビニル系床材、断熱材、照明制御システム、
変圧器、吸収冷温水機、氷蓄熱式空調機器、
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機、送風機、ポンプ、
排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管、自動水栓、
自動洗浄装置及びその組み込み小便器、大便器、再生材料を使用した型枠、
合板型枠
【建設機械】
排出ガス対策型建設機械、低騒音型建設機械
【工法】
低品質土有効利用工法、建設汚泥再生処理工法、コンクリート塊再生処理工法、
路上表層再生工法、路上再生路盤工法、
伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法、
泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法
【目的物】
排水性舗装、透水性舗装、屋上緑化
役務
省エネルギー診断、印刷、食堂、自動車専用タイヤ更生、自動車整備、庁舎管理、
植栽管理、加煙試験、清掃、タイルカーペット洗浄、機密文書処理、害虫防除、
輸配送、旅客輸送（自動車）
、蛍光灯機能提供業務、
庁舎等において営業を行う小売業務、クリーニング、飲料自動販売機設置、
引越輸送、会議運営、印刷機能等提供業務
出典：「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
（平成 31 年２月８日変更閣議決定）

東京都では、環境に配慮した物品及び役務（以下「物品等」という。
）の調達をより一
層推進することにより、日常業務活動から生じる環境負荷の低減を図ることを目的に「東
京都グリーン購入推進方針」を定め、東京都における物品等の調達のうち、①消耗品及
び備品の購入、②物件借上、③印刷物の作成、④自動車による運搬及び輸送、⑤食堂・
小売、⑥産業廃棄物処理、⑦庁舎管理を対象に価格・機能・品質だけでなく、環境負荷
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ができるだけ少ないものを選択して購入することとしている。
また、公共工事に係る再生資材等に関しては、
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」
により、環境物品等を最大限に活用することとしている。特に、
「東京都建設リサイクル
推進計画」及び同ガイドラインにおいて、東京都が政策として、各種の副産物対策や環
境負荷の軽減のため建設（実施）する施設や事業等における副産物又は製品を「特別品
目」として指定している。このうち、副産物の有効利用に関するものは、表9.1.7-3に示
すとおりであり、建設発生土、建設泥土等の有効利用を図る副産物等が指定されている。
表 9.1.7-3 東京都が定める特別品目
分 類
建設発生土の有効利用を
図るもの

建設泥土の有効利用を図
るもの
建設発生木材の有効利用
を図るもの
熱帯雨林材等の使用を抑
制するもの
コンクリート塊、アスファ
ルト・コンクリート塊等の
有効利用を図るもの

廃棄物処理に伴う副産物
の有効利用を図るもの

都内の森林再生のため多
摩産材の有効利用を図る
もの
温室効果ガスの削減を図
るもの
ヒートアイランド対策を
図るもの
その他環境負荷の低減に
寄与するもの

エコマテリアルの種類
建設発生土、良質土（道路上工事で使用するもの）
、
普通土（再利用センターストック土、青梅事業所ストック土）
、改良土、
粒状改良土、流動化処理土、一体の施工システム内処理土、分級処理土、
しゅんせつ土、しゅんせつ土改良土
建設泥土改良土、流動化処理土
再生木質ボード類
環境配慮型型枠（複合合板型枠等）
再生クラッシャラン、再生砕石（擁壁等裏込め用）、再生砕石（グラベルコンパクシ
ョンパイル工法用）
、再生単粒度砕石（浸透トレンチ用）
、再生粒度調整砕石、再生砂、
再生加熱アスファルト（混合物、処理混合物）、再生骨材を用いたコンクリート（均
しコンクリート、捨てコンクリート、裏込めコンクリート等及び乾燥収縮や塩害を受
けにくい構造部材や鉄筋コンクリート部材等）、再生骨材を用いたレディーミクスコ
ンクリート（建築物の主要構造部、基礎、杭、耐圧版、基礎梁、鋼管充填、鉄筋コン
クリート等）
、再生コンクリート（路盤材、砕石等）
、道床砕石
エコセメント（直接利用、均し（捨て）コンクリート等、レディーミクストコンクリ
ート、コンクリート二次製品）
溶融スラグ（直接利用、コンクリート二次製品、再生加熱アスファルト混合物）
スーパーアッシュ（コンクリート二次製品、土木材料）
アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物（再生・一般）
浄水場発生土（グランド舗装材、緑化用土、土ブロック）
多摩産材（直接利用、道路（林道を含む）施設材料、河川（治山を含む）施設材料、
建設材料、仮設材料）
、国産木材（直接利用、道路（林道を含む）施設材料、河川（治
山を含む）施設材料、建設材料、仮設材料）
高効率空調用機器（熱源機器、熱源以外の空調機器）、ガスエンジンヒートポンプ式
空気調和機、発光ダイオードを用いた交通信号機、LED を光源とする照明器具、高効
率のランプ等を使用した照明器具（道路照明、道路照明以外）
、ノンフロン断熱材
高反射率塗料

LED を光源とする非常用照明器具、照明制御システム、環境配慮形（EM）電線・ケー
ブル、RoHS 指令対応電線・ケーブル、鉛フリー亀甲金網、低 VOC 塗料、都内産の緑
化植物（支給材、請負材）
、電炉鋼材などのリサイクル鋼材（Ｈ鋼の形鋼等、鋼板）
、
発動発電機、電気便座
出典：「2019 年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）
」
（平成 31 年４月 東京都）

(ｲ) エコマテリアルの供給状況
グリーン購入法の基本方針では、環境物品等の調達の推進に関する重要事項として、
第三者機関による環境ラベルの情報の十分な活用を図ることを求めている。代表的な環
境ラベルである「エコマーク」は、グリーン購入法の特定調達品目をはじめ、幅広い商
品分野の商品を認定しており、市場に供給されている。
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イ．エコマテリアルの利用状況
グリーン購入法が施行された2001年度（平成13年度）からの国等の機関の特定調達物品
等の調達実績（公共工事分野の品目を除く）は、表9.1.7-4に示すとおりである。グリーン
購入法が施行された2001年度（平成13年度）における特定調達品目数に占める調達率が95％
以上の品目数の割合は44.4％であったが、2004年度（平成16年度）以降はおおむね90％の
水準で推移している。
表 9.1.7-4 調達率が 95％以上の品目数の推移（公共工事分野の品目を除く）
年度

①特定調達品目数

②調達率 95％以上の品目数

②／①の割合

2001

90

40

44.4%

2002

124

98

79.0%

2003

135

117

86.7%

2004

146

133

91.1%

2005

146

136

93.2%

2006

156

147

94.2%

2007

165

155

93.9%

2008

179

167

93.3%

2009

184

177

96.2%

2010

190

186

97.9%

2011

194

180

92.8%

2012

194

187

96.4%

2013

199

189

95.0%

2014

200

183

91.5%

2015

202

181

89.6%

2016

202

182

90.1%

2017

205

182

88.8%

出典：「平成 29 年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」
（2019 年８月 1 日参照 環境省ホームページ）
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/jisseki/reduce-effect_h29.pdf

公共工事における資材の特定調達品目の使用実績は、表 9.1.7-5(1)及び(2)に示すとおり
である。
適用品目の数量割合は、90％以上の品目が多くなっているが、吹付けコンクリート、高日
射反射率塗料については、70％を下回る割合となっている。

- 304 -

9.1 全体計画 9.1.7 エコマテリアル

表 9.1.7-5(1) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）
）
品目名
品目分類

盛土材等

地盤改良材
アスファルト混合物

コンクリート用ス
ラグ骨材
路盤材
小径丸太材
混合セメント

単位 特定調達物品等
①

品目名
建設汚泥から再生した処理土
土工用水砕スラグ
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
フェロニッケルスラグを用いたケー
ソン中詰め材
地盤改良用製鋼スラグ
再生加熱アスファルト混合物
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
中温化アスファルト混合物
高炉スラグ骨材
フェロニッケルスラグ骨材
銅スラグ骨材
電気炉酸化スラグ骨材
鉄鋼スラグ混入路盤材
再生骨材等
間伐材
高炉セメント
フライアッシュセメント
生コンクリート(高炉)
生コンクリート(フライアッシュ)
エコセメント
透水性コンクリート
透水性コンクリート２次製品

m3
m3
m3

397,722
26,619
0

m3

13,349

m3
t
t
t
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
t
t
m3
m3
個
m3
個

11,268
1,800,205
297
54,037
3,116
927
11,687
0
58,283
2,789,206
49,291
2,492,277
112,627
3,443,059
29,177
5,343
662
277,181

数 量
類似品等
②

特定調達物品等
数量割合
合計③
①／③
（=①＋②）

15,686

453,376

96.5%

27

11,295

99.8%

19,812

1,874,351

98.9%

488

16,218

97.0%

33,424

2,880,913

98.8%

5,729

2,610,633

99.8%

29,734

3,501,970

99.2%

セメント
コンクリート及び
コンクリート製品
鉄鋼スラグ水和固
鉄鋼スラグブロック
kg
1,356,707
0
1,356,707
100.0%
化体
フライアッシュを用いた吹付けコン
m3
吹付けコンクリート
82,307
74,640
156,947
52.4%
クリート
758,972
1,990
760,961
99.7%
下塗用塗料（重防食）
kg
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水
m2
塗料
1,696,593
54,098
1,750,691
96.9%
性塗料
2
高日射反射率塗料
m
3,551
2,146
5,697
62.3%
防水
高日射反射率防水
m2
60,511
16,679
77,190
78.4%
再生材料を用いた舗装用ブロック
m2
9,422
（焼成）
舗装材
1,715
14,700
88.3%
再生材料を用いた舗装用ブロック類
m2
3,563
（プレキャスト無筋コンクリート製品）
注1）品目名については、平成25年度基本方針に基づく名称としている。
2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。
3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート二次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、
合板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特
定が困難なため算出していない。
4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート二次製品に分けて
計上している。
5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計に当たっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と
工事数で計上している場合がある。
出典：「平成 29 年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」
（2019 年８月 1 日参照 環境省ホームページ）
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/jisseki/reduce-effect_h29.pdf
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表 9.1.7-5(2) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）
）
品目名
品目分類

品目名

単位 特定調達物品等
①

バークたい肥
kg
下水道汚泥を用いた汚泥発酵肥料
kg
（下水汚泥コンポスト）
道路照明
LED 道路照
台
再生プラスチック製中央分離帯ブ
個
中央分離帯ブロック
ロック
タイル
セラミックタイ
m2
建具
断熱サッシ・ドア
工事数
製材
m3
集成材
m3
製材等
m2
合板
m3
単板積層材
m3
フローリング
フローリング
m2
パーティクルボード
m2
再生木質ボード 繊維板
m2
木質系セメント板
m2
ビニル系床材
ビニル系床材
m2
断熱材
断熱材
工事数
照明機器
照明制御システム
工事数
変圧器
変圧器
台
吸収冷温水機
台
氷蓄熱式空調機器
台
ガスエンジンヒートポンプ式空気
台
空調用機器
調和機
送風機
台
ポンプ
台
m
配管材
排水・通気用再生硬質塩化ビニル管
園芸資材

工事数

数 量
類似品等
②

合計③
（=①＋②）

特定調達物品等
数量割合
①／③

6,350,968
3,880

6,394,223

99.9%

11,029

128

11,157

98.9%

15,501

25

15,526

99.8%

78,311
275
4,003
1,161
305,537
584
24
75,198
54,342
12,780
8,731
419,064
6,874
528
742
36
15

581

78,893

99.3%

6,356
856
108
214
3,453

81,554
55,198
12,888
8,945
422,517

92.2%
98.4%
99.2%
97.6%
99.2%

16
2
1
0

544
744
37
15

97.1%
99.7%
97.3%
100.0%

513

5

518

99.0%

1,981
467
109,153
56
1,248

298
1
21,639
0
63

2,279
468
130,791
56
1,311

86.9%
99.8%
83.5%
100.0%
95.2%

39,375

工事数
自動水栓
自動洗浄装置及びその組み込み小
衛生器具
工事数
496
15
511
97.1%
便器
洋風便器
工事数
802
14
816
98.3%
工事数
225
コンクリート用 再生材料を使用した型枠
型枠
合板型枠
工事数
5,459
注1）品目名については、平成25年度基本方針に基づく名称としている。
2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。
3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート二次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、
合板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特
定が困難なため算出していない。
4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート二次製品に分けて
計上している。
5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計に当たっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と
工事数で計上している場合がある。
出典：「平成 29 年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」
（2019 年８月 1 日参照 環境省ホームページ）
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/jisseki/reduce-effect_h29.pdf
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ウ．東京 2020 大会でのエコマテリアルの利用の取組
(ｱ) 持続可能性に配慮した物品等の調達
組織委員会では、持続可能性に配慮した調達を行うため、調達物品やサービスに適用
する基準や運用方法を定めている。
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
ド

基本原則」
（平成28年１月

持続可能性に配慮した調達コー

組織委員会）では、組織委員会は、次の４つの原則に基

づいて持続可能性に配慮した調達を行っていくこととしている。
・どのように供給されているのかを重視する
・どこから採り、何を使って作られているのかを重視する
・サプライチェーンへの働きかけを重視する
・資源の有効活用を重視する
また、組織委員会では、上記基本原則の下、「東京2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会

持続可能性に配慮した調達コード（第３版）」
（平成31年１月

組織委員会）

を策定している。
本調達コードは、持続可能性に関わる各分野の国際的な合意や行動規範（
「持続可能な
開発目標」、
「パリ協定」、
「世界人権宣言」
、
「ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の
三者宣言（ILO 中核的労働基準を含む）」、「国連グローバル・コンパクト」、「OECD 多国
籍企業行動指針」
「国連ビジネスと人権に関する指導原則」など）を尊重し、法令遵守を
はじめ、地球温暖化や資源の枯渇などの環境問題や人権・労働問題の防止、公正な事業
慣行の推進や地域経済の活性化等への貢献を考慮に入れた調達を実現するための基準や
運用方法等を定めている。
基本原則の４つの原則を踏まえ、本調達コードでは、表9.1.7-6に示すとおり調達物品
等に関しての持続可能性に関する基準を定め調達を行っているほか、木材、農産物、畜
産物、水産物、紙、パーム油については、個別基準を定めている。個別基準については、
表9.1.7-7に示すとおりである。
表 9.1.7-6 調達コードの持続可能性に関する基準
分 類
全般
環境

持続可能性に関する基準
法令遵守、報復行為の禁止
省エネルギー、低炭素・脱炭素エネルギーの利用、その他の方法による温室効果ガスの削減、
3R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進、容器包装等の低減、
汚染防止・化学物質管理・廃棄物処理、資源保全に配慮した原材料の採取、生物多様性の保全
人権
国際的人権基準の遵守・尊重、差別・ハラスメントの禁止、地域住民等の権利侵害の禁止、
女性の権利尊重、障がい者の権利尊重、子どもの権利尊重、社会的少数者（マイノリティ）の権利尊重
労働
国際的労働基準の遵守・尊重、結社の自由、団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の禁止、
雇用及び職業における差別の禁止、賃金、長時間労働の禁止、職場の安全・衛生、外国人・移住労働者
経済
腐敗の防止、公正な取引慣行、紛争や犯罪への関与のない原材料の使用、知的財産権の保護、
責任あるマーケティング、情報の適切な管理、地域経済の活性化
出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード（第３版）
」
（平成 31 年
１月 組織委員会）
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表 9.1.7-7 調達コードの持続可能性に関する個別基準
分類
木材

農産物

畜産物

水産物

紙

パーム
油

対象
建設材料として使用す
る製材、集成材、直交
集成板、合板、単板積
層材、フローリング、
建設に用いられるコン
クリート型枠合板、家
具に使用する木材
農産物の生鮮食品及び
農産物を主要な原材料
とする加工食品

持続可能性に関する基準
①伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令等に照らして手
続が適切になされたものであること。
②中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来するものであり、森林の
農地等への転換に由来するものでないこと。
③伐採に当たって、生態系の保全に配慮されていること。
④伐採に当たって、先住民族や地域住民の権利に配慮されていること。
⑤伐採に従事する労働者の安全対策が適切に取られていること。
①食材の安全を確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして適切な
措置が講じられていること。
②周辺環境や生態系と調和のとれた農業生産活動を確保するため、農産物の生産に当たり、
日本の関係法令等に照らして適切な措置が講じられていること。
③作業者の労働安全を確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして
適切な措置が講じられていること。
畜産物の生鮮食品及び ①食材の安全を確保するため、畜産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして適切な
畜産物を主要な原材料
措置が講じられていること。
とする加工食品
②環境保全に配慮した畜産物生産活動を確保するため、畜産物の生産に当たり、日本の関係
法令等に照らして適切な措置が講じられていること。
③作業者の労働安全を確保するため、畜産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして
適切な措置が講じられていること。
④快適性に配慮した家畜の飼養管理のため、畜産物の生産に当たり、アニマルウェルフェア
の考え方に対応した飼養管理指針注１に照らして適切な措置が講じられていること。
水産物の生鮮食品及び ①漁獲又は生産が、FAO（国際連合食糧農業機関）の「責任ある漁業のための行動規範」や漁
水産物を主要な原材料
業関係法令等に照らして、適切に行われていること。
とする加工食品
②天然水産物にあっては、科学的な情報を踏まえ、計画的に水産資源の管理が行われ、生態
系の保全に配慮されている漁業によって漁獲されていること。
③養殖水産物にあっては、科学的な情報を踏まえ、計画的な漁場環境の維持・改善により生
態系の保全に配慮するとともに、食材の安全を確保するための適切な措置が講じられてい
る養殖業によって生産されていること。
④作業者の労働安全を確保するため、漁獲又は生産に当たり、関係法令等に照らして適切な
措置が講じられていること。
ポスター、チラシ、パ ①古紙パルプを、用途や商品の性質等に応じて最大限使用していること。
）を使用する場合、その原料と
ンフレット類、書籍・ ②古紙パルプ以外のパルプ（以下「バージンパルプ」という。
なる木材等（間伐材、竹・アシ等の非木材、和紙用のこうぞ・みつまた等を含む。製材端
報告書等、チケット、
材や建設廃材、林地残材、廃植物繊維は除く。
）は以下を満たすこと。
賞状、コピー用紙、事
・伐採・採取に当たって、原木等の生産された国又は地域における森林その他の採取地に
務用ノート、封筒、名
関する法令等に照らして手続が適切になされたものであること。
刺、トイレットペーパ
・中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林その他の採取地に由来するこ
ー、ティッシュペーパ
と。
ー、ペーパーナプキン、
紙袋、紙皿、紙コップ、
・伐採・採取に当たって、生態系が保全され、また、泥炭地や天然林を含む環境上重要な
ライセンス商品の外箱
地域が適切に保全されていること。
・森林等の利用に当たって、先住民族や地域住民の権利が尊重され、事前の情報提供に基
づく、自由意思による合意形成が図られていること。
・伐採・採取に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適切にとられていること。
③用途や商品の性質等に応じて、白色度が過度に高くないこと、塗工量が過度に多くないこ
と、紙への再生利用を困難にする加工がなされていないこと。
加工食品、揚げ油（飲 ①生産された国または地域における農園の開発・管理に関する法令等に照らして手続が適切
食提供のための調理
になされていること。
用）、石鹸・洗剤製品の ②農園の開発・管理において、生態系が保全され、また、泥炭地や天然林を含む環境上重要
原材料として使用され
な地域が適切に保全されていること。
るパーム油
③農園の開発・管理において、先住民族等の土地に関する権利が尊重され、事前の情報提供
に基づく、自由意思による合意形成が図られていること。
④農園の開発・管理や搾油工場の運営において、児童労働や強制労働がなく、農園労働者の
適切な労働環境が確保されていること。

出典：「持続可能性に配慮した木材の調達基準」
「持続可能性に配慮した農産物の調達基準」
「持続可能性に配慮した畜産
物の調達基準」
「持続可能性に配慮した水産物の調達基準」
「持続可能性に配慮した紙の調達基準」
「持続可能性に配
慮したパーム油を推進するための調達基準」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/

- 308 -

9.1 全体計画 9.1.7 エコマテリアル

(ｲ) 仮設施設整備に伴う環境物品等の調達
仮設施設整備に当たっては、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」及び組織委員
会による「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

持続可能性に配慮した調

達コード」や「持続可能性に配慮した木材の調達基準」に基づき資材等を調達している。
また、選手村に整備するビレッジプラザでは、
「日本の木材活用リレー

～みんなで作

る選手村ビレッジプラザ～」プロジェクトとして、以下に示すように全国の国産木材を
使用し、林業の再生等の持続可能な森林保全へ寄与するとともに、各地域におけるレガ
シー活用により環境負荷を低減し、持続可能性の実現を目指している。
・組織委員会は、プロジェクト参加自治体から、木材を借用する。
・組織委員会は、借用した木材を使用して選手村ビレッジプラザを建築する。大会後
には選手村ビレッジプラザを解体し、地方自治体に木材を返却する。
・大会後に解体された木材を各自治体の公共施設等でレガシーとして活用する。
(ｳ) 「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
東京 2020 大会を契機に、持続可能社会の仕組みを作る取組として、使用済み携帯電話
等の小型家電から抽出したリサイクル金属でオリンピック及びパラリンピックの金・銀・
銅のメダルを作製する。小型家電については全国に設置された回収ボックスにより回収す
る。
(ｴ) 「使い捨てプラスチックを再生利用した表彰台プロジェクト」～みんなの表彰台プロジ
ェクト～
近年、プラスチックの処理や海洋プラスチック汚染が大きな課題となる中、資源をムダ
にしない持続可能な社会の実現に向けた、使い捨てプラスチック活用の新しいモデルを国
内外に発信する取組として、国内から集める使用済プラスチックの再生利用を基本に、海
洋プラスチックも一部活用して表彰台を製作する。
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エ．東京都等の計画等の状況
エコマテリアルに関する東京都等の目標、方針、基準等については、表 9.1.7-8(1)及び(2)
に示すとおりである。
表 9.1.7-8(1) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等
関係計画等
目標・施策等
国 等 に よ る 環 境 物 （目的）
この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による
品 等 の 調 達 の 推 進 第一条
環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要
等に関する法律
の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的
（平成 12 年法律
発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確
第 100 号）
保に寄与することを目的とする。
（国及び独立行政法人等の責務）
第三条
国及び独立行政法人等は、物品及び役務（以下「物品等」という。）の調達に
当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつ
つ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
２
国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義
に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民
が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。
（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務）
第四条
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要
の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
２
地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等へ
の需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
（事業者及び国民の責務）
第五条
事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け
る場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
（環境物品等の調達の基本方針）
第六条
国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に
推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）
を定めなければならない。
２
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
二
国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類（以下「特
定調達品目」という。）及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等（以下
「特定調達物品等」という。）の調達の推進に関する基本的事項
三
その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
（環境物品等の調達方針）
第七条
各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である
場合にあっては、その代表者。以下同じ。）は、毎年度、基本方針に即して、物品等の
調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達
の推進を図るための方針を作成しなければならない。
２
前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定調達物品等の当該年度における調達の目標
二
特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
三
その他環境物品等の調達の推進に関する事項
３
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞な
く、これを公表しなければならない。
４
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度におけ
る物品等の調達を行うものとする。

- 310 -

9.1 全体計画 9.1.7 エコマテリアル

表 9.1.7-8(2) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等
関係計画等
目標・施策等
環 境 物 品 等 の 調 達 ＜環境物品等の調達推進の基本的考え方＞
の 推 進 に 関 す る 基 ① 物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境
保全の観点が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質などとともに、環境
本方針
負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴
（平成 31 年２月８
う事業者間の競争が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。各機関は、このよう
日変更閣議決定）
な認識の下、環境関連法規の遵守はもちろんのこと、事業者の更なる環境負荷の低減に
向けた取組に配慮しつつ、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能か
どうかを考慮して調達を行うものとする。
② 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生
物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にと
らえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全体につ
いての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。また、局地的な大気汚
染の問題等、地域に特有の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する
環境負荷項目に重点を置いて、物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
③ 各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物
品等の合理的な使用等に努めるものとし、平成12年法律第100号第11条の規定を念頭に
置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加することのないよ
う配慮するものとする。また、各機関は調達された環境物品等について、長期使用や適
正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減が着実に発揮されるよう努
める。
また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、WTO政府調達協定（特に同協定第10
条技術仕様書及び入札説明書の規定）との整合性に十分配慮し、国際貿易に対する不必
要な障害とならないように留意する。
東 京 都 グ リ ー ン 購 製品やサービスの選択基準
＜原材料の採取段階での環境配慮＞
入推進方針
①原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの②原材料が違法に
（東京都）
採取されたものではないもの③原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えて
いないもの④原材料の採取において環境汚染及び多量の温室効果ガスの排出を伴わな
いもの
＜製造段階での環境配慮＞
⑤再生材料（再生紙、再生樹脂等）を使用したもの⑥余材、廃材（間伐材、小径材等）を
使用したもの⑦再生しやすい材料を使用したもの
＜使用段階での環境配慮＞
⑧使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの⑨修繕や部品の交換・詰め替えが可能な
もの⑩梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したも
の
＜廃棄・リサイクル段階での環境配慮＞
⑪分別廃棄やリサイクルがしやすい（単一素材、分離可能等）もの⑫回収・リサイクルシ
ステムが確立しているもの⑬耐久性が高く、長期使用が可能なもの
＜その他の環境配慮＞
⑭製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの⑮製造・使用・廃
棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質（温室効果ガス等）の使用、排出が少ない
もの
2019 年度東京都環 ＜基本的事項＞
境 物 品 等 調 達 方 針 (1)目的
本方針は、公共工事における資材（材料及び機材を含む。以下同じ。
）
、建設機械、工法、
（公共工事）
目的物などについて、環境物品等の使用及び環境影響物品等（原材料の調達や製造に環
（2019 年４月
境破壊を伴うもの、使用することにより環境に悪影響を与えるもの、エネルギーや資源
東京都）
を浪費するものなどをいう。以下同じ。）の使用抑制に関し必要な事項を定め、これに
基づく環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことにより、環境
への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の都民の
健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(3)基本的考え方
・建設資源循環への寄与
・廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化
・他産業廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化
・都内産の資材の活用
・温室効果ガスの削減
・環境影響物品等の使用抑制
・関係法令等の遵守
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催前、大会開催中及び大会開催後とした。
3) 予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、仮設工事の施工計画及び大会運営計画等から推定する方法によった。
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5) 予測結果
ア．大会開催前
競技会場等の施設整備に当たっては、
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づき、
再生木質ボード類等の環境物品等の調達や環境影響物品等の使用抑制を図る。
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」における主な環境物品等は、表9.1.7-9に示す
とおりであり、各会場における建設資材等の環境物品等の活用の予定は、表9.1.7-10に示す
とおりである。
また、組織委員会による「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性
に配慮した調達コード」や「持続可能性に配慮した木材の調達基準」に基づき資材等を調達
している。
これらのことから、エコマテリアルの活用が図られると予測する。
表9.1.7-9 「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」における主な環境物品等
区

分

特別品目

特定調達品目

資材
建設機械

品目名
再生木質ボード類
環境配慮型型枠
再生クラッシャラン
多摩産材
低VOC塗料
小径丸太材（間伐材）
製材等（製材）
排出ガス対策型建設機械
低騒音型建設機械

出典：「2019年度東京都環境物品等調達方針（公共工事」
（平成31年４月

東京都）

表9.1.7-10 建設資材等の環境物品等の活用の予定
品目名
再生砕石等
（再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石）

会場名・使用量
オリンピックスタジアム 約4,700m3
有明アリーナ 約7,600t
海の森水上競技場 約25,600ｔ
カヌー・スラロームセンター 約9,000t
夢の島公園アーチェリー場（盛土工事）約4,800t
東京アクアティクスセンター 約117,500t
武蔵野の森総合スポーツプラザ 約3,400t
生コンクリート（高炉）
オリンピックスタジアム 約76,400m3
再生骨材を用いたコンクリート
有明アリーナ 約800㎥
海の森水上競技場 約2,900㎥
東京アクアティクスセンター 約1,300㎥
武蔵野の森総合スポーツプラザ 約150㎥
※再生骨材Lを使用
電炉鋼材などのリサイクル鋼材
有明アリーナ（異形棒鋼）約4,800t（形鋼）約500t
東京アクアティクスセンター（異形棒鋼）約4,500t
（形鋼）約4,000t
武蔵野の森総合スポーツプラザ（異形棒鋼）約9,600t
（形鋼）約240t
再生材料が用いられた陶磁器質タイル
オリンピックスタジアム 約7,400m2
武蔵野の森総合スポーツプラザ 約82,000㎡
再生材料が用いられたビニル系床材
オリンピックスタジアム 約13,500m2
武蔵野の森総合スポーツプラザ 約7,500㎡
エコセメントを用いたコンクリート二次製品
武蔵野の森総合スポーツプラザ 10,792個
出典：「持続可能性進捗状況報告書」
（平成31年３月 組織委員会）
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イ．大会開催中
大会の運営に当たっては、
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

持続可能

性に配慮した調達コード」に基づき環境物品等を調達するほか、表9.1.7-11に示す紙及びパ
ーム油については、個別基準に基づき環境物品等を調達する計画である。
また、大会で使用されるメダルについては、全国で回収された小型家電から抽出したリサ
イクル金属を使用する。また、表彰台についても、国内から集められた使用済プラスチック
の再生利用を基本に、海洋プラスチックも一部活用して製作する。
これらのことから、エコマテリアルの活用が図られると予測する。
表 9.1.7-11 調達コードの持続可能性に関する個別基準の対象物品
分類
紙

対象
ポスター、チラシ、パンフレット類、書籍・報告書等、チケット、賞状、コピー用紙、
事務用ノート、封筒、名刺、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ペーパーナプキン、
紙袋、紙皿、紙コップ、ライセンス商品の外箱
パーム油
加工食品、揚げ油（飲食提供のための調理用）
、
石鹸・洗剤製品の原材料として使用されるパーム油
出典：「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード（第３版）」（平
成31年１月 組織委員会）

ウ．大会開催後
大会開催後の施設の撤去工事に当たっては、
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）
」に
基づき、特定調達品目である排出ガス対策型建設機械や低騒音型建設機械を使用し、建設資
材が必要な場合は、同方針に記載のある特別品目や特定調達品目の使用を予定する。
また、選手村のビレッジプラザでは、大会後に解体された木材を自治体の公共施設等でレ
ガシーとして活用を図り、エコマテリアルとして利用される取組を進めている。
これらのことから、エコマテリアルの活用が図られると予測する。
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(3) ミティゲーション
ア．大会開催前
・競技会場等の整備に当たっては、
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
（平成 31
年２月８日変更閣議決定）や「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」
、組織委員会に
よる「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達
コード」や「持続可能性に配慮した木材の調達基準」に基づき資材等を調達する（写真
9.1.7-1 参照）
。

（東京都撮影）

写真9.1.7-1 森林認証を受けた木材（アクアティクスセンターの状況）
・
「東京都資源循環・廃棄物処理計画」
（平成 28 年３月 東京都）を踏まえ、コンクリー
トの使用に当たっては、エコマテリアルの利用について検討する。
・資材の搬入、副産物の搬出に当たっては、あらかじめ再生資源利用計画書および再生資
源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実
施書にて記録・保存を行う。
イ．大会開催中
・大会の運営に当たっては、
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可
能性に配慮した調達コード」に基づき環境物品等を調達するほか、紙及びパーム油につ
いては、個別基準に基づき環境物品等を調達する。
・大会開催に先立ち、
「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」を実行し、使
用済み携帯電話等の小型家電から抽出したリサイクル金属をメダル製作に活用する。プ
ロジェクトとしての小型家電等の回収は、2017 年（平成 29 年）４月から行われており、
2019 年（平成 31 年）３月 31 日をもって終了し、オリンピック・パラリンピックの金・
銀・銅合わせて約 5,000 個のメダルに必要な金属量を 100％回収できた。このプロジェ
クトにより、小型家電のリサイクルの定着と環境にやさしい持続可能な社会が東京 2020
大会のレガシーとなることを目指す。
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（東京都撮影）

写真 9.1.7-2 都庁内に設置されたメダル協力ボックス設置コーナー
・組織委員会は、国内から集める使用済プラスチックの再生利用を基本に、海洋プラスチ
ックも一部活用して表彰台を製作する「使い捨てプラスチックを再生利用した表彰台プ
ロジェクト」～みんなの表彰台プロジェクト～を実施する。対象品は、ヘアケア製品、
消臭芳香剤、台所洗剤・衣料用洗濯洗剤・柔軟剤、詰め替え用製品であり、飲料用ペッ
トボトル等は対象外としている。本プロジェクトに取り組むことにより、 資源をムダ
にしない持続可能な社会の実現に向けた、使い捨てプラスチック活用の新しいモデルを
国内外に発信する。
・大会関係者のユニフォームにリサイクル材（ペットボトル）の活用を図る。
ウ．大会開催後
・仮設競技会場の改修に当たっては、
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
（平成
31 年２月８日変更閣議決定）や「東京都環境物品等調達方針（公共工事）
」に基づき資
材等を調達する。
・資材の搬入、副産物の搬出に当たっては、あらかじめ再生資源利用計画書および再生資
源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実
施書にて記録・保存を行う。
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(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、エコマテリアルの活用を推進するための配慮が事業者の実施可能な範囲で最
大限行われることとした。
2)

評価の結果

ア．大会開催前
競技会場等の整備に当たっては、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」、組織委員会
による「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コー
ド」や「持続可能性に配慮した木材の調達基準」に基づき資材等を調達しており、エコマテ
リアルの利用が図られている。
以上のように、大会開催前の競技会場等整備に伴うエコマテリアルの利用に関する取組を
東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催前のエコマ
テリアルの活用を推進するための配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと
考える。
イ．大会開催中
大会の運営に当たっては、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

持続可能

性に配慮した調達コード」に基づき環境物品等を調達するほか、紙、パーム油については、
個別基準に基づき環境物品等を調達する計画である。
さらに、大会で使用されるメダルについては、全国で回収された小型家電から抽出したリ
サイクル金属を使用する。また、表彰台についても、国内から集められた使用済プラスチッ
クの再生利用を基本に、海洋プラスチックも一部活用して製作する。
以上のように、大会開催中の大会運営に伴うエコマテリアルの利用に関する取組を東京都
及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会の実施においてエコマ
テリアルの活用を推進するための配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと
考える。
ウ．大会開催後
大会開催後の施設の撤去工事に当たっては、
「東京都環境物品等調達方針（公共工事）
」に
基づき、特定調達品目である排出ガス対策型建設機械や低騒音型建設機械を使用し、建設資
材が必要な場合は、同方針に記載のある特別品目や特定調達品目の使用を予定する。
また、選手村のビレッジプラザでは、大会後に解体された木材を自治体の公共施設等でレ
ガシーとして活用を図り、エコマテリアルとして利用される取組を進めている。
以上のように、大会開催後の施設の撤去に伴うエコマテリアルの利用に関する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催後のエコマテリ
アルの活用を推進するための配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考え
る。
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（空白のページ）
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9.1.8 温室効果ガス、エネルギー
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.8-1に示すとおりである。
表 9.1.8-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①温室効果ガス・エネルギーの状況
②東京都等における取組の状況
③過去大会における対策の実施状況
④東京 2020 大会に向けた取組
⑤東京都等の計画等の状況
⑥法令等の基準等

2)

東京 2020 大会の開催に伴いエネルギー
の効率的な利用と温室効果ガス排出量削
減に配慮することが重要であることか
ら、左記の事項に係る調査が必要である。

調査地域
調査地域は、全競技会場等の範囲とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会の開催に伴い、大会運営に伴うエネルギーの効率的な利用と温室効果ガス排

出量削減が重要である。
そのため、本評価書案では、エネルギーの効率的な利用と温室効果ガス排出量削減の程度を
把握するため、
「ア．温室効果ガス・エネルギーの状況」を調査するとともに、
「イ．東京都等
における取組の状況」
、
「ウ．過去大会における対策の実施状況」
、
「エ．東京 2020 大会に向け
た取組」等を調査した。
ア．温室効果ガス・エネルギーの状況
調査は、以下の資料から温室効果ガス・エネルギーの状況を整理した。
・
「2017 年度（平成 29 年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」
（環境省ホーム
ページ）
・
「環境統計集（平成 29 年版） 1 章 社会経済一般 国内最終エネルギー消費の推移」
（環
境省ホームページ）
・
「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査（2016 年度実績）」
（平
成 31 年３月 東京都環境局）
・
「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（2017 年度速報値）
」
（令和元年７
月

東京都環境局）

イ．東京都等における取組の状況
調査は、東京都の既存資料の整理によった。
ウ．過去大会における対策の実施状況
調査は、以下の資料から過去大会における対策の実施状況を整理した。
・
「2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック開催後サステナビリティ・レポート 変
化のレガシー」
（平成 24 年 12 月 ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員会）
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エ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、東京都等の取組の整理によった。
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」
（平成
28 年 12 月 東京都）
、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年
に向けた実行プラン～」
（平成 31 年１月 東京都）
、
「エネルギー基本計画」
（平成 30 年 7 月
3 日 閣議決定）
、
「東京都地球温暖化対策指針」
（平成 26 年 11 月 東京都）、
「東京都気候変
動対策方針」
（平成 19 年６月 東京都）、
「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針」
（平成 24 年５月 東京都）
、
「総量削減義務と排出量取引制度」
（平成 28 年５月 東京都）
、
「地球温暖化対策報告書制度」
（平成 23 年７月 東京都）の計画等の整理によった。
カ．法令等の基準等
調査は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)、都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）
、エネルギーの使用の合理
化等に関する法律(省エネ法)(昭和 54 年法律第 49 号)の法令等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．温室効果ガス・エネルギーの状況
我が国の温室効果ガスの排出量の経年変化は、図9.1.8-1に示すとおりである。
2017年度（平成29年度）における温室効果ガス排出量は、12億9,400万t-CO2であり、2013
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年度（平成25年度）比8.2％、2005年度（平成17年度）比6.2％の減少となっている。

CO₂排出量

消費エネルギー

出典： 「2017年度（平成29年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」
（2019年８月１日参照 環境省ホームページ）http://www.env.go.jp/press/files/jp/110354.pdf
「環境統計集（平成29年版） 1章 社会経済一般 国内最終エネルギー消費の推移」
（2019年８月１日参照 環境省ホームページ）
https://www.env.go.jp/doc/toukei/contents/tbldata/h29/2017-1.html

図9.1.8-1

我が国の温室効果ガス排出量・消費エネルギーの推移（2017年度確報値）
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東京都における温室効果ガス総排出量の推移は、図9.1.8-2に示すとおりである。2017
年度（平成29年度）の温室効果ガス総排出量は、二酸化炭素換算で6,482 万t-CO2であり、
2000 年度（平成12年度）の6,220 万t-CO2と比べると4.2％の増加、2016年度の6,443 万
t-CO2と比べると0.6％の増加となっている。
温室効果ガス排出量全体としては、エネルギー消費量の削減及び電力の二酸化炭素排出
係数の改善効果により、2012年度（平成24年度）から減少傾向にある。
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出典：「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査（2016 年度実績）」
（平成 31 年３月 東京都環境局）
「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（2017 年度速報値）
」
（令和元年７月 東京都環境局）
をもとに作成

図9.1.8-2

東京都における温室効果ガス総排出量の推移

東京都における総CO2排出量（部門別）は、図9.1.8-3に示すとおりである。2017 年度（平
成29年度）の部門別CO2排出量は、業務部門が2,553万t-CO2ともっとも多く、全体の約44％
を占めている。総CO2排出量に占めるエネルギー起源CO2排出量の割合は、97.1～98.4％とな
っており、高い割合を占める傾向が続いている。
総CO2排出量（部門別）の推移（万t-CO 2）
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出典：「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（2017 年度速報値）」
（令和元年７月

図9.1.8-3

東京都における総CO2排出量（部門別）の推移
- 322 -

2017
年度

東京都環境局）
をもとに作成
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東京都における最終エネルギー消費（部門別）の推移は、図9.1.8-4に、最終エネルギー
消費（燃料種別）は、図9.1.8-5に示すとおりである。
2017 年度（平成29年度）の最終エネルギー消費は620PJであり、2000年度（平成12年度）
の802PJと比べると23％の減少、2010年度（平成22年度）の714PJと比べると13％の減少と
なっている。
部門別にみると産業部門、運輸部門での減少率が大きい。燃料種別では、電力及び都市
ガスの割合が増加しており、LPG、燃料油の割合は減少している。
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出典：「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（2017 年度速報値）」
（令和元年７月

東京都環境局）
をもとに作成

図 9.1.8-4 東京都における最終エネルギー消費（部門別）の推移

出典：「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（2017 年度速報値）」
（令和元年７月

東京都環境局）

図 9.1.8-5 東京都における最終エネルギー消費（燃料種別）の推移
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イ．東京都等における取組の状況
東京都では、産業・業務部門における対策として、環境確保条例に基づく温室効果ガス排
出総量削減義務と排出量取引制度（東京都キャップ＆トレード制度）により、オフィスビル
等も含め、大規模事業所に CO2 排出総量の削減義務を課している。中小規模事業所について
は、地球温暖化対策報告書の提出を受け、その内容を公表することにより、二酸化炭素排出
量の抑制を推進していくこととしている。
また、大規模な新築建築物については、「エネルギーの使用の合理化」等の配慮措置につ
いて、計画書の提出を受け、その内容を公表する「建築物環境計画書制度」があり、その内
容に基づき、マンションの環境性能やオフィスビル等の省エネルギー性能の評価が行われる
しくみがある。
都庁自らの取組としては、
「スマートエネルギー都庁行動計画」により、意欲的な目標の
設定を踏まえ、東京都自らが先導的な目標と取組を掲げ、取り組んでおり、さらに「省エネ・
再エネ東京仕様」を適用した都有建築物の省エネルギー化や再生可能エネルギー導入のほ
か、投資家に対して、気候変動の影響への適応の観点から選定した事業等を投資対象とす
るグリーンボンドの発行等を行っている。
(ｱ) 産業部門
大規模事業所の工場等に対しては東京都キャップ＆トレード制度、中小規模事業所の
工場に対しては地球温暖化対策報告書制度等の運用において、照明のLED化等の省エネル
ギー対策を推進している。
中小規模事業所の工場に対しては、
「地球温暖化対策報告書制度」を活用した省エネル
ギー対策支援、民間主導型の省エネルギー対策の定着などを行っている。
再生可能エネルギーの事業所などへの導入推進として、蓄電池システムの導入支援、
電気事業者ごとの再生可能エネルギー利用率を「見える化」するなどの再生可能エネル
ギーによる電力利用を促進している。
東京都の率先行動として、投資家に対して、気候変動の影響への適応の観点から選定
した事業等を投資対象とするグリーンボンドの発行等を行っている。
(ｲ) 業務部門
大規模事業所のオフィスビル等に対しては東京都キャップ＆トレード制度、中小規模
事業所のビル等に対しては地球温暖化対策報告書制度等の運用において、照明のLED化等
の省エネルギー対策を推進している。現存都有施設においてもLED照明を導入し、その状
況を公表している。
中小規模事業所のビル等に対しては、
「地球温暖化対策報告書制度」を活用した省エネ
ルギー対策支援、カーボンレポート制度の運用を通じた低炭素ビルの評価向上、民間主
導型の省エネルギー対策の定着、グリーンリース契約の締結を条件とした中小テナント
ビルの省エネルギー化支援などを行っている。
建築物における省エネルギー対策の推進として、ESCO事業者を活用したエネルギーマ
ネジメントの実施促進等を行っている。
再生可能エネルギーの事業所などへの導入推進として、蓄電池システムの導入支援、
電気事業者ごとの再生可能エネルギー利用率を「見える化」するなどの再生可能エネル
ギーによる電力利用を促進している。
東京都の率先行動として、
「省エネ・再エネ東京仕様」を適用した都有建築物の省エネ
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ルギー化や再生可能エネルギー導入のほか、投資家に対して、気候変動の影響への適応
の観点から選定した事業等を投資対象とするグリーンボンドの発行等を行っている。
(ｳ) 家庭部門
家庭のLED照明化の推進に向け、環境イベント等を活用した広報により、LED照明普及
のムーブメントを醸成している。
家庭における省エネルギー対策の推進として、断熱性能の高い窓を普及させるための
改修支援、太陽熱利用システムの導入支援、住宅展示場などを活用したエコハウス普及
に向けた啓発、社会の環境意識の向上等を行っている。
建築物における省エネルギー対策の推進として、マンションの電力消費のスマート化
の促進等を行っている。
再生可能エネルギーの住宅への導入推進として、蓄電池システムやV2H 1の導入支援、
電気事業者ごとの再生可能エネルギー利用率を「見える化」するなどの再生可能エネル
ギーによる電力利用を促進している。
(ｴ) 運輸部門
交通・輸送における省エネルギー対策の推進として、シェアサイクルの広域的な普及
促進、
「東京都貨物輸送評価制度」による物流部門の省エネルギー化推進、東京湾におけ
るはしけ輸送などによるモーダルシフトの推進によるエネルギー消費量削減などを行っ
ている。
水素ステーション整備促進により、燃料電池自動車の導入拡大を支援、燃料電池自動
車・バスの普及拡大に向けて、導入支援を行うとともに、東京都の庁有車での率先導入
を行っている。

（東京都撮影）

写真9.1.8-1 燃料電池バス
(ｵ) その他
地域におけるエネルギー利用のスマート化推進として、建物間のエネルギー融通に必
要なインフラの整備、都市づくり手法を活用した地区・街区でのエネルギー利用の効率
化促進等を行っている。
CO2フリー水素を生かした水素蓄電の電気や熱などの新たなエネルギーマネジメント
を推進している。
1 V2H：「ビークル to ホーム」の略。電気自動車等への充電と住宅への電力供給ができる設備で、電気自動車等を家
庭用蓄電池として活用可能。
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ウ．過去大会における対策の実施状況
ロンドンオリンピック・パラリンピックにおいて、大会のカーボンフットプリントに関し
て基準を定め、実績（開催後の想定）との比較が行われている。この中で、削減の背景とし
て挙げられている事項は、表9.1.8-2に示すとおりである。
表 9.1.8-2 ロンドンオリンピック・パラリンピックにおける温室効果ガス排出量対策
開催都市

ロンドン

開催年

2012 年

概

要

・会場での再生可能製品の使用
・関係者・マスコミ・選手チームの既存公共輸送サービスの利用
・聖火リレーの国際便での長距離飛行機輸送をさけた英国国内のみでの実施
・一部の機材の大会後半でのリース調達
・飛行機の代わりにユーロスター 2の使用
・輸送計画の公表による移動パターンの変化
・会期中の効率化策
・エネルギーの使用管理

出典：「2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック開催後サステナビリティ・レポート
（平成 24 年 12 月 ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員会）

変化のレガシー」

エ．東京 2020 大会に向けた取組
(ｱ) 各競技会場における取組
各競技会場（新設）における温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量削減に向けた
取組の状況は、表9.1.8-3に示すとおりである。
各競技会場（新設）における主な取組の状況（温室効果ガス・エネルギー）

5

注3

CASBEE 4

BEMS 3

ゾ ー ニ ング

Low-eガラス

システム注1
建 築 物 制度

注2

人 感 セ ンサ ー

地 中 熱 利用

太 陽 熱 利用

太 陽 光 発電

日射遮蔽

自然採光

自然換気

競技会場

設備・物品注1
コ ー ジ ェネ

建物注1
主な取組

LED照明

表9.1.8-3

新国立競技場
○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○
（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
○ ○
○
○
○
○
○
○
○
有明アリーナ
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○
大井ホッケー競技場
○
○
○
○
海の森水上競技場
○ ○
○
○
○
○
カヌー・スラロームセンター
東京アクアティクスセンター
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○
注1)主な取組の「建物」は建物の構造上での取組、「設備・物品」は設置する設備や物品での取組、「システム」は管
理方法や制度、しくみでの取組を示す。
注2)「コージェネ」はコージェネレーションシステム 6の略を示す。
注3)「建築物制度」は、東京都建築物環境計画書制度の略を示す。
出典：各競技会場の「東京2020大会実施段階環境影響評価書」、
「持続可能性進捗状況報告書」
（平成31年３月 組織委
員会）をもとに作成
2 ユーロスター：英仏を結ぶドーバー海峡に海底トンネルが開業した1994年（平成6年）にデビューした国際高速列車。
3 BEMS：ビル･エネルギー管理システム（Building and Energy Management System）の略。ITを利用して業務用ビル
の照明や空調などを制御し、最適なエネルギー管理を行うもので、要素技術としては、人や温度のセンサーと制
御装置を組み合わせたものである。
4 CASBEE：建築環境総合性能評価システムであり、建築物の環境性能で評価し格付けする手法。省エネルギーや環境
負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質
を総合的に評価するシステムである。
5 ゾーニング：建物特性や使い方を考慮しながらいくつかのゾーンに区切り、空調系統を分けて、各ゾーンの温度や
湿度を調整するという考え方により設定されるもの。
6 コージェネレーションシステム：熱源より電力と熱を生産し供給するシステムの総称。電力と廃熱の両方を有効利
用することでCO2排出量の削減、省エネルギーによる経済性向上ができる。
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建物面では、新国立競技場（オリンピックスタジアム）
、武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ等において、自然換気、自然採光を考慮したデザインが導入されている。
設備・物品面では、太陽光発電、太陽熱利用、地中熱利用、コージェネレーションシ
ステムの採用等が行われている。武蔵野の森総合スポーツプラザについては竣工してお
り、太陽光発電設備として発電容量102.58kW、太陽熱利用設備として利用容量197kW、地
中熱利用設備として地中熱容量406.8kWの実績を有している。
なお、武蔵野の森総合スポーツプラザにおけるエネルギー使用量は、表9.1.8-4に示す
とおりである。2018年（平成30年）の月平均のエネルギー使用量は、2017年（平成29年）
に比べ、電気で約86％、都市ガスで約76％となっている。

（東京都撮影）

写真9.1.8-2
表9.1.8-4

太陽光パネルの設置状況（武蔵野の森総合スポーツプラザ）
武蔵野の森総合スポーツプラザにおけるエネルギー使用実績

2017年（平成29年）
11～12月
月平均

項目
電気

651,175kWh/年

都市ガス

94,838m3/年

2018年（平成30年）
１～12月
月平均

531,222kWh/月 5,454,789kWh/年
77,369m3/月

705,172m3/年

454,566kWh/月
58,764m3/月

注)武蔵野の森総合スポーツプラザは、2017年11月25日にオープンしており、2017年（平成29年）の月
平均は稼働日数を考慮している。
出典：武蔵野の森総合スポーツプラザへの聞き取りによる

システム面では、BEMSの採用、CASBEE等の認証取得が行われている。CASBEEについて
は、新設恒久会場である新国立競技場（オリンピックスタジアム）、有明アリーナ及び東
京アクアティクスセンターにおいて「Ｓランク」
（５段階のランキングのうち最高評価）
の取得を目指している。また、2,000m2以上の新設恒久会場である新国立競技場（オリン
ピックスタジアム）、有明アリーナ、有明テニスの森、大井ホッケー競技場、及び東京ア
クアティクスセンターにおいては、東京都建築物環境計画書制度における「段階３」
（３
段階の評価のうち最高評価）の取得を目指しており、武蔵野の森総合スポーツプラザ、
海の森水上競技場においては、既に「段階３」を取得している。これは建築物の設備シ
ステムのエネルギー利用の低減率（ERR）が標準的な建物より30％以上低減することを示
している。
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(ｲ) 「選手村地区エネルギー整備計画」
大会後の選手村地区では、系統電力や都市ガスに加えて、水素や排熱などを重層的に組
み合わせて利用することで、低炭素化・省エネルギー化・都市のレジリエンス強化の実現
を目指している。
2016年度（平成28年度）には「選手村地区エネルギー整備計画」を取りまとめるととも
に、2017年度（平成29年度）にこの整備内容を実施する民間事業者を募集し、事業者を決
定した。事業者は、水素ステーション施設、水素パイプライン及び純水素型燃料電池等を
整備し、東京2020大会後における、車両や各街区の純水素型燃料電池への水素供給を実施
する予定である。
大会時には、水素エネルギーの利活用に関心が高まるよう、水素利活用の先駆けとなる
モデルを示す「プレゼンテーション事業」を東京都が実施する。
(ｳ) 「東京ゼロカーボン４デイズ in 2020」の実現
東京都は、CO2を排出しない「ゼロエミッション東京」を目指す取組を実施しており、
その一環として、東京2020大会の開会式と閉会式の計4日間の都内全てのCO2排出量をオフ
セットしてゼロにする取組を行う。
４日間分の都内全CO2排出量は約72万トン（1日当たり約18万トン×４日間）を想定して
おり、募集対象クレジットは、東京都キャップ＆トレード制度における超過削減量、都
内中小クレジットである。
(ｴ) 「東京 2020 大会のカーボンオフセット」への協力
東京都は、東京2020大会のホストシティとして、東京2020大会組織委員会が目指す大会
の開催に伴い発生するCO2をゼロにする「東京2020大会のカーボンオフセット」にも協力し
ている。
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オ．東京都等の計画等の状況
温室効果ガス、エネルギーに関する東京都等の計画等は、表9.1.8-5(1)～(4)に示すとお
りである。
表 9.1.8-5(1) 温室効果ガス、エネルギーに関する計画等
関係計画等
目標・施策等
都民ファーストでつくる
○都民ファーストの視点で、３つのシティ（セーフシティ、ダイバーシティ、スマート
「新しい東京」～2020 年に
シティ）を実現し、新しい東京をつくる
向けた実行プラン～
①誰もが安心して暮らし、希望と活力を持てる東京
（平成 28 年 12 月 東京都）
②成長を生み続けるサステイナブルな東京
③日本の成長エンジンとして世界の中で輝く東京
「３つのシティ」の実現に ○スマートシティ
向けた政策の強化（2019 年
～世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京～
度）～2020 年に向けた実行
政策の柱１ スマートエネルギー都市
プラン～
政策展開２ 省エネルギー対策の推進
（平成 31 年１月 東京都）
エネルギー大消費地である東京の責務として、世界をリードする低炭素都市を
実現するため、都内のエネルギー消費量を 2030 年までに 2000 年比 38％削減、
温室効果ガス排出量を 2030 年までに 2000 年比 30％削減することを目標に、都
民や事業者、区市町村等と連携して、省エネルギー対策を推進する。
政策展開３ 再生可能エネルギーの導入促進
エネルギーの大消費地である東京において、2030 年までに再生可能エネルギー
の電力利用割合を 30％程度（2017 年度 14.1％）に高めるとともに、太陽光発電
設備 130 万 kW（累計）を導入する。
都庁率先行動の更なる加速として、都庁舎で使用する電力について、再生可能
エネルギー100％化への取組（都庁舎版 RE100 7）を推進。
エネルギー基本計画
○エネルギー政策の基本的視点（３E+S）
（平成 30 年 7 月 3 日
安全性（Safety）を前提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）を第
閣議決定） 一とし、経済効率性の向上（Economic Efficiency）による低コストでのエネルギー供給
を実現し、同時に、環境への適合（Environment）を図るため、最大限の取組を行う。
【2030 年に向けた対応】
温室効果ガス 26％削減に向けて、エネルギーミックスの確実な実現
＜主な施策＞
○再生可能エネルギー
・主力電源化への布石
・低コスト化、系統制約の克服、火力調整力の確保
○原子力
・依存度を可能な限り低減
・不断の安全性向上と再稼働
○化石燃料
・化石燃料等の自主開発の促進
・高効率な火力発電の有効活用
・災害リスク等への対応強化
○省エネ
・徹底的な省エネの継続
・省エネ法と支援策の一体実施
○水素/蓄電/分散型エネルギーの推進
【2050 年に向けた対応】
温室効果ガス 80％削減を目指して、エネルギー転換・脱炭素化への挑戦
＜主な方向＞
○再生可能エネルギー
・経済的に自立し脱炭素化した主力電源化を目指す
・水素/蓄電/デジタル技術開発に着手
○原子力
・脱炭素化の選択肢
・安全炉追求/バックエンド技術開発に着手
○化石燃料
・過渡期において一次エネルギー源としては主力、資源外交を強化
・ガス利用へのシフト、非効率石炭フェードアウト
・脱炭素化に向けて水素開発に着手
○熱・輸送、分散型エネルギー
・水素・蓄電等による脱炭素化への挑戦
・分散型エネルギーシステムと地域開発

7 都庁舎版RE100：The Climate Group と CDPが主催する、企業が事業で使用する電力の再生可能エネルギー100％化
にコミットする国際協働イニシアチブ。
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表 9.1.8-5(2) 温室効果ガス、エネルギーに関する計画等
関係計画等
目標・施策等
東京都地球温暖化対策指針 ・温室効果ガス排出事業者が取り組むべき地球温暖化の対策の推進体制の整備、温室効
（令和元年７月 東京都）
果ガス排出量の把握、地球温暖化対策計画書及び地球温暖化対策報告書等を作成する
ための方法等について定めている。
・事業者は、自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの量の把握及びその削減等
のための措置を継続的に実施するよう努めなければならない。
・事業者は、他の事業者が取り組む当該他の事業者自らの事業活動に伴い排出される温
室効果ガスの量の把握及びその削減等のための措置の実施に対し、必要な協力を行う
よう努めなければならない。
・事業者は、東京都が実施する温室効果ガスの排出削減のための施策について把握及び
理解に努め、効果的に施策が実施されるよう協力しなければならない。
「カーボンマイナス東京 10 年プロジェクト」
（東京の温室効果ガス排出量を、2020 年ま
東京都気候変動対策方針
でに 2000 年から 25％削減）を目標とする基本方針。
（平成 19 年６月 東京都）
＜実現のための方針＞
1.企業の CO2 削減を推進：大規模排出事業所には削減義務と排出量取引制度の導入、中小
企業の省エネ対策等を「環境 CBO」等の導入で推進、金融機関に対し環境投融資の拡大
と投資実績の公開を要請、
「グリーン電力購入」の推進、大気汚染対策と連携した取組
2.家庭の CO2 削減を本格化：
「白熱球の一掃作戦」
、太陽熱市場の再生、住宅の省エネルギ
ー性能の向上、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の普及促進
3.都市づくりでの CO2 削減をルール化：世界トップクラスの建物省エネ仕様を策定し都の
施設へ全面適用、大規模新築建築物等に対する省エネ性能の義務化、大規模新築建築
物等に対する「省エネルギー性能証書（仮称）
」の導入、地域におけるエネルギーの有
効利用や再生可能エネルギー利用の推進
4.自動車交通での CO2 削減を加速：低燃費車普及推進、環境自動車燃料導入促進、エコド
ライブ等の支援、公共交通を生かした交通量対策
5.各部門の取組を支える、都独自の仕組みを構築：CO2 排出量取引制度の導入、中小企業・
家庭の省エネ努力を促進・支援する制度の構築、
「省エネルギー促進税制」の導入を免
税・課税の両面で検討
東京都省エネ・エネルギー ・従来の省エネルギー・再生可能エネルギー導入拡大に加えて 2011 年夏の電力需給ひっ
マネジメント推進方針
迫への対応経験を活かし、2012 年夏以降に取り組むべき「賢い節電」の方針を定め、
（平成 24 年５月
将来のスマートエネルギー都市の実現を目指す取組を検討する。
東京都） ＜「賢い節電」の実施＞
・「賢い節電」の基本原則（３原則）
1.無駄を排除し、無理なく「長続きできる省エネ対策」を推進
2.ピークを見定め、必要なときにしっかり節電（ピークカット）
3.経済活動や都市のにぎわい・快適性を損なう取組は、原則的に実施しない
・事業所向け「賢い節電」７か条
1.500 ルクス以下を徹底し、無駄を排除、照明照度の見直しを定着化
2.「実際の室温 28℃」を目安に、上回らないよう上手に節電
3.OA 機器の省エネモード設定を徹底
4.電力の「見える化」で、効果を共有しながら、みんなで実践
5.執務室等の環境に影響を与えず、機器の効率アップで省エネを
6.エレベータの停止など効果が小さく負担が大きい取組は、原則的に実施しない
7.電力需給ひっ迫が予告された時に追加実施する取組を事前に計画化
＜スマートエネルギー都市実現を目指した主な取組＞
・事業所における取組の促進
・キャップ＆トレード制度における需要家による低炭素電力・熱の選択を評価する仕
組みの導入
・地球温暖化対策報告書制度の着実な運用～中小規模事業者が自らの CO2 排出水準を
評価できるベンチマークの導入
・低 CO2 排出型の既存の中小規模建築物が不動産取引市場で評価されるための取組の
推進
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表 9.1.8-5(3) 温室効果ガス、エネルギーに関する計画等
関係計画等

目標・施策等

総量削減義務と排出量取引 ○制度の概要
・オフィスビル等を対象とする世界初の都市型のキャップ＆トレード制度
制度
・高効率機器への更新や運用対策の推進など、自らの事業所で削減対策を推
（平成 28 年５月 東京都制
進
度説明会資料による）
・自らの削減対策に加え、排出量取引での削減量の調達により、合理的に削
減義務を履行することができる仕組み
・大規模事業所間の取引に加え、各種クレジットの活用が可能
＜削減計画期間（5 年間）＞
第１計画期間：2010～2014 年度
第２計画期間：2015～2019 年度
以後、５年度ごとの期間
＜総量削減義務の履行期限＞
計画期間終了後、１年 6 か月間の整理期間の後、履行期限となる。
○制度の対象（対象となる事業所）
燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計 1,500kL 以上の事業所
○総量削減義務の対象ガス
燃料、熱、電気の使用に伴い排出される CO2
○総量削減義務の対象者
対象となる事業所の所有者（原則）
○総量削減義務
＜削減義務量＞
（基準排出量）×（削減義務率）×（削減義務期間）⇒削減義務量
（基準排出量）×（削減義務期間）－（削減義務量）⇒排出上限量
削減義務期間の排出量を、上記で定まる排出上限量以下にする
＜削減義務率＞
Ⅰ-1.オフィスビル等と熱供給事業所（区分Ⅰ-2 に該当するものを除く）
：
第１計画期間８％、第２計画期間 17％
Ⅰ-2.オフィスビル等のうち、他人から供給された熱に係るエネルギーを多く
利用している事業所：
第１計画期間６％、第２計画期間 15％
Ⅱ.区分Ⅰ-1、区分Ⅰ-2 以外の事業所（工場等）
：
第１計画期間６％、第２計画期間 15％
○義務履行手段
・自らの事業所で削減（①高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や運
用対策の推進など、②低炭素電力・熱の選択の仕組み、③高効率コジェネ
受入評価の仕組み）
・排出量取引（①超過削減量、②都内中小クレジット、③再エネクレジット、
④都外クレジット、⑤埼玉連携クレジット）
・直前の削減計画期間からのバンキング
○排出量取引
・排出量取引は、取引の当事者間で行うことが基本
・排出量取引の取引価格は、取引する当事者同士の交渉・合意により決定さ
れる。
・取引価格に対する上限価格、下限価格等の制約は特に定めない。
○実効性の担保
義務履行期限までに削減義務未達成の場合、削減義務不足量×1.3 倍を削減
するよう措置命令
⇒命令違反の場合、罰則（上限 50 万円）
、違反事実の公表、知事が命令不足
量を調達し、その費用を請求
○地球温暖化対策計画書の提出と公表
制度対象となる大規模事業所は、毎年、削減目標、目標を達成するための措
置の計画及び実施状況、特定温室効果ガスの年度排出量、その他ガスの年
度排出量等を記載した地球温暖化対策計画書を作成し、知事に提出する。
また、前年度の年度排出量等を公表しなければならない。
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表 9.1.8-5(4) 温室効果ガス、エネルギーに関する計画等
関係計画等

目標・施策等

地球温暖化対策報告書制度 ・燃料・熱・電気使用量の原油換算量が 1,500kL/年未満の中小規模事業所を対象
（平成 23 年７月 東京都）
に、CO2 排出量を把握し、抑制対策の実施を推進する。
・同一事業者が都内に設置している事業所等（前年度の原油換算エネルギー使用
量が 30kL 以上 1,500kL 未満の事業所等）の前年度の原油換算エネルギー使用量
の合計が年間 3,000kL 以上になる場合、事業所等の報告書を取りまとめて提出
する義務と公表の義務が課せられる。
・連鎖化事業者の場合、一定の要件に当てはまる場合は義務提出対象となる。
・義務提出の対象とならない都内の全ての中小規模事業所についても、自主的に
報告書の提出ができる。
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カ．法令等の基準等
温室効果ガス、エネルギーに関する法令等については、表9.1.8-6(1)～(3)に示すとおり
である。
表 9.1.8-6(1) 温室効果ガス、エネルギーに関する法令等
法令・条例等
地球温暖化対策の推進に
関する法律
(平成 10 年法律第 117 号)

責務等
（目的）
第一条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすもので
あり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において
大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共
通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重
要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定する
とともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促
進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もっ
て現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の
福祉に貢献することを目的とする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための
措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を
講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの
排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
(温室効果ガス算定排出量の報告)
第二十六条 事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条に
おいて同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定
めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところ
により、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主
務省令で定める事項（当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置
している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令
で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事
項）を当該特定排出者に係る事業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」とい
う。
）に報告しなければならない。
２ 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、
商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関す
る指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者（以下この項
において「加盟者」という。）が設置している事業所における温室効果ガスの排
出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるもの（以下こ
の項において「連鎖化事業」という。
）を行う者（以下この項において「連鎖化
事業者」という。
）については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係
るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなし
て、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業所を設置してい
る場合」とあるのは、
「事業所を設置している場合（次項に規定する加盟者が同
項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置している場合を含む。）」とす
る。
３ この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ご
とに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める
方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて
得た量をいう。
(事業者の事業活動に関する計画等)
第三十六条 事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるとこ
ろに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための
措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に
関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
２ 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定める
ところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状
況を公表するように努めなければならない。
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表 9.1.8-6(2) 温室効果ガス、エネルギ―に関する法令等
法令・条例等
責務等
都民の健康と安全を確保す (目的)
第一条 この条例は、他の法令と相まって、環境への負荷を低減するための措置
る環境に関する条例
を定めるとともに、公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を定め
（平成 12 年東京都
ること等により、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で
条例第 215 号）
必要な環境を確保することを目的とする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及
び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
２ 事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制その
他必要な管理体制の整備に努めるとともに、その管理に係る環境への負荷の状
況について把握し、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視し
なければならない。
(特定地球温暖化対策事業所の温室効果ガス排出量の削減)
第五条の十一 特定地球温暖化対策事業所の所有事業者等(以下「特定地球温暖化
対策事業者」という。)は、各削減義務期間ごとに、当該特定地球温暖化対策事
業所における算定排出削減量(排出削減量に、第１号の量及び第２号の量を加
え、第３号の量を減じて得た量をいう。以下同じ。)を、当該削減義務期間終了
後の規則で定める日までに、削減義務量以上としなければならない。
(地球温暖化対策計画書の作成等)
第六条 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球温暖化対策事業所ごと
に、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「地球温暖化対策計画書」という。)
を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、第６号の量については、第 5 条の 11
第４項の規定による検証の結果を添えて、規則で定めるところにより、知事に
提出しなければならない。ただし、第５条の８第２項の規定により検証の結果
が既に提出されているときは、同号の量について検証の結果を添えることは要
しない。
(地球温暖化対策計画の公表)
第八条 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画書を提出したときは、
規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。
(建築主の責務)
第十八条 建築物の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当該
建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)に係るエネルギーの使用の合
理化、資源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和及び再
生可能エネルギーの利用について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努
めなければならない。
(配慮指針に基づく環境配慮の措置)
第二十条 規則で定める規模を超える特定建築物(以下「大規模特定建築物」とい
う。)の新築等をしようとする者(以下「大規模特定建築主」という。)は、当該
大規模特定建築物及びその敷地(以下「大規模特定建築物等」という。)につい
て、配慮指針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じなければならな
い。
(省エネルギー性能基準の順守)
第二十条の三 規則で定める規模を超える大規模特定建築物(以下「特別大規模特
定建築物」という。)の新築等をしようとする大規模特定建築主(以下「特別大
規模特定建築主」という。)は、配慮指針で定めるところにより、当該特別大規
模特定建築物(規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を除
く。)について、規則で定める省エネルギー性能基準の値に適合するよう措置を
講じなければならない。
(建築物環境計画書の作成等)
第二十一条 大規模特定建築主は、規則で定めるところにより、大規模特定建築
物等について、次に掲げる事項を記載した環境への配慮のための措置について
の計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、建築基準法第６条第
１項の規定に基づく確認の申請又は同法第 18 条第２項の規定に基づく通知の
前であって規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。
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表 9.1.8-6(3) 温室効果ガス、エネルギ―に関する法令等
法令・条例等
責務等
（目的）
エネルギーの使用の
合理化等に関する法律 第一条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源
の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネル
(省エネ法)
ギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エ
(昭和 54 年
ネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて
法律第 49 号)
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
（エネルギー使用者の努力）
第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用
の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければな
らない。
（事業者の判断の基準となるべき事項等）
第五条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を
図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成する
ために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う
者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギー
の使用の方法の改善、第百四十五条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れてい
る機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事
項であつて次に掲げるもの
イ 燃料の燃焼の合理化
ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ 廃熱の回収利用
ニ 熱の動力等への変換の合理化
ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化
２ 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化
に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべ
き措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
一
電気需要平準化時間帯（電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必
要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。
）
における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換
二
電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する
機械器具を使用する時間の変更
３
第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需
給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理
化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定
めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
（中長期的な計画の作成）
第十五条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、その設置している
工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエ
ネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大
臣に提出しなければならない。
２ 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め
ることができる。
３ 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
（定期の報告）
第十六条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工
場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率
及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエ
ネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状
況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、エネルギーの効率的な利用と温室効果ガス排出量削減の程度とした。
2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。

3)

予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。

4)

予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての東京都等の取組や活動状況を参考として、

東京 2020 大会開催中のエネルギー使用量及び温室効果ガスの排出量を類推する方法とした。
予測は、競技会場における大会開催中のガス（都市ガス及び LPG）使用量及び電気量、選手
及びメディア関係者の車両走行によるものを対象とし、エネルギー使用量及び温室効果ガスの
排出量の算定に当たっては、
「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン

Ver.1.0」（平成

29 年３月 環境省）を参照した。
5)

予測結果
東京2020大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活用し、恒久会場の
建設を抑制することにより、競技会場等の整備により使用するエネルギー使用量及び排出され
る温室効果ガスを削減している。
また、東京2020大会の新設恒久施設では、建物形状の配慮、省エネルギー性能の高い設備・
物品等の導入及びBEMS等の導入により、競技会場等の稼働に伴うエネルギー使用量及び温室効
果ガス排出量の削減に配慮した計画のもと整備されている。これらの取組により、東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会開催中のエネルギー使用量は、約920,000GJ、温室効果ガス
排出量は、約77,000t-CO2と予測される。
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(3) ミティゲーション
組織委員会は、表 9.1.8-7 に示す気候変動分野の目標を設定し、温室効果ガスの排出量及びエ
ネルギー使用量の削減に努めることとしている。
表 9.1.8-7
区分
排出
回避

東京 2020 大会の気候変動分野の目標

目標

目標値

環境性能の高い物品の最大限の調達

・調達コードに沿った物品の調達を行う

省エネルギー性能の高い設備や機器等の最
・省エネ性能の高い機器等の最大限の導入
大限の利用
・事務施設における照明、室温の適正化の実
会場運営におけるエネルギー管理の実施及
行
び新規恒久会場における BEMS の導入と活用
・BEMS 導入会場４会場
物品の最大限の循環型利用による CO2 排出抑
・調達物品の再利用・再生利用率：99％
制
・乗用車：低公害・低燃費車両比率:100％
環境負荷の少ない輸送の推進
・ 大 会 関 係 車 両 の 平 均 CO2 排 出 量 原 単 位
（gCO2/km）
CO2 以外の温室効果ガス（HFC 類等）の最大限
・冷媒用途代替フロンの削減
の削減
・再エネ電力利用率 100％
再生可能エネルギーの最大限の利用
・電力以外の再生可能エネルギーの利用量
対策を講じても発生することが避けられな
・オフセット等の実施
い CO2 等に対するオフセット等の実施

排出
削減

相殺

出典：「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会持続可能性に配慮した運営計画 第二版」
（平成30年６月 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会）

1)

排出回避
・東京2020大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活用し、恒久会
場の建設を抑制することにより、競技会場等の整備により使用するエネルギー使用量及
び排出される温室効果ガスを削減している。
・環境性能の高い物品の最大限の調達を目標に、調達コードに沿った物品の調達を行う。

2)

排出削減

ア．建物形状等によるハード対策
・新国立競技場（オリンピックスタジアム）では、外壁に庇により深い軒を形成し、諸室
における夏季の日射遮蔽と冬季の日射熱取得との両面を図る。また、屋根の南側にガラ
ストップライトを設けて、自然光をできる限りピッチ面に取り込み補光設備必要範囲を
減少させる。
・新国立競技場（オリンピックスタジアム）では、
「風の大庇」の開口率（ルーバー間隔）
を調整し、スタジアム全体の気流分布と換気ルートの適正化を図る。また、各階に観客
席に風を取り込む「風の庭」を設け、これらの開口による弱風時の温度差換気による外
気取入れと排熱促進を図る。
・武蔵野の森総合スポーツプラザ等では、自然換気や自然採光を考慮する。
・海の森水上競技場の南面、西面の外装は、大庇により、真夏の日射遮蔽に配慮する。ま
た、北側の外装に開口を設け、安定的な自然光を取り入れる。
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イ．設備・物品等によるハード対策
・省エネルギー性能の高い設備や機器等の最大限の利用を目標に、省エネ性能の高い機
器等の最大限の導入を行う。具体的には、Low-E（複層）ガラスを採用することによる
断熱強化（武蔵野の森総合スポーツプラザ）、高効率LED照明器具の採用、人感センサ
ーによる消費電力の低減（有明アリーナ、大井ホッケー競技場、海の森水上競技場、
東京アクアティクスセンター）等を行う。
・武蔵野の森総合スポーツプラザ、有明アリーナ、東京アクアティクスセンターでは、
再生可能エネルギーの利用として、太陽光発電、太陽熱利用、地中熱利用を行う。ま
た、新国立競技場（オリンピックスタジアム）では、屋根先端にガラス一体型シース
ルー薄膜太陽電池を設置する。
・排熱の有効利用として、コージェネレーション設備を導入する（武蔵野の森総合スポ
ーツプラザ、有明アリーナ、東京アクアティクスセンター）。
・温室効果の低い冷媒を使用した機器の導入として、ノンフロン冷媒（自然冷媒）を用
いた機器の調達を図る。
・再エネ電力の直接的活用（既存契約電力を上回る電力を新規に調達する場合、再生可
能エネルギー電力と契約する）やグリーン電気購入等により、再生可能エネルギーの
最大限の活用を図る。
ウ．システムによるハード対策
・新国立競技場（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、有明アリ
ーナ及び東京アクアティクスセンターでは、BEMSを導入することにより、エネルギー
管理を行い、蓄積されたデータによる省エネ活用を可能とする。
・新国立競技場（オリンピックスタジアム）
、有明アリーナ及び東京アクアティクスセン
ターでは、設備系統の分割、部分空調の実施等のゾーニングを行うことにより、省エ
ネルギー化を図る。
エ．運用におけるソフト対策
・供用中の施設の運用実績を可能な限り踏まえ、効率的な設備機器の運用によって、エ
ネルギーの効率的な利用を図る。
・ワークフォース 8エリア等では、照明管理やクールビズの励行などでの空調管理、効率
的な給湯の提供等、使用エネルギーの抑制に努める。
・物品の最大限の循環型利用によるCO2排出抑制を目標に、調達物品の再利用・再生利用
率を99％とする。大会で使用される物品や資機材については、レンタル・リースを基
本とし、購入せざるを得ない場合においては、後利用先の確保を徹底する。
・大会関係車両のうちの乗用車については、燃料電池自動車やプラグインハイブリッド
自動車等を積極的に導入する。また、観客の公共交通機関等の利用促進（広報による
周知）
、大会関係車両における急発進・急ブレーキの抑制をはじめとしたエコドライブ
の徹底も行う。
・組織委員会、東京都、国により発足した「2020TDM 9推進プロジェクト」により、公共交
通への利用転換、テレワーク等、大会時の交通混雑も緩和に努める。

8 ワークフォース：大会のために従事する有給スタッフ、ボランティア、請負事業者。
9 TDM：交通需要マネジメント（Transportation Demand Management）の略。自動車の効率的利用や公共交通への利用
転換など、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など、
「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み。
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(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、エネルギーの効率的な利用と温室効果ガス排出量削減への配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われることとした。
2)

評価の結果
我が国の消費エネルギー及び温室効果ガス排出量は、2020 年以降の温室効果ガス削減目標

基準年である 2013 年度及び 2005 年度から減少している。また、東京都では、東京 2020 大会
を契機とした水素エネルギーの普及が促進されている。
このような中、東京 2020 大会では、会場計画全体の見直しにより、既存施設を最大限に活
用し、恒久会場の建設を抑制することにより、競技会場等の整備により使用するエネルギー
使用量及び排出される温室効果ガスを削減している。さらに、東京 2020 大会の新設恒久施設
では、建物形状の配慮、省エネルギー性能の高い設備・物品等の導入及び BEMS 等の導入によ
り、競技会場等の稼働に伴うエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減に配慮した計
画のもと整備されている。
大会は暑さが厳しい時期に開催されることから、空調設備や暑さ対策設備等の適切な利用
による安全な大会運営を進めながらも、環境性能の高い物品の最大限の利用、省エネルギー
性能の高い設備や機器等の最大限の利用等により、エネルギーの効率的利用に努める計画と
なっている。
また、大会運営で使用する電力については、再エネ電力の直接的活用やグリーン電気購入
等により、再生可能エネルギーの最大限の活用を図るとともに、レンタル・リース品の利用
や観客・大会スタッフの公共交通利用などによるエネルギー消費抑制及び温室効果ガス排出
抑制につながる取組を積極的に進める計画となっている。
以上のように、エネルギーの効率的な利用と、それに伴う温室効果ガスの削減につながる
取組を東京都と組織委員会が連携して取り組むことから、エネルギーの効率的な利用と温室
効果ガス排出量削減への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.1.9 スポーツ活動
(1) 現況調査
1)

調査事項及びその選択理由
調査事項及び選択理由は、表9.1.9-1に示すとおりである。
表 9.1.9-1 調査事項及び選択理由
調査事項

選択理由

①施設等の整備の状況
②スポーツ活動の実施状況
③東京 2020 大会を契機としたスポーツ活動の状況
④法令等の目的等
⑤東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴い、スポーツ
活動の状況や意識に対しての変化が考
えられることから、左記の事項に係る調
査が必要である。

2)

調査地域
調査地域は、東京都とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大のスポーツの祭典であり、東京都や組

織委員会では、東京2020大会を契機とした様々なスポーツイベント、体験プログラム、教育プ
ログラム等を実施し、都民等のスポーツ活動への関心及び意識啓発のための機会を広く提供し
ている。
そのため、本評価書案では、スポーツ活動を実施する場となる「ア．施設等の整備の状況」
を調査するとともに、
「イ．スポーツ活動の実施状況」を調査し、その上で、東京2020大会の
開催に向けた「ウ．東京2020大会を契機としたスポーツ活動の状況」等を調査した。
ア．施設等の整備の状況
調査は、以下の資料から都立のスポーツ施設、東京 2020 大会の競技会場として新たに整
備する施設（新設恒久施設）の状況を整理した。
・
「独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書」（（独法）日本スポーツ振興セン
ターホームページ）
・
「秩父宮ラグビー場」（
（独法）日本スポーツ振興センターホームページ）
・
「国立競技場」
（
（独法）日本スポーツ振興センターホームページ）
・
「国立代々木競技場」（
（独法）日本スポーツ振興センターホームページ）
・
「国立スポーツ科学センター」
（
（独法）日本スポーツ振興センターホームページ）
・
「ナショナルトレーニングセンター」
（（独法）日本スポーツ振興センターホームページ）
・
「スポーツTokyoインフォメーション」（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）
・
「管理施設一覧」（(公財)東京都スポーツ文化事業団ホームページ）
・
「海上公園ナビ 有明テニスの森公園」
（東京港埠頭(株)ホームページ）
・「海上公園ナビ 若洲ヨット訓練所」
（東京港埠頭(株)ホームページ）
・
「東京都障害者総合スポーツセンター 館内施設案内」
（東京都障害者総合スポーツセン
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ターホームページ）
・
「東京都多摩障害者スポーツセンター 館内施設案内」
（東京都多摩障害者スポーツセン
ターホームページ）
・
「味の素スタジアム 施設ガイド」
（味の素スタジアムホームページ）
・
「武蔵野の森総合スポーツプラザ 施設情報」
（武蔵野の森総合スポーツプラザホームペ
ージ）
・
「新規恒久施設の施設運営計画」
（平成29年４月 東京都オリンピック・パラリンピック
準備局）
・
「TOKYOスポーツ施設サポーターズ事業における協力先の拡大について」（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）
イ．スポーツ活動の実施状況
「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成 30 年３月 東京都）では、スポーツへの関わり方
を「する・みる・支える」の３つの視点で捉えている。そのため、
「する」スポーツ、
「みる」
スポーツ、
「支える」スポーツに分け整理するとともに、障害者スポーツの状況を整理した。
(ｱ)「する」スポーツ
調査は、以下の資料からスポーツ活動の状況・行動意識の状況、学校における運動の状
況、地域スポーツクラブ育成状況、企業のスポーツ推進の状況を整理した。
・
「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成27年２月、平成29年１月 東京都生活
文化局）
・
「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成30年１月、平成31年
２月 東京都生活文化局）
・
「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成30年３月 東京都オリンピック・パラリンピッ
ク準備局）
・
「スポーツの実施状況等に関する世論調査（平成29年11-12月調査）」(スポーツ庁)
・
「平成30年度夢・未来プロジェクト実施校」
（平成30年４月 東京都教育委員会・生活
文化局）
・「スポーツTokyoインフォメーション

東京都スポーツ推進企業認定制度」（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）
(ｲ)「みる」スポーツ
調査は、以下の資料からスポーツ観戦率の状況を整理した。
・
「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成27年２月、平成29年１月 東京都生活
文化局）
・
「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成31年２月 東京都生
活文化局）
(ｳ)「支える」スポーツ
調査は、以下の資料からスポーツボランティア活動行動者数やパラリンピック競技応援
校指定の状況等を整理した。
・
「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成27年２月、平成29年１月 東京都生活
文化局）
・
「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成31年２月 東京都生
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活文化局）
・
「報道発表資料 平成30年度パラリンピック競技応援校を指定」
（東京都教育庁）
・
「報道発表資料 平成29年度パラリンピック競技応援校を指定」
（東京都教育庁）
(ｴ)障害者スポーツの状況
調査は、以下の資料から障害者スポーツの状況を整理した。
・
「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成30年３月 東京都オリンピック・パラリンピッ
ク準備局）
・
「障害者スポーツに関する意識調査報告書」
（平成30年11月 東京都オリンピック・パ
ラリンピック準備局）
ウ．東京 2020 大会を契機としたスポーツ活動の状況
調査は、以下の資料や東京都及び組織委員会の取組から東京 2020 大会を契機としたスポ
ーツ活動の状況を整理した。
・
「NO LIMITS CHALLENGE」
（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）
・
「TEAM BEYOND」
（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）
・
「東京2020教育プログラム「ようい、ドン！」
」
（組織委員会ホームページ）
・
「東京2020 Let's 55」
（組織委員会ホームページ）
・
「東京2020大会 コミュニティライブサイトガイドライン」
（平成31年４月 組織委員会）
・
「東京2020ライブサイト等基本計画」
（平成31年４月

東京都オリンピック・パラリンピ

ック準備局・組織委員会）
エ．法令等の目的等
調査は、スポーツ基本法等の法令等の整理によった。
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成 30 年
ック準備局）等の計画等の整理によった。
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4)

調査結果
ア．施設等の整備の状況
都内における国立のスポーツ施設は、表 9.1.9-2 に示すとおりである。国立競技場及び国
立代々木競技場は、1964 年（昭和 39 年）の前回大会の競技会場として利用され、東京 2020
大会においても、国立競技場は建替え、国立代々木競技場は改修のうえ、競技会場として利
用される。近年では、日本の国際競技力向上への支援を行う国立スポーツ科学センター、国
際競技力向上の強化活動拠点となるナショナルトレーニングセンターが整備されている。
東京都のスポーツ施設は、表 9.1.9-3 に示すとおりである。前回大会の 1964 年（昭和 39
年）までに２施設が整備され、前回大会後に８施設が整備された。東京体育館及び駒沢オリ
ンピック公園総合運動場は、前回大会の競技会場として使用され、東京体育館、有明テニス
の森公園テニス施設、東京辰巳国際水泳場、東京スタジアム（味の素スタジアム）及び武蔵
野の森総合スポーツプラザは、東京 2020 大会の競技会場として利用される。東京都障害者
総合スポーツセンター及び東京都多摩障害者スポーツセンターは、改修工事を実施していた
が、それぞれ 2019 年(令和元年)６月に開所式が開催され、リニューアルオープンした。
また、東京 2020 大会の競技会場として東京都が新たに整備する施設（新設恒久施設）は、
表 9.1.9-4 に示すとおりであり、東京 2020 大会に向けて新たに６施設が整備され、大会後
には広くスポーツ活動が実施できる施設となる。
表 9.1.9-2 国立スポーツ施設の状況

No.

施設名

所在地

1

秩父宮ラグビー場

港区

2

国立競技場
（旧国立競技場）

新宿区

3

国立代々木競技場

渋谷区

供用開始年
1947 年
(昭和 22 年)
1958 年
(昭和 33 年)
1964 年
(昭和 39 年)

主なスポーツ施設
ラグビー場、テニス場
競技場、トレーニングセンター、室内水泳場、体育館、
人工芝練習場、ランプ下走路
第一体育館、第二体育館、フットサルコート

スポーツ科学研究施設、メディカルセンター施設、トレ
ーニング施設、ナショナルトレーニングセンター施設、
4
国立スポーツ科学センター
北区
味の素フィールド西が丘、フットサルコート、テニスコ
ート
2008 年
屋内トレーニングセンター、陸上トレーニング場、屋内
5
ナショナルトレーニングセンター
北区
(平成 20 年) テニスコート、アスリートヴィレッジ
注)国立競技場の供用開始年及び主なスポーツ施設の内容は、旧国立競技場のものであり、現在整備中の新国立競技場は、2019
年(令和元年)11 月末に完成予定となっている。
出典：「独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書」
（2019 年８月１日参照 独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ）
https://www.jpnsport.go.jp/Portals/0/naash-reiki/act/frame/frame110000001.htm
「秩父宮ラグビー場」
（2019 年８月１日参照 日本スポーツ振興センターホームページ）
https://www.jpnsport.go.jp/chichibunomiya/home/tabid/36/Default.aspx
「国立競技場」
（2019 年８月１日参照 日本スポーツ振興センターホームページ）
https://www.jpnsport.go.jp/kokuritu/sisetu/tabid/59/Default.aspx
「国立代々木競技場」
（2019 年８月１日参照 日本スポーツ振興センターホームページ）
https://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/sisetu/tabid/104/Default.aspx
「国立スポーツ科学センター」
（2019 年８月１日参照 日本スポーツ振興センターホームページ）
https://www.jpnsport.go.jp/jiss/gaiyou/gaiyou/enkaku/tabid/161/Default.aspx
「ナショナルトレーニングセンター」
（2019 年８月１日参照 日本スポーツ振興センターホームページ）
https://www.jpnsport.go.jp/ntc/gaiyo/tabid/56/Default.aspx
2001 年
(平成 13 年)
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表 9.1.9-3 東京都のスポーツ施設の状況
No.

施設名

所在地

供用開始年

主なスポーツ施設
メインアリーナ、サブアリーナ、屋内プール、トレ
1956 年
ーニングルーム、スタジオ、陸上競技場、多目的コ
1
東京体育館
渋谷区
(昭和 31 年)
ート
陸上競技場、補助競技場、第一球技場、第二球技場、
1964 年
2
駒沢オリンピック公園総合運動場
世田谷区
硬式野球場、軟式野球場、テニスコート、体育館、
(昭和 39 年)
屋内球技場、弓道場、トレーニングルーム
1983 年
3
有明テニスの森公園テニス施設
江東区
テニスコート、有明コロシアム
(昭和 58 年)
1991 年
大武道場、第一武道場、第二武道場、弓道場、トレ
4
東京武道館
足立区
(平成 3 年) ーニングルーム
1991 年
マリーナ
5
若洲海浜公園ヨット訓練所
江東区
(平成 3 年)
1993 年
メインプール、サブプール、ダイビングプール
6
東京辰巳国際水泳場
江東区
(平成 5 年)
2001 年
スタジアム、フィールド、陸上競技場、フットサル
7
東京スタジアム（味の素スタジアム）
調布市
(平成 13 年) 施設
2017 年
メインアリーナ、サブアリーナ、屋内プール、トレ
8
武蔵野の森総合スポーツプラザ
調布市
(平成 29 年) ーニングルーム、フィットネススタジオ
体育館、トレーニング室、卓球室・サウンドテーブ
1986 年
ルテニス室、洋弓場、プール、多目的室、運動場、
9
東京都障害者総合スポーツセンター
北区
(昭和 61 年)
庭球場
1986 年
体育館、プール、トレーニング室、卓球室、サウン
10
東京都多摩障害者スポーツセンター
国立市
(昭和 61 年) ドテーブルテニス室
出典：
「スポーツ Tokyo インフォメーション 都のスポーツ施設」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.sports-tokyo.info/
「管理施設一覧」
（2019 年８月１日参照 (公財)東京都スポーツ文化事業団ホームページ）
https://www.tef.or.jp/index.jsp
「海上公園ナビ 有明テニスの森公園」
（2019 年８月１日参照 東京港埠頭(株)ホームページ）
http://www.tptc.co.jp/park/02_03
「海上公園ナビ 若洲ヨット訓練所」
（2019 年８月１日参照 東京港埠頭(株)ホームページ）
http://www.tptc.co.jp/park/03_06/point#mainbody
「東京都障害者総合スポーツセンター 館内施設案内」
（2019 年８月１日参照 東京都障害者総合スポーツセンターホームページ）
http://tsad-portal.com/mscd/facility/information
「東京都多摩障害者スポーツセンター 館内施設案内」
（2019 年８月１日参照 東京都多摩障害者スポーツセンターホームページ）
http://tsad-portal.com/tamaspo/facility/information
「味の素スタジアム 施設ガイド」
（2019 年８月１日参照 味の素スタジアムホームページ）
https://www.ajinomotostadium.com/overview/
「武蔵野の森総合スポーツプラザ 施設情報」
（2019 年８月１日参照 武蔵野の森総合スポーツプラザホームページ）
https://www.musamori-plaza.com/facility/
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表 9.1.9-4 東京 2020 大会の競技会場として新たに整備する施設（新設恒久施設）
No.
1

施設名
東京アクアティクスセンター

都民のスポーツ活動の場としての後利用の視点
都民のための水泳場という機能も併せ持つ施設とし、子供から高齢者まで、スポー
ツや健康増進に取り組むことができる場
2
海の森水上競技場
水上スポーツ体験、水上レジャーの機会の提供、都民参加イベントの実施など多様
なスポーツに親しめる場
3
有明アリーナ
身近なスポーツ実践の場として、都民がスポーツに親しめる場
4
カヌー・スラロームセンター
水上スポーツ体験やラフティング等の水上レジャーの機会を提供していくほか、水
難救助訓練など、様々なニーズに応える多目的な利用
5
大井ホッケー競技場
多くの都民が、サッカー、ラクロス、アメリカンフットボール等様々なスポーツの
大会や練習で利用できる施設
6
夢の島公園アーチェリー場
都民の憩いの場として、子どもから高齢者まで自由に利用できる芝生広場
出典：「新規恒久施設の施設運営計画」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

（東京都撮影）

写真 9.1.9-1 夢の島公園アーチェリー場完成披露式典（2019 年(平成 31 年)４月 28 日）の状況
東京都では、東京 2020 大会等に向け都立スポーツ施設が改修・休館していく中にあって
も、都民のスポーツ環境を維持できるよう、スポーツ施設を所有している大学や企業等と協
定を締結し、大学・企業等は有償で利用者に施設を提供する「TOKYO スポーツ施設サポータ
ーズ事業」を実施している。大学・企業等の協力先は、表 9.1.9-5 に示すとおりであり、今
後も大学・企業等の協力を得ながら、順次拡大し、都民の新たなスポーツの場の創出に繋げ
ていく。
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表 9.1.9-5 TOKYO スポーツ施設サポーターズ事業の協力先
大学・企業等

貸出施設名
南大沢キャンパス（八王子市）
首都大学東京
日野キャンパス（日野市）
荒川キャンパス（荒川区）
東京大学
検見川総合運動場（千葉県千葉市）
専修大学
神田キャンパス（千代田区）
上智大学
真田堀運動場（千代田区）
東京医科歯科大学
湯島キャンパス（文京区）
山野美容芸術短期大学
山野治一記念講堂[体育館]（八王子市）
日本郵政株式会社
高井戸レクリエーションセンター（杉並区）
東京海上日動火災保険株式会社
多摩テニスコート（八王子市）
東京健保組合大宮運動場
大宮けんぽグラウンド（埼玉県さいたま市）
出版健康保険組合
健康増進センターすこやかプラザ（板橋区）
東京都職員共済組合
清瀬運動場（清瀬市）
注)2019 年(令和元年)５月 10 日現在の協力先を示す。
出典：
「TOKYO スポーツ施設サポーターズ事業における協力先の拡大について」
（2019 年８月
１日参照 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）

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/05/10/11.html
イ．スポーツ活動の実施状況
(ｱ)「する」スポーツ
a.スポーツ活動の状況・行動意識の状況
東京都生活文化局の調査における 18 歳以上（平成 26 年実施調査までは 20 歳以上）の
都民を対象とした調査によると、2007 年(平成 19 年)から 2018 年(平成 30 年)にかけての
都民のスポーツ実施率（週 1 回以上スポーツを実施する人の割合）は、表 9.1.9-6 に示す
とおりであり、増加傾向を示しており、近年は、約 60％程度で推移している。
表 9.1.9-6 スポーツ実施率
2007 年
2009 年
2011 年
2012 年
2014 年
2016 年
2018 年
(平成 19 年) (平成 21 年) (平成 23 年) (平成 24 年) (平成 26 年) (平成 28 年) (平成 30 年)
スポーツ実施率(％)
39.2
43.4
49.3
53.9
60.5
56.3
57.2
出典：「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成 27 年２月、平成 29 年１月 東京都生活文化局）
「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成 30 年１月、平成 31 年２月 東京都生活文化局）
「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成 30 年３月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
項目

満 18 歳以上の都民を対象とした、この一年に運動・スポーツを行った理由に関する世
論調査結果は、図 9.1.9-1 に示すとおりである。この一年に運動・スポーツを行った理由
としては、
「健康のため」
、
「体力増進・維持のため」等が上位にあげられている。
また、この一年に運動・スポーツを週に１回以上実施できない理由は、図 9.1.9-2 に示
すとおりである。この一年に運動・スポーツを週１回以上実施できない理由としては、
「仕
事や家事が忙しいから」、「面倒くさいから」等が上位にあげられている。
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健康のため
体力増進・維持のため
運動不足を感じるから
楽しみ・気晴らしとして
筋力増進・維持のため
肥満解消、ダイエットのため
友人・仲間との交流として
美容のため
精神の修養や訓練のため
家族のふれあいとして
自己の記録や能力を向上させるため
その他
分からない
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出典：「スポーツの実施状況等に関する世論調査（平成 29 年 11-12 月調査）
」(平成 29 年度
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80

スポーツ庁)

図 9.1.9-1 この一年に運動・スポーツを行った理由（東京都）

仕事や家事が忙しいから
面倒くさいから
お金に余裕がないから
運動・スポーツが嫌いだから
年をとったから
場所や施設がないから
仲間がいないから
生活や仕事で体を動かしているから
子どもに手がかかるから
運動・スポーツ以上に大切な事があるから
病気やけがをしているから
指導者がいないから
その他
特に理由はない
わからない
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出典：「スポーツの実施状況等に関する世論調査（平成 29 年 11-12 月調査）
」(平成 29 年度

60

スポーツ庁)

図 9.1.9-2 運動・スポーツを週に１回以上実施できない理由（東京都）
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b.学校における運動の状況
東京都教育委員会は、2015 年(平成 27 年)12 月の「東京のオリンピック・パラリンピッ
ク教育を考える有識者会議」の最終提言を受け、東京都におけるオリンピック・パラリン
ピック教育を都内全ての学校で展開していくため、2016 年(平成 28 年)１月に「東京都オ
リンピック・パラリンピック教育 実施方針」を策定している。この実施方針に基づき、
東京都教育委員会では、オリンピアンやパラリンピアン等のアスリート等を学校に派遣し、
特別講演、競技紹介、実技指導等による直接交流を図る「夢・未来プロジェクト」として
2015 年度(平成 27 年度)から東京都教育委員会及び生活文化局が夢・未来プロジェクト実
施校を決定し、学校教育の基盤整備の取組を実施している。
夢・未来プロジェクト実施校数は、表 9.1.9-7 に示すとおりである。実施校数は、2015
年度以降増加傾向を示しており、2018 年度(平成 30 年度)時点で都内に所在する学校 1の
23.9％が該当する。
表 9.1.9-7 夢・未来プロジェクトの実施校数
項目

2015 年度
2016 年度
2017 年度
2018 年度
(平成 27 年度) (平成 28 年度) (平成 29 年度) (平成 30 年度)

夢・未来プロジェクト実
施校数（単年）

122

230

310

315

注）実施校数は、公立学校及び私立学校の合計を示す。
出典：
「平成 30 年度夢・未来プロジェクト実施校」
（平成 30 年４月
文化局）

東京都教育委員会・生活

c.地域スポーツクラブ育成状況
地域スポーツクラブは、地域住民が主体的に運営し、子供から高齢者、障害のある人を
含め、誰もが身近にスポーツに親しむ場であるとともに、地域の人々が集い、交流が図ら
れる場である。
東京都は、地域におけるスポーツ活動の活性化に向け、地域スポーツクラブの設立・育
成支援を行っている。
東京都における地域スポーツクラブの設立状況は、図 9.1.9-3 に示すとおりであり、近
年は増加傾向を示している。

1 都内に所在する学校：
「学校基本統計（学校基本調査報告書）
」
（東京都）による、公立・私立計の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学
校、中学校、義務教育学校、高等学校(全日制・定時制)、高等学校（通信制）
、中等教育学校、特別支援学校
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出典：「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成 30 年３月

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

図 9.1.9-3 東京都の地域スポーツクラブ設立状況
d.企業のスポーツ推進の状況
東京都では、従業員のスポーツ活動の促進に向けて優れた取組やスポーツ分野における
支援を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定している。「東京都
スポーツ推進企業募集要項」における応募に当たっての取組例は、以下に示すとおりであ
り、「スポーツの実践」や「スポーツの支援」を推進する取組となっている。これらの認
定企業の取組を紹介し、企業におけるスポーツ活動を促進することを目的に「取組事例集」
を作成・公表している。
〇「スポーツの実践」を推進している企業：従業員が行うスポーツ活動の支援や促進に
向けた取組を実施している企業
・朝の体操など、従業員への運動機会の提供
・階段利用の推進、徒歩通勤の奨励
・スタンディングミーティングの実施
・職員研修での障害者スポーツ体験
・地元のスポーツイベントや企業運動会への参加
・雇用したアスリートや企業スポーツの大会応援ツアーの実施
・その他、先進的な取組
〇「スポーツの支援」を推進している企業：アスリート雇用や大会協賛等スポーツ分野
での支援を実施している企業
・アスリート・監督・コーチ等の雇用に向けた取組の実施
・競技団体やスポーツ大会への協賛、支援
・障害者スポーツの普及を支援する取組の実施
・自社スポーツ施設の地域開放
・地域スポーツクラブやスポーツ推進委員と連携した地域のスポーツ活動への支援
・その他、先進的な取組
- 350 -

9.1 全体計画 9.1.9 スポーツ活動

また、認定企業のうち、特に社会的な影響や波及効果の大きい取組をしている企業等を
学識経験者を含む選定委員会を経て「東京都スポーツ推進モデル企業」として選定、表彰
している。
東京都スポーツ推進企業認定数は、表 9.1.9-8 に示すとおりであり、制度開始以降増加
傾向を示している。
表 9.1.9-8 東京都スポーツ推進企業認定数
2015 年度
2016 年度
2017 年度
2018 年度
(平成 27 年度)
(平成 28 年度)
(平成 29 年度)
(平成 30 年度)
認定企業数（単年）
102
128
195
266
うち、モデル企業
13
10
11
11
出典：「スポーツ Tokyo インフォメーション 東京都スポーツ推進企業認定制度」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.sports-tokyo.info/company/
内訳

(ｲ)「みる」スポーツ
東京都生活文化局の調査における 18 歳以上（平成 26 年実施調査は 20 歳以上）の都民
を対象とした調査によると、2014 年(平成 26 年)から 2018 年(平成 30 年)にかけての都民
のスポーツ観戦率（週１回以上）は、表 9.1.9-9 に示すとおりである。実際に観戦したと
の回答は概ね 40％程度であるが、テレビ・ラジオ・インターネットで観戦したとの回答は
90％を超える水準で推移している。
また、同調査における、過去１年間の障害者スポーツの観戦率は、表 9.1.9-10 に示す
とおりである。いずれの年も観戦したり見たりしたことがあるとの回答が半数以上を占め
ている。
表 9.1.9-9 スポーツ観戦率（東京都）
2014 年
2016 年
2018 年
(平成 26 年) (平成 28 年) (平成 30 年)
実際に観戦したと回答（％）
39.5
39.3
41.1
テレビ、ラジオ、インターネットで観戦したと回答（％）
93.2
92.3
91.0
出典：「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成 27 年２月、平成 29 年１月 東京都生活文化局）
「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成 31 年２月 東京都生活文化局）
項

目

表 9.1.9-10 障害者スポーツ観戦率（東京都）
2014 年
2016 年
2018 年
(平成 26 年) (平成 28 年) (平成 30 年)
観戦したり見たりしたことがある（％）
51.4
71.2
54.0
観戦したり見たりしたことがない・わからない（％）
48.7
28.8
46.0
出典：「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成 27 年２月、平成 29 年１月 東京都生活文化局）
「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成 31 年２月 東京都生活文化局）
項

目
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(ｳ)「支える」スポーツ
a.スポーツを支える活動行動者数
東京都生活文化局の調査における 18 歳以上（平成 26 年実施調査は 20 歳以上）の都民
を対象とした調査によると、2014 年(平成 26 年)から 2018 年(平成 30 年)にかけての都民
のスポーツを支える活動の有無は、表 9.1.9-11 に示すとおりであり、活動したとの回答
率は、増加傾向を示している。
また、スポーツを支える活動の内容は、図 9.1.9-4 に示すとおりであり、子供のスポー
ツや運動の部活動やクラブ等の運営や支援（試合の審判・応援、地域等のスポーツチーム
監督・コーチなど）との回答が最も多くなっている。
表 9.1.9-11 スポーツを支える活動率（東京都）
2014 年
2016 年
2018 年
(平成 26 年) (平成 28 年) (平成 30 年)
活動した（％）
9.3
13.1
14.6
活動していない・わからない（％）
90.6
86.9
85.4
出典：「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成 27 年２月、平成 29 年１月 東京都生活文化局）
「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成 31 年２月 東京都生活文化局）
項

目

回答

全体

子供のスポーツや運動の部活動やクラブ等の運営や支援（試合の審判・
応援、地域等のスポーツチーム監督・コーチなど）
スポーツ選手・チームの応援（サポーターなど）
スポーツ活動などの運営や支援（クラブ、スポーツ団体等の定期的な活
動）
仕事としてスポーツに関わっている（インストラクター、教員、スポー
ツ用品販売員、イベント協賛事業への従事者など）
スポーツイベントのボランティア（スポーツ大会などの不定期的な活動）
スポーツイベントの募金やオークションなどのチャリティ活動
活動していない
わからない

エリア別
区部
市町村部

女

6.1%

5.8%

6.4%

5.1%

7.0%

4.1%

3.9%

4.4%

4.7%

3.5%

3.9%

3.9%

3.9%

5.0%

2.8%

1.9%

1.9%

1.9%

2.3%

1.4%

1.6%
1.3%
83.2%
2.2%

1.8%
1.2%
83.8%
2.0%

1.3%
1.6%
82.0%
2.5%

1.8%
1.4%
83.2%
2.0%

1.4%
1.2%
83.1%
2.4%

出典：「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
（平成 31 年２月

東京都生活文化局）

図 9.1.9-4 スポーツを支える活動への参加経験
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性別
男
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b.スポーツボランティア活動行動者数
2016 年度(平成 28 年度)から 2018 年度(平成 30 年度)における「都民等のボランティア
活動等に関する実態調査」によると、直近１年間にボランティア活動に参加した割合は、
22.9％から 27.5％となっている。また、「都民のスポーツ活動に関する世論調査」（平成
27 年２月

東京都生活文化局）によると、ボランティア活動への参加経験のある対象者

のうち、スポーツを支える活動への参加経験は、図 9.1.9-5 に示すとおりであり、ボラン
ティア活動への参加経験のある対象者の半数以上は、スポーツを支える活動への参加経験
を有している。

回答

全体

お子さんのスポーツや運動の部活動やクラブ等の運営や支援
地域のスポーツ活動などの運営や支援（クラブ、スポーツ団体等の活動）
スポーツイベントのボランティア（スポーツ大会などの不定期的な活動）
その他
参加経験はない
わからない

出典：「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成 27 年２月

29.3%
21.5%
14.3%
5.2%
41.0%
1.0%

エリア別
区部
市町村部
31.8%
25.2%
21.9%
20.9%
13.0%
16.5%
7.3%
1.7%
35.9%
49.6%
1.6%
-

性別
男
29.3%
30.1%
16.5%
3.8%
38.3%
0.8%

女
29.3%
14.9%
12.6%
6.3%
43.1%
1.1%

東京都生活文化局）

図 9.1.9-5 ボランティア活動参加経験者におけるスポーツを支える活動への参加経験
c.スポーツ推進委員
スポーツ推進委員とは、区市町村が委嘱する非常勤の公務員であり、区市町村における
スポーツ推進のための事業の企画立案や連絡調整、実技の指導その他スポーツに関する指
導及び助言、地域住民や行政、スポーツ団体等の間を円滑に取り持つ等のコーディネータ
ー等の役割を担っており、都内のスポーツ推進委員は約 1,500 人程度となっている。
d.持続可能な開発のための教育（ESD）の実施状況
持続可能な開発のための教育（ESD：Education for Sustainable Development）とは、
世界の環境、貧困、人権、平和、開発等の様々な現代社会の課題を自らの問題として捉え、
身近なところから取り組む（think globally, act locally）ことにより、それらの課題
の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社
会を創造していくことを目指す学習や活動を指す。
東京都は、ESD の一環として、パラリンピック競技応援校を指定し、競技の体験、観戦、
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応援等を実施している。また、都立特別支援学校と都内公立小・中・高等学校の児童・生
徒の交流及びパラスポーツの普及・啓発を目的とし、東京都公立学校パラスポーツ交流大
会を開催している。2017 年度(平成 29 年度)及び 2018 年度(平成 30 年度)のパラリンピッ
ク競技応援校数は、表 9.1.9-12 に示すとおりである。
表 9.1.9-12 パラリンピック競技応援校
校

種

2017 年度
2018 年度
(平成 29 年度) (平成 30 年度)

小学校

6校

12 校

中学校

4校

6校

義務教育学校

0校

1校

都立学校

0校

1校

計

10 校

20 校

出典：「平成 30 年度パラリンピック競技応援校を指定」
（平成 30 年４月 12 日報道発表資料 東京都教育庁）
「平成 29 年度パラリンピック競技応援校を指定」
（平成 29 年４月 13 日報道資料 東京都教育庁）

(ｴ)障害者スポーツの状況
東京都では、
「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成 30 年３月 東京都オリンピック・パ
ラリンピック準備局）に基づき、障害のある都民(18 歳以上)のスポーツ実施率を 2021 年(令
和３年)までに 40％にすることを目標に掲げ、障害者スポーツの振興に取り組んでいる。図
9.1.9-6 に示すとおり、
「理解促進・普及啓発」、
「場の開拓・人材育成」、「競技力向上」
、「支
える土台づくり」の視点から、障害者スポーツ振興に向けた施策の展開を図っている。
なお、障害のある都民(18 歳以上)のスポーツ実施率は 32.4％(2018 年度(平成 30 年度))
である。

出典：
「東京都スポーツ推進総合計画」
（平成 30 年３月
京都オリンピック・パラリンピック準備局）

東

図 9.1.9-6 障害者スポーツ振興に向けた施策の展開
a.障害者スポーツの理解促進・普及啓発
○「TOKYO 障スポ・ナビ」
障害者スポーツ専用ポータルサイト「TOKYO 障スポ・ナビ」の運営により、障害のあ
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る人や障害者スポーツ関係者等を対象に、イベント情報、公共スポーツ施設のバリアフ
リー情報、スポーツ種目の紹介など、障害者スポーツに係る情報発信を行っている。
○「チャレスポ！TOKYO」
障害のある人にもない人にも障害者スポーツを知ってもらい、理解と共感を深めても
らうとともに、障害のある方にスポーツの楽しさや効用を知ってもらい、スポーツを始
めるきっかけを提供することを目的に、障害者スポーツの参加体験型イベントを開催し
ている。
○「TEAM BEYOND」
「TEAM BEYOND」は、パラスポーツを通じて、みんなが個性を発揮できる未来を目指
す TOKYO 発のチームである。アスリートだけでなく、スポーツをする人、観る人、支え
る人、さらには、企業・団体など、あらゆるジャンルを超えて、メンバーが集まり、一
つのチームとなって活動を展開していくことを目的としている。東京都では、ウェブサ
イトでメンバーを募集し、登録者に対し競技大会等の情報発信を行い、競技会場での観
戦・応援やイベント等への参加を促進している。
b.障害者スポーツの場の開拓
○「都立学校活用促進モデル事業」
障害のある方や障害者スポーツ競技団体等が、身近な地域でスポーツ活動ができるよ
う、都内にある都立特別支援学校の体育館やグラウンド等の体育施設を学校教育活動に
支障のない範囲で平日夜間・土日祝日に開放し活用を促進するとともに、児童・生徒・
地域住民等が個人でも参加できるスポーツやレクリエーションの体験教室を開催し、ス
ポーツの楽しさを実感できる機会を提供している。本事業は、表 9.1.9-13 に示すとお
り、2016 年(平成 28 年)９月から開始し、2019 年度(平成 31 年度)は 20 校において実施
している。
表 9.1.9-13 都立学校活用促進モデル事業の実施校

出典：
「都立学校活用促進モデル事業の実施校拡大について」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/04/19.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/04/04/09.html
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○「地域開拓推進事業―障害者スポーツ地域パワーアップ事業―」
障害者スポーツ事業のノウハウを持つ東京都障害者スポーツ協会が、区市町村や地域
スポーツクラブ等の事業の企画・実施を支援することで、地域における障害者スポーツ
の取組を促進し、障害のある人が身近な地域でスポーツを楽しむことができる環境づく
りを進める。
○「障害者のスポーツ施設利用促進マニュアル」の活用
障害のある方が、身近な地域のスポーツ施設などをより安全で快適に利用できるよう、
施設スタッフができる工夫や配慮を紹介するマニュアルを作成し、区市町村等に対する
活用促進を図っている。
c.障害者スポーツの人材育成
○「障害者スポーツセミナー」
区市町村職員やスポーツ推進委員、医療福祉関係者等を対象にセミナーを開催し、地
域の障害者スポーツ事業を支える人材の育成を図っている。
○「障がい者スポーツ指導員養成講習会」
障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催し、障害者スポーツの指導にあたって必要
となる一定の知識・技能を付与することで、現場で実際に指導にあたる人材を育成して
いる。
○「障害者スポーツ人材の活動活性化事業」
障害者スポーツの大会・イベント等の情報を収集し、都内の障がい者スポーツ指導員
等に提供することにより、活動機会の拡充を図り、活動を促進している。また、活動経
験が少ない指導員等を対象にした「リ・スタート研修会」や、障がい者スポーツ指導員
等が一堂に会する「障害者スポーツフォーラム」を開催し、障害者スポーツ人材の資質
向上を図っている。
○「障害者スポーツ研修キャラバン事業」
地域のスポーツ振興の担い手となる団体が、主体的にその構成員に向けて障害者スポ
ーツの知識・情報を付与する仕組みを構築し、障害者スポーツの理解促進及び人材育成
を図ることができるよう、団体が主催する研修会等に講師を派遣している。
d.障害者スポーツの競技力向上
○「障害者スポーツ次世代ホープ発掘事業」
都内から障害者スポーツの次世代を担う選手を輩出することを目的に、競技スポーツ
との出会いの機会を提供する。これまで実施してきた障害者スポーツ選手発掘事業およ
び育成事業のノウハウや成果も踏まえ、競技体験プログラムや実技・座学を組み合わせ
たフォロープログラム等を実施し、競技者としてのスポーツ活動の継続・定着を促進し
ていく。
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○「東京ゆかりパラリンピック出場候補者の強化」
東京 2020 大会等国際大会への出場が見込まれる選手を「東京アスリート認定選手」
として認定し、活動費の補助及びトレーニングプログラム等を提供することにより、競
技活動を集中的に支援している。
○「東京パラスポーツスタッフ認定制度」
東京 2020 大会等国際大会出場を目指す選手を支える指導者やサポーター等を認定し、
活動をホームページ等で周知することで、その存在や役割を広く社会に普及し、競技支
援活動の環境改善を促進している。
○「障害者スポーツ競技団体の活動支援」
東京都における障害者スポーツ競技団体の体制整備と選手の競技力向上を目的とし
て、団体が実施する大会や強化合宿などに対して支援を行っている。
また、組織運営をテーマとした講習会を実施し、団体にガバナンス強化の重要性を啓
発することで活動基盤の整備を促進している。
○「障害者スポーツ団体の基盤強化」
障害者スポーツ団体に、ビジネススキルや専門知識を有する企業人等のボランティア
活動「プロボノ」を導入し、団体の課題に応じた実用的な成果物を制作・提供すること
で、団体の基盤強化を図り、もって障害者スポーツの競技力向上へつなげている。
e．障害者スポーツの支える土台づくり
○「障害者スポーツコンシェルジュ事業」
東京都障害者スポーツ協会内に設置した専用相談窓口において、障害者スポーツを支
援したいという企業・団体等と競技団体・アスリートをつなぐ取組を進めている。また、
本事業を通してマッチングに至った事例や、企業が独自で行っている先進的な事例など
を掲載した取組事例集をホームページに掲載している。
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ウ．東京 2020 大会を契機としたスポーツ活動の状況
(ｱ) NO LIMITS CHALLENGE、NO LIMITS SPECIAL
「NO LIMITS CHALLENGE」は、東京都の区市町村や都各局等が主催する広く都民が集ま
るイベントに合わせて都内各地で展開している東京都主催のパラリンピック体験プログ
ラムである。体験プログラムでは、競技体験のほか、競技紹介パネルや用具等の展示、ゲ
ストアスリートのトークショー等を通して、パラリンピックの魅力を体感することができ
る。
東京都は、
「NO LIMITS CHALLENGE」のプログラムを提供することにより、パラリンピッ
クの競技や選手の認知度向上を図るとともに、東京 2020 大会の開催気運の盛り上げを目
指している。
「NO LIMITS CHALLENGE」の体験プログラム実施数は、表 9.1.9-14 に示すと
おりである。
また、
「NO LIMITS CHALLENGE」の特別版として、パラリンピック競技やアスリートの魅
力・迫力を多くの人に知ってもらうための東京都主催のパラリンピック体験プログラムで
ある「NO LIMITS SPECIAL」を実施している。
「NO LIMITS SPECIAL」では、東京 2020 パラ
リンピック競技大会で実施する全 22 競技を体験・体感することができる。
表 9.1.9-14
項

目

NO LIMITS CHALLENGE 体験プログラム実施数
2015 年度
2016 年度
2017 年度
2018 年度
(平成 27 年度) (平成 28 年度) (平成 29 年度) (平成 30 年度)
20
39
36
34

体験プログラム実施数（単年）
出典：「NO LIMITS CHALLENGE」
（2019 年８月１日参照 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）
https://no-limits.tokyo/nlc/

(ｲ) TEAM BEYOND
「TEAM BEYOND」は、パラスポーツを通じて、みんなが個性を発揮できる未来を目指す
TOKYO 発のチームである。アスリートだけでなく、スポーツをする人、観る人、支える人、
さらには、企業・団体など、あらゆるジャンルを超えて、メンバーが集まり、一つのチー
ムとなって活動を展開していくことを目的としている。
東京都では、ウェブサイトでメンバーを募集し、登録者に対し競技大会等の情報発信を
行い、競技会場での観戦・応援やイベント等への参加を促進している。また、スポーツを
愛する全ての人が、障害のあるなしにかかわらず、スポーツを楽しむことのできる社会の
実現を目指し、競技・アスリートの魅力や会場観戦の楽しさを「Be The HERO」、
「FIND YOUR
HERO」等の普及啓発映像を通して発信している。
2019 年(令和元年)7 月には、「TEAM BEYOND」の一環として、企業・団体がパラスポーツ
支援への関わりを考える機会を設けることを通じ、パラスポーツが 2020 年(令和２年)以
降も社会に根付く土壌をつくることを目的として、企業・団体向けセミナー・交流会
「BEYOND CONFERENCE」を開催した。
(ｳ) 東京 2020 教育プログラム「ようい、ドン！」学校事業認証
組織委員会は、子供たちが東京 2020 大会そのものの価値やスポーツのもつ力を感じ学
びとり、将来に向かって成長していくことを目的とし、
「東京 2020 教育プログラム「よう
い、ドン！」
」を実施している。東京 2020 教育プログラムの一環としてオリンピック・パ
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ラリンピック教育に取り組む学校の教育事業を、組織委員会が東京 2020 オリンピック・
パラリンピック教育実施校（愛称：
「ようい、ドン！スクール」）として認証している。
(ｴ) 東京 2020 Let's 55
東京 2020 Let's 55 は、東京 2020 大会が開催される 2020 年(令和２年)までに、全 55
競技を体験する組織委員会が主催するプロジェクトである。東京 2020 Let's 55 は、表
9.1.9-15 に示すとおり、主催者の組織委員会のほか、自治体や民間企業が共催したイベン
トとして開催されている。
表 9.1.9-15 東京 2020 Let's 55 開催イベント
開催日

主催/共催

体験競技
[オリンピック]
スケートボード／サッカー／カヌー／テコンドー／バレーボール／セー
リング／アーチェリー／体操／空手／スポーツクライミング／ラグビー
2018 年(平成 30 年)
組織委員会/
／陸上競技
8 月 16 日～19 日
三井不動産(株)
[パラリンピック]
カヌー／パワーリフティング／テコンドー／ボッチャ／陸上競技／5 人
制サッカー／アーチェリー／水泳
[オリンピック]
陸上競技／野球・ソフトボール／バスケットボール／ボクシング／自転
組織委員会/
車競技／フェンシング／体操／トライアスロン／ホッケー／ラグビー
2018 年(平成 30 年)
青山スポーツフェス
[パラリンピック]
10 月 21 日
2018 実行委員会
陸上競技／トライアスロン／車いすバスケットボール／車いすフェンシ
ング
[オリンピック]
野球・ソフトボール／自転車競技／フェンシング／サッカー／体操／ラ
2019 年(平成 31 年)
組織委員会/
グビー／スポーツクライミング
3 月 24 日
福島県
[パラリンピック]
ボッチャ／卓球／車いすテニス
[オリンピック]
野球・ソフトボール／自転車競技／フェンシング／体操／空手／スポー
ツクライミング／バレーボール
2019 年(平成 31 年)
組織委員会/
3 月 30 日～31 日
野村ホールディングス(株) [パラリンピック]
陸上競技／ボッチャ／5 人制サッカー／シッティングバレーボール／車
いすバスケットボール
[オリンピック]
スポーツクライミング／バスケットボール／野球・ソフトボール／空手
／自転車競技／テコンドー／ハンドボール／ウエイトリフティング／サ
2019 年(令和元年)
組織委員会/
ッカー／バレーボール
5 月 3 日～5 日
三井不動産(株)
[パラリンピック]
車いすバスケットボール／ボッチャ／水泳／テコンドー
[オリンピック]
バスケットボール(3x3 バスケットボール)／アーチェリー／体操(体操競
技、新体操、トランポリン)／陸上競技／バドミントン／野球・ソフトボ
2019 年(令和元年)
組織委員会
ール／自転車競技(BMX レーシング、ロード、トラック)／フェンシング
7 月 24 日
／ゴルフ／ハンドボール／ホッケー／柔道／空手(組手)／ラグビー／テ
ニス／バレーボール／ウエイトリフティング
出典：「東京 2020 Let's 55」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/special/lets55/201808/
「「東京 2020 Let’s 55 ～レッツゴーゴー～ with 三井不動産」開催」
（2019 年８月１日参照 三井不動産(株)
ホームページ）https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2019/0404/
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(ｵ) ライブサイト及びパブリックビューイング
東京 2020 大会開催中、世界中から訪れる観客等が、競技チケットの有無にかかわらず、
誰でもライブ中継を通じて競技観戦を楽しみ、大会の感動と興奮を共有できるような会場
を設置することは、大会の成功のために不可欠である。そのため、
「東京 2020 大会 コミ
ュニティライブサイトガイドライン」
（平成 31 年４月 組織委員会）に基づき、東京 2020
大会開催中は、表 9.1.9-16 に示すライブサイトやパブリックビューイングを設置し、大
会の感動と興奮を共有できる機会を提供する。
東京 2020 ライブサイトは、競技会場のある地域において国内外から集う人々を迎え、
地域の人々と一体となって盛り上げる広域的な会場であり、東京都及び組織委員会では、
「東京 2020 ライブサイト等基本計画」
（平成 31 年４月 東京都オリンピック・パラリン
ピック準備局・組織委員会）に基づき、表 9.1.9-17 に示すライブサイト・パブリックビ
ューイングを設ける。コミュニティライブサイトは、地域の人々が子供からお年寄りまで
住民の身近な場所で大会を楽しむことができる、地方自治体が主催する会場である。
また、パブリックビューイングは、地域の公民館、体育館や会議室等に大型スクリーン
やテレビを設置し、競技映像を中継する場である。
表 9.1.9-16 東京 2020 大会開催中のライブサイト・パブリックビューイング
区分
東京 2020 ライブサイト

実施主体
コンテンツ
実施期間
東京都又は関係自治体(東京 2020 大 競技中継、会場装飾、競技体験、 東京 2020 大会中、任意
会の競技会場等が所在する自治体) ステージイベント、大会パート
が組織委員会と共同主催
ナー出展、主催者展示、飲食売
店、公式ライセンス商品販売等
コミュニティライブサイト 地方自治体(都道府県、市町村及び東 競技中継、会場装飾、ステージ 東京 2020 大会中、任意
京都特別区)
イベント、競技体験、主催者展
示、飲食売店
パブリックビューイング
地方自治体(都道府県、市町村及び東 競技中継
東京 2020 大会中、任意
京都特別区)、教育機関、自治会等
出典：「東京 2020 大会 コミュニティライブサイトガイドライン」
（平成 31 年４月 組織委員会）

表 9.1.9-17 東京都及び組織委員会が設置するライブサイト・パブリックビューイング
名称

会場

東京 2020 ライブサイト

区部拠点会場：都立代々木公園
多摩拠点会場：都立井の頭恩賜公園
ターミナル駅周辺 東京 2020 ライブサイト
高輪ゲートウェイ駅前用地
池袋西口公園
東京都庁舎
都のパブリックビューイングを核とする盛り上げ会場 区部拠点会場：都立日比谷公園・都立上野恩賜公園
多摩拠点会場：(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ)首都大学東京南大沢キャンパス周辺
(ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ)調布駅前広場周辺
組織委員会が中心となって展開する盛り上げエリア
臨海部（青海・有明地区等）
被災地 東京 2020 ライブサイト
岩手県会場：(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ)盛岡城跡公園多目的広場
(ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ)JR 盛岡駅前滝の広場
宮城県会場：勾当台公園
福島県会場：(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ)鶴ケ城公園
(ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ)アクアマリンパーク
熊本県会場：熊本城ホール
出典：「東京 2020 ライブサイト等基本計画」
（平成 31 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局・組織委員会）
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エ．法令等の目的等
スポーツ活動に関する法令等については、表 9.1.9-18 に示すとおりである。
表 9.1.9-18 スポーツ活動に関する法令等
法令・条例等

目的・施策等

スポーツ基本法
（目的）
（平成 23 年法律第 78 号） 第一条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体
の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施
策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画
的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力
ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。
（国の責務）
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、スポーツ
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国と
の連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
（スポーツ団体の努力）
第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役
割に鑑み、基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康
の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組むよう
努めるものとする。
２ スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に行うため、その運営の透
明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成する
よう努めるものとする。
３ スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努める
ものとする。
（国民の参加及び支援の促進）
第六条 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を
享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツ
への国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。
（関係者相互の連携及び協働）
第七条 国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者その
他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう
努めなければならない。
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オ．スポーツ活動に関する行政等の計画等の状況
スポーツ活動に関する東京都等の計画等については、表 9.1.9-19 に示すとおりである。
表 9.1.9-19 スポーツ活動に関する計画、目標等
関係計画等

目的・施策等

政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会
・東京 2020 大会やラグビーワールドカップ 2019TM に向けた開催準備を進め、日本全
体の開催気運を高めます。
・東京 2020 大会などの国際大会で活躍するアスリートを発掘・育成・強化します。
・地域でスポーツを楽しめる環境整備やスポーツ活動を推進する企業への支援など、
身近で気軽にスポーツを楽しめ、スポーツの裾野を拡大する取組を進めます。
・障害者スポーツの理解や普及の促進に加え、スポーツ施設のバリアフリー化や身近
な地域での場の拡大など、障害がある人もない人も共にスポーツを楽しめる環境を
整えます。
東京都スポーツ推進総合 （計画策定の背景）
計画
・これまでの計画
(平成 30 年 3 月 東京都)
東京都では、平成 14（2002）年７月に、東京のスポーツ振興に関する初の行政計画
となる「東京都スポーツ振興基本計画『東京スポーツビジョン』」を策定した。平成
20（2008）年７月には、これを改定した「東京都スポーツ振興基本計画」を、更に平
成 25（2013）年３月には「東京都スポーツ推進計画」を策定した。また、その前年と
なる平成 24（2012）年３月には、障害者スポーツの一層の振興を図ることを目的とし
て、国及び全国の都道府県で初となる「東京都障害者スポーツ振興計画」を策定して
いる。
これらの計画は、いずれもスポーツが持つ本来的な意義を踏まえ、都民の誰もが生
涯にわたりスポーツに親しみ、健康的な生活を送ることができる社会の実現を目指し
て策定したものである。
（基本理念）
「スポーツの力で東京の未来を創る」
都民のスポーツ実施率 70％を達成し誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポー
ツを楽しみ、スポーツの力で人と都市が活性化する「スポーツ都市東京」を実現す
る。
（3 つの政策目標）
政策目標 01 スポーツを通じた健康長寿の達成
01 スポーツをすることへの関心喚起
02 スポーツを始める機会の創出
03 スポーツを身近でできる場の確保
04 成長段階にある児童・生徒の体力向上
05 競技力向上の取組を通じたスポーツ実施の推進
政策目標 02 スポーツを通じた共生社会の実現
01 誰もが楽しめるスポーツへの理解促進
02 障害の有無に関わらないスポーツ振興
03 幼児・子供のスポーツ振興
04 高齢者のスポーツ振興
05 性別に関わらないスポーツ振興
政策目標 03 スポーツを通じた地域・経済の活性化
01 スポーツクラスターを核とした地域の活性化
02 官民連携によるスポーツ気運の醸成
03 東京を活性化させるスポーツイベント等の展開
04 地域におけるスポーツ活動の推進

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～
（平成 28 年 12 月 東京
都）
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（2）予測
1)

予測事項
予測事項は、スポーツ施設の充足、スポーツ活動の状況とした。

2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、スポーツ活動に影響が生じると思われる期間とし、2013年(平成25年)の

大会招致決定後から大会開催年である2020年(令和２年)までの期間とした。
3)

予測地域
予測地域は、東京都内とした。

4)

予測手法

ア．スポーツ施設の充足
予測手法は、東京 2020 大会に伴い整備されるスポーツ施設数から、2020 年(令和２年)ま
でのスポーツ施設の充足状況を推定する方法とした。
イ．スポーツ活動の状況
予測手法は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降の取組や活動
状況等を参考として、2020 年(令和２年)までのスポーツ活動の状況を推定する方法とした。
5)

予測結果

ア．スポーツ施設の充足
既存の東京都のスポーツ施設には、1964 年(昭和 39 年)の前回大会の会場として使用され
る東京体育館及び駒沢オリンピック公園総合運動場のほか、有明テニスの森公園テニス施設、
東京武道館、若洲海浜公園ヨット訓練所、東京辰巳国際水泳場、東京スタジアム（味の素ス
タジアム）
、武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京都障害者総合スポーツセンター及び東京
都多摩障害者スポーツセンターが存在する。
東京都は、東京 2020 大会の競技会場として、東京アクアティクスセンター、海の森水上
競技場、有明アリーナ、カヌー・スラロームセンター、大井ホッケー競技場及び夢の島公園
アーチェリー場の６施設を新たに整備し、大会後には体育・スポーツ及びレクリエーション
の普及振興を図り、都民の心身の健全な発達に寄与するため施設となる。これらの施設は、
「Tokyo2020 アクセシビリティ・
「9.1.14 安全 (1)現況調査 4)調査結果」に示すように、
ガイドライン」や「アクセシビリティ・ワークショップ」を踏まえ、障害の有無に関わらず
全ての人々にとって利用しやすい施設となるよう整備を実施している。また、障害のある方
が気軽にスポーツやレクリエーションを楽しめるよう障害者専用スポーツの施設である東
京都障害者総合スポーツセンター及び東京都多摩障害者スポーツセンターの設備を改修し、
障害者アスリートのトレーニング環境の充実を図りリニューアルオープンした。
また、東京都は、東京 2020 大会等に向け都立スポーツ施設が改修・休館していく中、
「TOKYO
スポーツ施設サポーターズ事業」を実施し、大学・企業等の協力を得ながら、都民のスポー
ツ環境の維持に努めている。
これらのことから、2020 年(令和２年)に向けてスポーツ施設は充足するものと予測する。
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イ．スポーツ活動の状況
都民のスポーツ実施率（週 1 回以上スポーツを実施する人の割合）は、増加傾向を示して
おり、近年は、約 60％程度で推移している。
東京都は、「スポーツ都市東京」の実現を目指し、日常的なスポーツ活動の場として、地
域住民が主体的に運営し、子供から大人まで、全ての人が参加できる地域スポーツクラブの
設立・育成を推進しており、東京都における地域スポーツクラブ数は、増加傾向を示してい
る。
「するスポーツ」としては、都民のスポーツ実施率（週１回以上スポーツを実施する人の
割合）は、おおむね 60％程度であるが、夢・未来プロジェクト実施校数、東京都スポーツ推
進企業認定数は、増加傾向を示している。
「みるスポーツ」としては、テレビ等によるスポ
ーツ観戦率は、おおむね 90％程度と高い水準にあり、障害者スポーツの観戦経験のある割合
も 50％を超えている。
「支えるスポーツ」としては、都民のスポーツを支える活動状況は、
増加傾向を示している。
「障害者スポーツ」としては、障害のある都民(18 歳以上)のスポー
ツ実施率は 32.4％(2018 年度(平成 30 年度))である。
また、2020 年(令和２年)に向けては、東京都や組織委員会では、東京 2020 大会を契機
とした様々なスポーツイベント、体験プログラム、教育プログラム等を実施しており、都
民等のスポーツ活動への関心及び意識啓発のための機会を広く提供している。
さらに、東京 2020 大会では、都内の幼稚園児から高校生を対象に東京 2020 大会の観戦
機会が得られるように観客席を確保することやライブサイトやパブリックビューイングに
よる東京 2020 大会の観戦機会を提供する。
このように、東京 2020 大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京 2020 大会を
契機としたスポーツ活動の機会も充実したものとなると予測する。

- 364 -

9.1 全体計画 9.1.9 スポーツ活動

(3) ミティゲーション
・東京都は、東京 2020 大会の競技会場として、東京アクアティクスセンター、海の森水上競
技場、有明アリーナ、カヌー・スラロームセンター、大井ホッケー競技場及び夢の島公園ア
ーチェリー場の６施設を新たに整備し、大会後には体育・スポーツ及びレクリエーションの
普及振興を図り、都民の心身の健全な発達に寄与するため施設となる。
・障害のある方が気軽にスポーツやレクリエーションを楽しめるよう障害者専用スポーツの施
設である東京都障害者総合スポーツセンター及び東京都多摩障害者スポーツセンターをリ
ニューアルオープンした。リニューアルオープンに当たっては、開所式を開催するとともに、
開所式の後は、障害のある人もない人も参加できるスポーツプログラムを実施した。
・東京都では、東京 2020 大会等に向け都立スポーツ施設が改修・休館していく中にあっても、
都民のスポーツ環境を維持できるよう、
「TOKYO スポーツ施設サポーターズ事業」を実施し、
大学・企業等の協力を得ながら、都民の新たなスポーツ環境の維持に努めている。
・東京都や組織委員会では、東京 2020 大会を契機とした様々なスポーツイベント、体験プロ
グラム等を実施しており、都民等のスポーツ活動への関心及び意識啓発のための機会を広く
提供している。組織委員会では、このような各種イベント等の開催プログラムを「東京 2020
参画プログラム」に掲載することで、東京都と組織委員会で一体的にスポーツイベント等の
発信や推進を行っている。
・東京都では、パラスポーツの応援プロジェクト「TEAM BEYOND」の一環として、企業・団体
がパラスポーツ支援への関わりを考える機会を設けることを通じ、パラスポーツが 2020 年
(令和２年)以降も社会に根付く土壌をつくることを目的として、企業・団体向けセミナー・
交流会「BEYOND CONFERENCE」を開催した。
・東京都では、従業員のスポーツ活動の促進に向けて優れた取組やスポーツ分野における支援
を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定するとともに、認定企業の
取組を紹介し、企業におけるスポーツ活動を促進することを目的に「取組事例集」を作成・
公表している。
・組織委員会は、都内の幼稚園児から高校生を対象に東京 2020 大会の観戦機会が得られるよ
うに子供の観戦促進に向けて「学校連携観戦プログラム」を進めている。
・東京都及び組織委員会では、東京都や競技会場が所在する関係自治体等に東京 2020 ライブ
サイトを設置し、競技会場外で誰もが大型スクリーンを利用した競技中継等を通じて競技観
戦を楽しみ、大会の感動と興奮を共有できる機会を提供する。
・組織委員会では、
「東京 2020 大会 コミュニティライブサイトガイドライン」を策定し、コ
ミュニティライブサイトの設置を計画している自治体等の支援を行うほか、パブリックビュ
ーイングの設定に当たっての支援を行う。
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(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、都民のスポーツ活動の機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大

限行われることとした。
2)

評価の結果

ア．スポーツ施設の充足
東京都は、東京 2020 大会の競技会場として、東京アクアティクスセンター、海の森水上
競技場、有明アリーナ、カヌー・スラロームセンター、大井ホッケー競技場及び夢の島公園
アーチェリー場の６施設を新たに整備し、大会後には体育・スポーツ及びレクリエーション
の普及振興を図り、都民の心身の健全な発達に寄与するための施設となる。また、障害のあ
る方が気軽にスポーツやレクリエーションを楽しめるよう障害者専用スポーツの施設であ
る東京都障害者総合スポーツセンター及び東京都多摩障害者スポーツセンターをリニュー
アルオープンした。
また、東京都は、東京 2020 大会等に向け都立スポーツ施設が改修・休館していく中、
「TOKYO
スポーツ施設サポーターズ事業」を実施し、大学・企業等の協力を得ながら、都民のスポー
ツ環境の維持に努めている。
以上のように、スポーツ施設の整備やスポーツ環境の維持等、東京 2020 大会を契機とし
てスポーツ施設が充足し、スポーツの利用者の場が確保される取組を行っていることから、
都民のスポーツ活動の機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるも
のと考える。
イ．スポーツ活動の状況
オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大のスポーツの祭典であり、東京都や
組織委員会では、東京 2020 大会を契機とした様々なスポーツイベント、体験プログラム、
教育プログラム等を実施し、都民等のスポーツ活動への関心及び意識啓発のための機会を広
く提供している。
さらに、東京 2020 大会では、子供の観戦促進に向けた「学校連携観戦プログラム」やラ
イブサイトやパブリックビューイングによる東京 2020 大会の観戦機会を提供する。
以上のように、都民等のスポーツ活動への関心及び意識啓発のための機会の提供等、東京
2020 大会を契機としてスポーツ活動の参加機会が充実するよう東京都及び組織委員会が連
携して取り組む計画となっていることから、都民のスポーツ活動の参加の機会への配慮が事
業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.1.10 文化活動
(1) 現況調査
1)

調査事項及びその選択理由
調査事項及び選択理由は、表9.1.10-1に示すとおりである。
表 9.1.10-1 調査事項及び選択理由
調査事項

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い、文化活動
の状況や意識に対しての変化が考えら
れることから、左記の事項に係る調査が
必要である。

①文化活動の状況
②国際交流の状況
③情報提供のバリアフリー化の状況
④法令等の目標等
⑤東京都等の計画等の状況
2)

調査地域
調査地域は、東京都とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
オリンピック・パラリンピック競技大会は、スポーツだけではなく文化の祭典でもある。
「オ

リンピック憲章2018年版」（平成31年２月

(公財)日本オリンピック委員会(JOC)）では、根

本原則として「オリンピズムはスポーツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するも
の」とされ、組織委員会は文化イベントのプログラムを催すことが定められている。
近年の大会では、前の大会が開催されてから次の大会が開催されるまでの期間において、開
催都市をはじめ各地で様々な文化イベントが実施されている。
そのため、本評価書案では、「ア．文化活動の状況」、「イ．国際交流の状況」及び「ウ．
情報提供のバリアフリー化の状況」として、それぞれ現況の文化活動に関する状況を整理する
とともに、東京2020大会に関連する文化活動に関する取組等を調査した。
ア．文化活動の状況
調査は、以下の資料から文化活動の状況、東京 2020 大会に向けた文化活動の状況を整理
した。
・「文化に関する世論調査」(平成15年、平成21年、平成28年 内閣府)
・「文化に関する世論調査」(平成30年４月 東京都生活文化局)
・「Tokyo Tokyo FESTIVAL」（東京都生活文化局ホームページ）
・「東京2020参画プログラムとは」（組織委員会ホームページ）
・「東京2020文化オリンピアードについて」（平成28年9月 組織委員会）
・「東京2020 NIPPONフェスティバル」（組織委員会ホームページ）
・「日本博について」（文化庁ホームページ）
・「beyond2020プログラム」（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ホームページ）
・「Tokyo Tokyo FESTIVAL とは」（Tokyo Tokyo FESTIVAL特設サイト）
・「東京2020参画プログラム」（組織委員会ホームページ）
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イ．国際交流の状況
調査は、以下の資料から外国人の訪都状況、都民の国際交流に関する意識の状況、東京 2020
大会に向けた国際交流の状況を整理した。
・「東京都観光客数等実態調査」（東京都産業労働局ホームページ）
・「東京2020アクション＆レガシープラン2016」（平成28年７月 組織委員会）
・「2020年に向けた東京都の取組―大会後のレガシーを見据えて（増刷版）―」（平成30
年２月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
・「PRIME 観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン

～東京2020大会に向けた重

点的な取組～」（平成31年２月 東京都）
・「ホストタウンの推進について」（内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本
部事務局）
・「ホストタウン一覧」（首相官邸政策会議ホームページ）
・「ラグビーワールドカップ2019を通じた地域活性化についての調査研究 報告書」（平
成30年３月 総務省地域力創造グループ地域振興室）
・「世界ともだちプロジェクト」（東京都教育委員会ホームページ）
ウ．情報提供のバリアフリー化の状況
調査は、以下の資料から 2020 年（令和２年）に向けた情報提供のバリアフリー化の状況
を整理した。
・「「2020年に向けた実行プラン」政策目標2017年度実績一覧表」（平成30年９月 東京
都）
・「PRIME 観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン

～東京2020大会に向けた重

点的な取組～」（平成31年２月 東京都産業労働局観光部企画課）
エ．法令等の目標等
調査は、文化振興等に関する関係法令等の目標等の整理によった。
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、文化振興等に関する東京都等の計画、目標等の整理によった。
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4)

調査結果
ア．文化活動の状況
(ｱ) 都民の文化活動の実施状況及び行動意識の状況
内閣府における世論調査によると、過去１年間にホール・劇場、映画館、美術館・博物
館等で文化芸術を直接鑑賞したことがあると回答した割合は、図 9.1.10-1 に示すとおり
である。何らかの文化芸術を直接鑑賞したことがあるとの回答は、おおむね 60％から 70％
程度となっている。

2003年(平成15年)

2009年(平成21年)

2016年(平成28年)
0%

20%

鑑賞したことがある

40%

60%

鑑賞したものはない

80%

100%

わからない

注)全国を対象とした調査結果のうち、東京都区部として集計されている数値を示す。
出典：「文化に関する世論調査」(平成 15 年、平成 21 年、平成 28 年 内閣府)をもとに作成

図 9.1.10-1 文化活動の状況
東京都生活文化局における 18 歳以上の都民を対象とした世論調査
（調査期間：2017 年(平
成 29 年)11 月及び 2018 年(平成 30 年)１月）によると、過去１年間に習い事や趣味の活動
として実施した文化活動（鑑賞のみは含まない）の実施状況は、図 9.1.10-2 に示すとお
りである。写真が 8.8％、クラシック以外の音楽が 5.6％、美術が 5.1％等となっている。
同調査における文化鑑賞・文化イベント参加の状況（習い事等自身が主体となった活動を
除く）は、図 9.1.10-3 に示すとおりである。映画が 51.5％、展覧会（美術、歴史、写真、
文芸など）が 35.0％、コンサート（ポップスなど）が 24.3％等となっている。
また、同調査における文化活動への興味・関心の割合は、図 9.1.10-4 に示すとおりで
ある。「興味がある」及び「興味が少しある」の合計は、44.0％となっている。
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回答
写真
クラシック以外の音楽
美術
映画
クラシック音楽
ダンス・舞踊
茶道・華道など
文芸(詩・短歌・俳句・川柳など)
演芸(落語・漫才など)
演劇(ミュージカルなどを含む)
伝統芸能(歌舞伎・能など)
その他
特にない
無回答

全体
8.8%
5.6%
5.1%
4.8%
3.7%
3.4%
3.1%
2.0%
1.2%
0.8%
0.6%
4.4%
68.7%
1.2%

エリア別
区部
市町村部
8.7%
8.9%
5.8%
5.2%
4.9%
5.4%
4.9%
4.6%
3.1%
4.8%
3.7%
2.9%
2.8%
3.7%
1.6%
2.8%
1.1%
1.2%
0.9%
0.6%
0.6%
0.6%
4.4%
4.5%
68.6%
69.0%
1.4%
0.9%

出典：「文化に関する世論調査」(平成 30 年４月

性別
男
12.6%
6.0%
4.4%
5.7%
2.0%
1.2%
0.5%
1.4%
1.3%
0.9%
0.7%
3.3%
71.6%
0.9%

女
5.4%
5.2%
5.7%
4.1%
5.2%
5.5%
5.5%
2.5%
1.0%
0.6%
0.5%
5.5%
66.2%
1.5%

東京都生活文化局)

図 9.1.10-2 文化活動の状況（習い事や趣味の活動（鑑賞のみは除く））
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回答

全体

映画
展覧会（美術、歴史、写真、文芸など）
コンサート（ポップスなど）
演劇（ミュージカルなどを含む）
クラシック音楽（オペラなどを含む）
街なか（屋外）で行われる芸術文化イベント
講演会・シンポジウム
演芸（落語・漫才など）
伝統芸能（歌舞伎・能など）
舞踊・ダンス（バレエなどを含む）
メディアアート（デジタル映像・音響等新たに開発
される技術から生み出される芸術表現）のイベント
茶道・華道（茶会・生け花展など）
芸術文化の体験型イベント
障害者アートイベント
その他
特にない
無回答

出典：「文化に関する世論調査」(平成 30 年４月

51.5%
35.0%
24.3%
16.0%
12.5%
11.8%
10.7%
10.3%
8.9%
7.0%

エリア別
区部
市町村部
52.5%
49.6%
36.1%
33.0%
25.0%
23.0%
17.8%
12.9%
14.0%
9.9%
12.5%
10.6%
10.0%
11.9%
11.8%
7.7%
10.1%
6.9%
7.7%
5.7%

性別
男
48.0%
29.7%
19.8%
10.1%
8.8%
11.2%
12.5%
12.0%
7.0%
3.7%

女
54.6%
39.7%
28.2%
21.3%
15.7%
12.4%
9.0%
8.8%
10.7%
10.0%

6.2%

6.9%

4.9%

6.7%

5.8%

5.4%
3.3%
2.4%
1.1%
27.1%
0.3%

5.3%
3.6%
2.3%
1.2%
26.0%
0.3%

5.5%
2.8%
2.5%
0.9%
29.1%
0.5%

2.0%
2.5%
2.0%
1.3%
33.4%
0.2%

8.4%
4.0%
2.7%
0.9%
21.5%
0.4%

東京都生活文化局)

図 9.1.10-3 文化鑑賞・文化イベント参加の状況（習い事等自身が主体となった活動を除く）
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回答
ある
少しある
あまりない
ない
わからない
無回答

全体
16.5%
27.5%
29.0%
21.8%
4.7%
0.4%

エリア別
区部
市町村部
16.8%
16.0%
26.5%
29.3%
30.6%
26.3%
20.7%
23.6%
4.9%
4.5%
0.5%
0.3%

出典：「文化に関する世論調査」(平成 30 年４月

性別
男
12.7%
26.2%
30.7%
25.4%
4.7%
0.4%

女
19.9%
28.6%
27.6%
18.6%
4.7%
0.5%

東京都生活文化局)

図 9.1.10-4 文化活動への興味・関心の割合
(ｲ) 東京 2020 大会に向けた文化活動
オリンピック・パラリンピック競技大会は文化の祭典でもあり、開催都市である東京都
をはじめ様々な文化プログラムが実施されている。東京都、組織委員会及び国が実施して
いる主な文化プログラムは、表 9.1.10-2 に示すとおりであり、2016 年(平成 28 年)より東
京 2020 大会やレガシーを見据えた日本文化の発信や文化イベント等が実施されている。
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表 9.1.10-2 東京都、組織委員会及び国が実施している主な文化プログラム
実施主体
東京都

プログラム名
Tokyo Tokyo FESTIVAL
(東京文化プログラム)
東京 2020 参画プログラム

組織委員会

東京 2020
文化オリンピアード

東京 2020
NIPPON フェスティバル

日本博
国
beyond2020 プログラム

実施時期

概要
東京 2020 大会に向けて、東京を文化の面から盛り上げ
2016 年９月～
るため、多彩な文化プログラムを展開し、芸術文化都
2020 年
市東京の魅力を伝える取組
2016 年 10 月～ 東京 2020 大会の大会ビジョンのもと、文化芸術等、参
2020 年
加者自らが体験・行動するプログラム
文化の祭典として、あらゆる人々が参加できるプログ
2016 年 10 月～
ラムを全都道府県において実施し、地域を活性化する
2020 年５月
こと、多くの若者に文化芸術への参加を促進し、創造
(予定)
性を育成することを目標としたもの
日本文化の発信、多様な人々の参加や交流、文化・芸
2020 年４月～
パラリンピック 術活動を通じた多くの人々の東京 2020 大会への参加機
会をつくり、大会に向け期待感を高めることを目的と
大会直前期
したプログラム
(予定)
東京 2020 大会の機運醸成や訪日外国人観光客の拡大等
2020 年を中心と も見据えつつ、日本の美を体現する我が国の文化芸術
しつつ、その前後 の振興を図り、その多様かつ普遍的な魅力を発信する
もの。
2017 年１月～
日本文化の魅力を発信するとともに、2020 年以降を見
2020 年
据えたレガシー創出のための文化プログラム

出典：下記の資料やホームページをもとに作成
「Tokyo Tokyo FESTIVAL」（2019 年８月１日参照 東京都生活文化局ホームページ）
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/bunka/bunka_jigyo/0000000851.html
「東京 2020 参画プログラムとは」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://participation.tokyo2020.jp/jp/about/
「東京 2020 文化オリンピアードについて」（平成 28 年９月 組織委員会）
「東京 2020 NIPPON フェスティバル」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/get-involved/festival/
「日本博について」（2019 年８月１日参照 文化庁ホームページ）http://www.bunka.go.jp/seisaku/nihonhaku/index.html
「beyond2020 プログラム」（2019 年８月１日参照 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
事務局ホームページ）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/beyond2020/about/

〇東京都の文化プログラム
東京都では、2025 年(令和７年)までの芸術文化振興における基本方針として策定した
「東京文化ビジョン」（平成 27 年３月 東京都）に基づき、芸術文化を首都東京の更
なる成長の柱に位置付け、2020 年(令和２年)とその先を見据えて、芸術文化の振興を推
進している。
2016 年(平成 28 年)のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック終了後から
2020 年(令和２年)まで４年間の文化事業を「東京文化プログラム」として展開すること
とし、伝統芸能からポップカルチャーまで、東京の多彩で奥深い芸術文化の魅力を国内
外に発信すべく、文化事業の拡充・推進に取り組んでいる。
東京都生活文化局が実施した世論調査（調査期間：2017 年(平成 29 年)11 月及び 2018
年(平成 30 年)１月）において文化プログラムへ参加したい人（鑑賞を含めて参加した
いと思うか）の割合は、図 9.1.10-5 に示すとおりである。「そう思う」及び「まあそ
う思う」の合計は、50.7％となっている。
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回答

全体

そう思う
まあそう思う
あまりそう思わない
そう思わない
わからない
無回答

16.3%
34.4%
17.1%
18.8%
10.9%
2.5%

エリア別
区部
市町村部
17.6%
14.0%
33.9%
35.3%
17.1%
17.1%
18.1%
20.0%
10.9%
10.9%
2.4%
2.6%

性別
男
12.1%
31.7%
19.6%
24.2%
10.1%
2.2%

出典：「文化に関する世論調査」(平成 30 年４月

女
20.0%
36.8%
14.9%
14.0%
11.5%
2.7%

東京都生活文化局)

図 9.1.10-5 文化プログラムへ参加したい人の割合
2017 年（平成 29 年）秋からは、発信力を強化し更なる気運醸成を図るため、東京文
化プログラムを新たに「Tokyo Tokyo FESTIVAL」と銘打って、東京 2020 大会に向けた
多彩な文化プログラムを展開している（図 9.1.10-6 参照）。

出典：「Tokyo Tokyo FESTIVAL とは」（2019 年８月 29 日参照
https://tokyotokyofestival.jp/

Tokyo Tokyo FESTIVAL 特設サイト）

図 9.1.10-6 「Tokyo Tokyo FESTIVAL」
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〇組織委員会の文化プログラム
組織委員会では、東京 2020 大会の大会ビジョンのもと、スポーツだけでなく、文化
芸術等、参加者自らが体験・行動し、レガシーを形成することで未来につなぐプログラ
ムである「東京 2020 参画プログラム」を運営している。東京 2020 参画プログラムは、
「文化」、「スポーツ・健康」、「持続可能性」等の８つのテーマに分類されており、
このうち文化に関する参画プログラム実施数は、表 9.1.10-3 に示すとおりであり、プ
ログラムを開始した 2016 年(平成 28 年)以降増加傾向を示している。文化に関するプロ
グラムは、「東京 2020 文化オリンピアード」とされ、表 9.1.10-4 に示すとおり、実施
主体により「東京 2020 公認文化オリンピアード事業」と「東京 2020 応援文化オリンピ
アード事業」が展開され、2017 年(平成 29 年)３月 15 日時点で、それぞれ 126 件(25 団
体)、56 件(19 団体)の事業が認証されている 1。
表 9.1.10-3 東京 2020 参画プログラム実施数
2016 年
2017 年
2018 年
(平成 28 年)
(平成 29 年)
(平成 30 年)
東京 2020 参画プログラム実施数（単年）
31
249
534
プログラム参加人数（単年）
357,831
4,661,925
5,313,731
注 1)参画プログラムの８つのテーマから、「文化」について抽出した件数を示す。
2)プログラム参加人数は、参加人数が公表されているプログラムにおける延べ人数を示す。
出典：「東京 2020 参画プログラム」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://participation.tokyo2020.jp/jp/
項目

表 9.1.10-4 東京 2020 文化オリンピアードの事業体系
事業名

実施主体

概要

・「オリンピック憲章」に基づいて行われる公式
文化プログラム
東京 2020 公認
・東京大会の主なステークホルダー等が大会ビジ
文化オリンピアード事業
ョンの実現に相応しい文化芸術性の高い事業
を実施
会場所在地以外の地 ・「オリンピック憲章」に基づいて行われる公式
文化プログラム
方公共団体、独立行
東京 2020 応援
政法人を含む非営利 ・非営利団体等がオリンピック・パラリンピック
文化オリンピアード事業
ムーブメントを裾野まで広げる事業を実施
団体
出典：「東京 2020 文化オリンピアードについて」（平成 28 年９月 組織委員会）
組織委員会、国、開
催都市、会場所在地
方公共団体、公式ス
ポンサー、JOC、JPC

1 出典：「第 5 回 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化を通じた機運醸成策に関する関係
府省庁等連絡・連携会議 資料 12 東京 2020 フェスティバル(仮称)の方向性について」（平成 29 年３月 組織
員会）
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また、組織委員会では、東京 2020 参画プログラムの集大成として、2020 年（令和２
年）４月から大会に向けた機運を最大化し、国内外へ日本の様々な文化を PR するため、
「東京 2020 NIPPON フェスティバル」を展開する。「東京 2020 NIPPON フェスティバル」
は、組織委員会が国・自治体・文化団体等と連携し日本の文化・芸術の力を国内外に発
信する文化フェスティバルである。
東京 2020 NIPPON フェスティバルの主催プログラムは、表 9.1.10-5 に示すとおり、
「大会に向けた祝祭感」、「参加と交流」、「共生社会の実現」、「東北復興」の４つ
のテーマで開催する予定としている。
表 9.1.10-5 東京 2020 NIPPON フェスティバルの主催プログラム
テーマ

プログラムの概要
実施時期
場所
現在の東京、ひいては日本が世界に発信すべきテーマを表現する
芸術分野として「歌舞伎」と「オペラ」を選定し、“東洋と西洋
都内予定
大会に向けた祝祭感 の文化の融合と共生、伝統と現代の対比”という形で、2020 年以 2020 年 4 月頃
降にもレガシーとなるような新しい日本文化を東京から世界へ発
信する。
日本と世界の子供たちを中心に、日本の古典から現代までの踊り
や謡などの体験を通して交流する。「参加交流することが世界平
2020 年 7 月
都内予定
参加と交流
和に繋がる」という、オリンピックの理念に基づき、古典から現
代のアーティストが複数参画し、皆の心に残る事業を目指す。
障がい者や健常者、LGBT など様々なジャンルの人々が街中で繰り
広げられる「音楽」「文化」「アート」「パフォーマンス」など パラリンピック
都内予定
共生社会の実現
に混ざり合うことで、多くの人々が参加しあう「ダイバーシティ 大会直前を予定
＆インクルージョン」の新しい文化創造事業を展開する。
「東北復興」をテーマに、巨大人形(モッコ）が東北各地を巡り、
東北の人々からのメッセージを預かり、TOKYO を目指し旅を続け 2020 年 5 月
東北各地
東北復興
～7 月 及び東京
る。モッコが東北に根付く文化や、人々との出会いを重ねるとい
ったロードストーリーを背景に新しい形の文化事業を展開する。
出典：「東京 2020 NIPPON フェスティバル」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://tokyo2020.org/jp/special/festival/

〇国の文化プログラム
日本博は、2019 年(平成 31 年)４月以降、プロジェクトの公募を行い、審査・評価の
結果、計 88 件を採択し、参画プロジェクトは 2019 年(令和元年)７月２日現在で計 93
件を認証している。
また、beyond2020 プログラムは、日本文化の魅力を発信するとともに、2020 年以降
を見据えたレガシー創出のための文化プログラムであり、国が以下の要件を満たしたプ
ログラムを認証している。
・日本文化の魅力を発信する事業・活動
・多様性・国際性に配慮した、「障害者にとってのバリアを取り除く取組」、もし
くは「外国人にとっての言語の壁を取り除く取組」のいずれかを含んだ事業・活
動
2017 年(平成 29 年)１月の認証開始から２年弱で８千件を超えるプログラムが認証さ
れている 2。

2 出典：「第 8 回 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化を通じた機運醸成策に関する関係
府省庁等連絡・連携会議 資料 14-1 beyond2020 プログラムの他分野への展開について(案)」（平成 30 年 12 月
内閣官房オリパラ事務局）
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イ．国際交流の状況
(ｱ) 外国人の訪都状況
訪都外国人旅行者数の推移は、表 9.1.10-6 に示すとおりであり、近年は増加傾向を示
している。
東京都では、訪都外国人旅行者数の増加を図るため、「東京 2020 アクション＆レガシ
ープラン 2016」（平成 28 年７月 組織委員会）や「2020 年に向けた東京都の取組－大会
後のレガシーを見据えて（増刷版）－」（平成 30 年２月 東京都オリンピック・パラリ
ンピック準備局）に基づき外国人受入れの基盤整備及び日本（東京）の魅力発信の活動を
推進している。また、「PRIME 観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン

～東京

2020 大会に向けた重点的な取組～」（平成 31 年２月 東京都）では、2020 年(令和２年)
の訪都外国人旅行者数の目標値を 2,500 万人に設定し、東京 2020 大会に向けて「世界一
のおもてなし都市・東京の実現」、「世界の旅行者を楽しませる旅行体験の創出」、「旅
行地としての世界的な認知度の向上」の３つの重点テーマに取り組んでいる。
表 9.1.10-6 訪都外国人旅行者数の推移
区

分

訪都外国人旅行者数（千人）

2013 年
2014 年
2015 年
2016 年
2017 年
2018 年
(平成 25 年) (平成 26 年) (平成 27 年) (平成 28 年) (平成 29 年) (平成 30 年)
6,812

8,874

11,894

13,102

13,774

14,243

出典：「東京都観光客数等実態調査」（2019 年８月１日参照 東京都産業労働局ホームページ）
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/tourism/

(ｲ) 東京 2020 大会に向けた国際交流
ｱ) 東京 2020 大会のホストタウン・事前キャンプでの国際交流
東京都では、国際交流の活動の機会が増加する東京 2020 大会のホストタウン 3・キャ
ンプ地・練習会場の誘致を図るため、「ホストタウンの推進について」（内閣官房東京
オリンピック・パラリンピック推進本部事務局）や「2020 年に向けた東京都の取組－大
会後のレガシーを見据えて－(増刷版)」（平成 30 年２月 東京都）に基づき、誘致に向
けた基盤整備の取組を実施している。
都内のホストタウンの登録状況
（2019 年(平成 31 年)６月 28 日時点）
は、表 9.1.10-7(1)
及び(2)に示すとおりであり、20 件が登録され、各種の国際交流が実施されている。

3 東京 2020 大会開催に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から、参加
国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体をホストタウンという。
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表 9.1.10-7(1) 東京 2020 大会ホストタウン登録状況
登録団体名

相手国・地域

文京区

ドイツ

目黒区

ケニア

大田区

ブラジル

世田谷区

米国

豊島区

バングラデシュ

板橋区

イタリア

計画の特色
・1988 年にカイザースラウテルン市と姉妹都市提携を行い、ホームステイ交換事業や文
化・芸術、スポーツを通じた区民交流事業を実施している。こども新聞記者がドイツ
の文化に触れドイツ人との交流を行い、また、様々な競技体験の取材を通じて記事に
した広報誌を制作・発行している。
・柔道を中心としたパラリンピック競技等の選手との交流を目指し、交渉を進めていく。
・区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェステ
ィバルに長年参加するなど、これまで積極的に地域との交流が行われてきた。
・2017 年 11 月には、交流に係る覚書を締結。ケニアの子供たちにシューズを集めて送
るとともに、ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校生とのスポーツ交
流などを実施し、大会終了後も継続していく。
・2017 年 6 月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。ハンドボー
ル、バレーボール、ビーチバレーボール、アーチェリーの事前合宿を受け入れること
としている。
・2018 年６月～７月でブラジル男子ハンドボール代表チームが区内で合宿を行うととも
に、日本代表との国際親善試合、区内ハンドボール部生徒への競技指導、区内小中学
校への訪問を実施。区民向けのブラジルの文化や歴史を紹介するイベントも実施して
いる。
・区と米国オリンピック委員会との間で、2015 年 11 月に覚書を、2017 年 11 月に詳細
を定めた契約を締結。
・これまで、米国にゆかりのあるプロ野球選手・ソフトボール選手を招いた区内中・高
生との交流、米国金メダリストによる小・中学校の児童・生徒及び都立高校生を対象
とした水泳教室、米国パラリンピアンを招いた区内小中学校での講演会等を実施。
・大会終了後も継続して区民との交流事業を実施できるよう交渉していく。
・15 年以上にわたり区内公園においてバングラデシュ人の在日コミュニティによる
新年を祝うイベントが開催されている。今後、ホストタウンとして東京大会に出

場する選手も含めたバングラデシュ人の方々と、スポーツや文化を通じた区民と
の交流を進めることで、国際理解を推進していく。
・区内で開催した国際絵本原画展をきっかけにイタリアと交流が続き、イタリアボ
ローニャ市と友好都市交流協定を締結。
・2018 年 5 月、イタリアオリンピック委員会と男女バレーボールチームの「東京
2020 オリンピック競技大会期間前及び期間中トレーニングに係る協定」を締結。

・2017 年 10 月、交流計画の核となる Game Changer Project に関する覚書を、オランダ
オリンピック委員会・スポーツ連合とオランダ大使館で締結。４年間にわたりパラア
スリートと交流を実施予定。
・本覚書に基づき、オランダからパラアスリートやコーチの派遣を受け、講演会やスポ
江戸川区
オランダ
ーツ教室を実施。あわせて、オランダのパラスポーツ関係者による茶道等の日本文化
体験も開催。
・大使館等の協力を得て、オランダ研究者やオランダ大使館員等を講師とした講習を実
施。
・米国スポーツクライミングの統括団体である USA CLIMBING と東京大会に向けた強化
合宿及び事前キャンプの実施について合意。相互交流につなげられる環境も整ってお
八王子市
米国
り、市民、市民団体、大学等と連携した幅広い分野における交流を大会後も継続し、
スポーツや観光面の振興を図るとともに地域の活性化につなげる。
・既にベラルーシ共和国新体操ナショナルチームの事前合宿を実施している宮城県の
「白石市・柴田町・仙台大学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協議会」と連携し、ベ
ラルーシ共和国新体操ナショナルチームが宮城県白石市と仙台大学（柴田町）での事
立川市
ベラルーシ
前合宿を終えた後、東京に移動してからの事前合宿地として受入れを行い、選手と市
民、特に子供たちとの交流を行う。
・ルーマニア革命から間もない 1992 年から友好都市交流のあるブラショフ市との交流
が基盤。毎年 30 日間、日本文化研修のためブラショフ市民を招へい。
・これまでの交流を更に深めていくため、東京 2020 大会を契機に、文化分野に加えス
武蔵野市
ルーマニア
ポーツ分野での交流を開始。
・2018 年９月に、市民交流団がルーマニアを訪問し、文化交流を実施。また、2019 年
１月に、ルーマニア国パラリンピック委員会・パラ卓球選手及びコーチ、視覚障害者
柔道選手などを招待し、強化合宿を実施予定。
出典：「ホストタウン一覧」（2019 年８月 1 日参照 首相官邸政策会議ホームページ）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/gaiyou_dai1.html
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表 9.1.10-7(2) 東京 2020 大会ホストタウン登録状況
登録団体名

相手国・地域

計画の特色
・1965 年、ボッパルト市と姉妹都市提携を締結。同市寄贈のブドウの木から収穫された
実を使った「おうめワイン ボッパルトの雫」の販売、青少年交流やマラソン交流な
ど多様な分野における交流を続けている。
・ドイツの食や文化を紹介する青梅オクトーバーフェストや青梅クリスマスマーケット
などのイベントを開催するとともに、在日ドイツ人と青梅市民とのサッカー交流戦、
青梅市
ドイツ
ドイツ人歌手による小学校における交流、ドイツ語版青梅市観光ガイドを作成してい
る。
・多数のオリンピアンを輩出しているカヌースラロームの聖地「御岳渓谷」を活用し、
事前合宿誘致を進める。
・1992 年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後 26 年にわたりヘルナ
ルス区とのホームステイを相互に実施するなど、市民を交えた文化交流等を継続。こ
れを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。
・野球オーストラリア代表チームが 2018 年、2019 年、2020 年に日本国内で実施する事
オーストリア
府中市
前合宿を全て受け入れ、滞在中には市民との交流を図る。また事前合宿を契機として、
オーストラリア
オーストラリアの車いすバスケットボール代表による小学校での体験会・交流会やオ
ーストラリアの高校生と市内のチームによる野球交流等、スポーツ・文化・経済とい
った様々な分野での交流を推進。
・2002 年 FIFA ワールドカップサッカー大会の事前合宿を受け入れたことを契機に交流
が開始。
・サウジアラビアからの留学生等を招き市民とともにフットサルを楽しむ大会や小・中
調布市
サウジアラビア
学生を対象としたサウジアラビア王国直属学校との交流を実施。調布市花火大会に同
国関係者を招待するなど調布の魅力を体験してもらうとともに、市内小中学校で交流
事業を実施。市民向けにはアラビア文化に関する展示やアラビア語教室を開催。
・2015 年、同国のラグビーチームが強化合宿を実施。これをきっかけに、ラグビー等の
事前合宿誘致を進める。
町田市
南アフリカ
・「ネルソンマンデラ月間」などの同国の関連行事に合わせたイベント等により、スポ
ーツ・文化・経済交流を深める。
・空手の盛んな当市において、空手強豪のウクライナの事前合宿誘致と事後交流を進め
る。2019 年はテストイベントの合宿を受入、市内小中高大学生、企業空手部員と交歓
日野市
ウクライナ
稽古を行い、市民応援団がウクライナを会場で応援する。
・事後交流では大使館とも連携し、音楽演奏会、文化講演会、食の体験会等の文化交流
を行う。
・2004 年に中華人民共和国の蘇州市と友好交流都市の協定を締結し、以降、教育交流等
を継続。
・この交流を核として、蘇州市・東村山市の小学生選抜チームによるサッカー教室・交
東村山市
中国
流試合を相互に行うとともに、中国からの留学生を市内高校で受け入れ学生や市民等
との交流を実施するなど、中華人民共和国とのサッカー、卓球競技を中心とした継続
的な交流を推進する。
・JICA による行政視察の受入れや、市内の企業・大学による医療・経済・文化・教育等
国分寺市
ベトナム
の民間交流をベースとした官民連携による国際交流の促進と、事前キャンプ受入れ等
による選手との交流を契機とし東京 2020 大会の機運醸成と地域活性化を図る。
・市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることか
ら、モンゴル相撲が盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後にモンゴルのオリンピ
アンを招いた交流会の実施や、両国の子供たちを中心とした文化・スポーツ交流を図
武蔵村山市
モンゴル
る。
・市民まつりで行われる相撲大会にモンゴルの子供たちを招待し、地域の小学生との交
流を実施。
・2018 年度にキルギス共和国男子柔道チームによる「柔道グランドスラム大阪 2018」
事前キャンプの受入れを実施。
羽村市
キルギス
・それを契機に 2019 年度以降は、「2019 世界柔道選手権」・「東京 2020 オリンピック」
事前キャンプの受入れや、同国の歌手・民族楽器演奏者等による「キルギス友好親善
コンサート」開催を始めとした文化紹介等の交流事業により市民意識の高揚を図る。
・オランダオリンピック委員会・スポーツ連合との連携プロジェクト「GameChanger プ
西東京市
オランダ
ロジェクト～パラスポーツで社会を変える～」の交流を契機に、パラスポーツの普及
啓発や障害や障害者への理解を図るための交流を深め、共生社会の実現を目指す。
出典：「ホストタウン一覧」（2019 年８月 1 日参照 首相官邸政策会議ホームページ）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/gaiyou_dai1.html
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また、「ラグビーワールドカップ 2019 を通じた地域活性化についての調査研究 報告
書」（平成 30 年３月 総務省地域力創造グループ地域振興室）によると、2002FIFA ワー
ルドカップ日本／韓国では、カメルーン共和国が中津江村（現大分県日田市中津江村）で
実施した事前キャンプを契機に国際交流が現在も継続しているとされている。東京都では、
区市町村が連携してオール東京体制で取組を進められるよう、事前キャンプ誘致に関する
情報提供・相談体制等を充実させるとして、「東京 事前キャンプガイド ～for2020」を
開設し、東京を選ぶべき理由を発信している。
組織委員会では、「東京 2020 事前キャンプガイド」を公開し、全国の自治体から寄せ
られた各競技の国際競技連盟（IF）の技術要件を満たす良質なトレーニング環境、いわゆ
るキャンプ地の情報を数多く掲載し、最適なキャンプ地を日本国内で見つけられるよう、
ガイドを活用した積極的な情報発信で支援している。
ｲ) 東京都オリンピック・パラリンピック教育での国際交流
1998 年(平成 10 年)の長野オリンピック・パラリンピック冬季競技大会では、長野市一
校一国運動として、長野市内の小中学校 75 校が 72 の国や地域を担当して教育や国際交
流を行った。
「ラグビーワールドカップ 2019 を通じた地域活性化についての調査研究 報
告書」（平成 30 年３月 総務省地域力創造グループ地域振興室）によると、大会後も約
半数の学校が国際交流を続け、現在も約 10 校が交流を続けているとされている。
東京都においても、「世界ともだちプロジェクト」として、東京 2020 大会参加予定国・
地域を幅広く学び、実際の国際交流に発展させる取組を行っている。
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ウ．情報提供のバリアフリー化の状況 4
東京都では、「2020 年に向けた実行プラン」（平成 28 年 12 月 東京都）や「PRIME 観光
都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン ～東京 2020 大会に向けた重点的な取組～」
（平
成 31 年２月 東京都）により、2020 年(令和２年)に向けて、多言語対応の推進、外国人旅
行客の受入環境の向上等のため、都内において情報提供のバリアフリー化に係る取組が行わ
れている。
2020 年に向けた情報提供のバリアフリー化の整備状況は、表 9.1.10-8 に示すとおりであ
り、各種ボランティアの育成や観光案内インフラの整備が進められているほか、新宿駅、池
袋駅、渋谷駅等のターミナル駅の拠点機能の充実・強化として、案内サインの統一化、案内
所やデジタルサイネージの整備、都営交通の多言語対応券売機の設置拡大やコンシェルジュ
の配置駅拡大を図っている。
また、東京都では、大会開催中の外国人旅行者が円滑に移動し、安心して快適に滞在でき
る環境整備を図るため、標示・標識等の多言語対応に取り組んでおり、その一環として、都
内区市町村職員及びその関係団体職員を対象とした「多言語対応推進セミナー2019」を開催
した。
表 9.1.10-8

2020 年に向けた情報提供のバリアフリー化の整備状況

外国人おもてなし語学ボランティア
観光ボランティア

累計 50,000 人
累計 3,000 人

2017 年度末
実績
累計 30,279 人
累計 3,022 人

おもてなし親善大使

項

各種ボランティアの育成

目

観光案内所

2020 年度目標

累計 1,000 人

累計 805 人

広域的な観光案内拠点

10 地域

6 地域

観光案内窓口

200 か所

84 か所

街中での観光案内(観光ボランティア)
観光案内インフラの整備

観光案内標識

10 地域

6 地域

新規

600 基程度

244 基

更新

1,000 基程度

489 基

150 基程度

56 基

デジタルサイネージ

無料 Wi-Fi
700 か所
202 か所
出典：「「2020 年に向けた実行プラン」政策目標 2017 年度実績一覧表」（平成 30 年９月 東京都）及
び「PRIME 観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン ～東京 2020 大会に向けた重点的な取
組～」（平成 31 年２月 東京都産業労働局観光部企画課）をもとに作成

4 ここでは、観光案内に関する情報提供のバリアフリー化を対象とし、競技会場やラストマイルにおけるバリアフリー化
は、「9.1.14 安全」で対象とした。
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エ．法令等の目的等
文化活動に関する法令等については、表 9.1.10-9 に示すとおりである。
表 9.1.10-9 文化活動に関する法令等
法令・条例等

目的・施策等

文化芸術基本法（平成 13 （目的）
年法律第 148 号 平成 29 第一条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑
年改正）
み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の
責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定める
ことにより、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。）を行う者（文
化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文
化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及
び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
東京都文化振興条例
（目的）
（昭和 58 年条例第 46 号） 第一条 この条例は、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢
献しようとする日本国憲法の精神にのつとり、文化の振興に関する東京都(以下
「都」という。) の施策の基本を明らかにすることによつて、都民が東京の自然及
び歴史的風土に培われた、国際都市にふさわしい個性豊かな文化を創造することに
寄与し、もつて都民生活の向上に資することを目的とする。
(基本原則)
第二条 都は、都民が文化の担い手であることを認識し、その自主性と創造性を最大
限に尊重する。
２ 都は、この条例の運用に当たつては、文化の内容に介入し、又は干渉することの
ないよう十分留意しなければならない。
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オ．文化活動に関する東京都等の計画等の状況
文化活動に関する東京都等の計画等については、表 9.1.10-10 に示すとおりである。
表 9.1.10-10 文化活動に関する計画、目標等
関係計画等

目的・施策等

（目的）
東京都文化振興指針
(平成 18 年 5 月 東京 「東京都の文化施策を語る会」の提言（平成 18 年 1 月）を踏まえ、世界が文化的魅力を
都)
感じ、都民が文化的豊かさを誇ることができ、文化創造の基盤が充実した「創造的な文化
を生み出す都市・東京」を目指す。
（指針の性格及び目標年次）
本指針は、平成 27 年度（2015 年度）までのおおむね 10 年間を展望した都の文化振興の
考え方や方向性を示すとともに、文化振興施策の全体像を整理したものであり、今後の文
化振興施策の基本となるもの。
（基本目標）
Ⅰ.世界が文化的魅力を感じる都市・東京
Ⅱ.都民が文化的豊かさを誇れる都市・東京
Ⅲ.文化創造の基盤が充実する都市・東京
（施策）
1 新進・若手アーティストの支援
2 芸術文化の創造と発信
3 芸術文化を支える人材の育成
4 子どもたちの豊かな感性の育成
5 都民の文化活動の促進
6 文化の継承・発展
7 観光・産業振興、まちづくりなどとの連携
8 都立文化施設の改革と魅力向上
9 文化振興推進体制の整備
（ビジョンの性格）
東京文化ビジョン
（平成 27 年 3 月 東 ・東京都の芸術文化振興における基本指針
・2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化プログラムの
京都）
先導的役割
・国際的に発信する東京の文化政策の世界戦略
（理念）
・東京独自の芸術文化が持つ多様性を発信する
・東京の更なる成長の柱として芸術文化を位置づける
・オリンピック・パラリンピックを契機に有形・無形の文化レガシーを創出する
・東京を舞台にあらゆる人々の交流と世界中の芸術家の創造活動を促進し、芸術文化の力
を世界平和の実現につなげていく
・芸術文化の力で東京を変える取組を全国に広げ、文化が牽引する新たな日本をあらゆる
人々の力を結集して創出する
（文化戦略）
1.伝統と現代が共存・融合する東京の独自性と多様性を追求し、世界発信
2.多彩な文化拠点の魅力向上により、芸術文化都市東京の発信力を強化
3.あらゆる人が芸術文化を享受できる社会基盤を構築
4.新進若手を中心に多様な人材を国内外から発掘・育成、新たな創造とビジネスの
チャンスを提供
5.都市外交を基軸に芸術文化交流を促進し、国際的な競争力を高める
6.教育、福祉、地域振興等、社会や都市の課題に、芸術文化の力を活用
7.先端技術と芸術文化との融合により創造産業を発展させ、変革を創出
8.東京が持つ芸術文化の力で、都市力を引き出し史上最高の文化プログラムを実現
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（2）予測
1)

予測事項
予測事項は、文化活動の状況、国際交流の状況、情報提供のバリアフリー化とした。

2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、文化活動に影響が生じると思われる期間とし、2013年(平成25年)の大会

招致決定後から大会開催年である2020年(令和２年)までの期間とした。
3)

予測地域
予測地域は、東京都内とした。

4)

予測手法

ア．文化活動の状況
予測手法は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降の東京 2020
大会に関する取組や活動状況を参考として、2020 年(令和２年)までの文化活動の状況を定
性的に推定する方法とした。
イ．国際交流の状況
予測手法は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降の東京 2020 大
会に関する取組や活動状況を参考として、2020 年(令和２年)までの国際交流の状況を定性
的に推定する方法とした。
ウ．情報提供のバリアフリー化
予測手法は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降の東京 2020 大
会に関する取組や活動状況を参考として、2020 年(令和２年)までの情報提供のバリアフリ
ー化の状況を定性的に推定する方法とした。
5)

予測結果

ア．文化活動の状況
18 歳以上の都民を対象とした世論調査
（調査期間：2017 年(平成 29 年)11 月及び 2018 年(平
成 30 年)１月）によると、文化活動への興味・関心の割合は、「興味がある」及び「興味が
少しある」の合計は 44.0％となっている。
このような中、東京都では、東京 2020 大会に向けて、東京を文化の面から盛り上げるた
め、多彩な文化プログラムを実施し、芸術文化都市東京の魅力を伝える取組を展開している。
また、文化プログラムの認知度向上、気運醸成を目的に、東京都が推進する文化プログラム
全体の取組を「Tokyo Tokyo FESTIVAL」と銘打ち、戦略的にプロモーションを展開している。
組織委員会では、東京 2020 大会の大会ビジョンのもと、スポーツだけでなく、文化芸術等、
参加者自らが体験・行動し、レガシーを形成することで未来につなぐプログラムである「東
京 2020 参画プログラム」を運営し、様々な文化活動の情報発信を行っている。また、2020
年（令和２年）４月から国・自治体・文化団体等と連携し日本の文化・芸術の力を国内外に
発信する文化フェスティバルである「東京 2020 NIPPON フェスティバル」を開催し、大会に
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向けた機運を最大化するとともに、国内外へ日本の様々な文化を PR する。
東京 2020 大会では、コミュニティライブサイト会場での文化イベントの開催等により、
世界各国に我が国や東京都の文化を広く発信する。
このように、東京 2020 大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京 2020 大会を契
機とした文化活動の機会も充実したものとなると予測する。
イ．国際交流の状況
訪都外国人旅行者数は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年(平成 25 年)以降、増加
傾向を示している。
東京都では、国際交流の活動の機会が増加する東京 2020 大会のホストタウン・キャンプ
地・練習会場の誘致を図るため、誘致に向けた基盤整備の取組を実施している。また、東京
都では、区市町村が連携してオール東京体制で取組を進められるよう、「東京 事前キャン
プガイド ～for2020」を開設し、東京を選ぶべき理由を発信している。
組織委員会では、「東京 2020 事前キャンプガイド」を公開し、キャンプ地の情報を数多
く掲載し、最適なキャンプ地を日本国内で見つけられるよう、ガイドを活用した積極的な情
報発信で支援している。
さらに、東京 2020 大会では、都内各地に大会参加国の文化芸術等の情報発信拠点となる
オリンピックハウス 5が設置される予定である。
このように、東京 2020 大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京 2020 大会を契
機とした国際交流の機会も充実したものとなると予測する。
ウ．情報提供のバリアフリー化
東京都では、大会開催中の外国人旅行者が円滑に移動し、安心して快適に滞在できる環境
整備を図るため、標示・標識等の多言語対応に取り組んでおり、その一環として、都内区市
町村職員及びその関係団体職員を対象とした「多言語対応推進セミナー2019」を開催した。
また、組織委員会では、東京 2020 大会が、障害の有無に関わらず、全ての人々にとって
アクセシブルでインクルーシブな大会となるよう様々な取組を推進するため、「Tokyo2020
アクセシビリティ・ガイドライン」（平成 29 年３月 組織委員会）を策定している。組織
委員会では、情報提供のバリアフリー化の進展に向けて、適用対象施設の所有者・管理者等
に対し、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ている。
これらのことから、2020 年(令和２年)に向けて情報提供のバリアフリー化は進展するもの
と予測する。

5 オリンピックハウスは、各国のオリンピック委員会が設置するものであり、JOC(日本オリンピック委員会)では過去大
会において、日本文化や観光など日本の魅力を世界に発信していた。

- 385 -

9.1 全体計画 9.1.10 文化活動

(3) ミティゲーション
1) 文化活動に関する取組
・東京都では、東京 2020 大会に向けて、東京を文化の面から盛り上げるため、リオデジャネ
イロオリンピック・パラリンピックの閉幕後から、多彩な文化プログラムを実施し、芸術文
化都市東京の魅力を伝える取組を展開している。
・2018 年度（平成 30 年度）からは、文化プログラムの認知度向上、気運醸成を目的に、東京
都が推進する文化プログラム全体の取組を「Tokyo Tokyo FESTIVAL」と銘打ち、戦略的にプ
ロモーションを展開している。また、2019 年（令和元年）９月から、Tokyo Tokyo FESTIVAL
の中核を彩る事業として、13 件の企画公募事業を展開していく。
・組織委員会では、東京 2020 大会の大会ビジョンのもと、文化芸術など参加者自らが体験・
行動し、レガシーを形成することで未来につなぐプログラムである「東京 2020 参画プログ
ラム」を運営し、都民等の文化活動に対する情報発信を行う。
・組織委員会では、文化の祭典として、あらゆる人々が参加できるプログラムを全都道府県に
おいて実施し、地域を活性化すること、多くの若者に文化芸術への参加を促進し、創造性を
育成することを目標に「東京 2020 文化オリンピアード」を展開している。
・2020 年（令和２年）４月から大会に向けた機運を最大化し、国内外へ日本の様々な文化を
PR するため、「東京 2020 文化オリンピアード」の集大成として、「東京 2020 NIPPON フェ
スティバル」を展開し、組織委員会が国・自治体・文化団体等と連携し日本の文化・芸術の
力を国内外に発信する。
・東京 2020 大会では、コミュニティライブサイト会場での文化イベントの開催等により、世
界各国に我が国や東京都の文化を広く発信する。組織委員会では、「東京 2020 大会 コミュ
ニティライブサイトガイドライン」を策定し、コミュニティライブサイトの設置を計画して
いる自治体等の支援を行う。
2) 国際交流に関する取組
・都内の事前キャンプ候補地を、効果的かつ積極的に各国関係団体へ PR する。また、組織委
員会として、事前キャンプ地を誘致した自治体や学校等との連携をはじめ、各主体との連携
による取組を推進する。
・異文化交流を促進するため、各国のオリンピック・パラリンピックハウスの情報発信を行う。
3) 情報提供のバリアフリー化に関する取組
・組織委員会では、東京 2020 大会が、障害の有無に関わらず、全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様々な取組を推進するため、「Tokyo2020 アクセシ
ビリティ・ガイドライン」（平成 29 年３月 組織委員会）を策定している。組織委員会で
は、情報提供のバリアフリー化の進展に向けて、適用対象施設の所有者・管理者等に対し、
ガイドラインに即した環境整備を働きかける。
・東京都では、大会開催中の外国人旅行者が円滑に移動し、安心して快適に滞在できる環境整
備を図るため、標示・標識等の多言語対応に取り組んでおり、その一環として、都内区市町
村職員及びその関係団体職員を対象とした「多言語対応推進セミナー2019」を開催した。
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(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、都民の文化活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大

限行われることとした。
2)

評価の結果

ア．文化活動の状況
東京都は、東京 2020 大会に向けて、東京を文化の面から盛り上げるため、多彩な文化プ
ログラムを実施し、芸術文化都市東京の魅力を伝える取組を展開している。組織委員会では、
文化芸術など参加者自らが体験・行動し、レガシーを形成することで未来につなぐプログラ
ムである「東京 2020 参画プログラム」を運営し、都民等の文化活動に対する情報発信を行
っているほか、国内外へ日本の様々な文化を PR するため、「東京 2020 NIPPON フェスティ
バル」を展開する。
東京 2020 大会では、コミュニティライブサイトでの文化イベントの開催等により、世界
各国に我が国や東京都の文化を広く発信する。
以上のように、文化の祭典でもあるオリンピック・パラリンピック競技大会に関する文化
プログラムの実施等、東京 2020 大会を契機として文化活動の参加機会が充実するよう東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、多彩な文化プログラムに
よる都民の文化活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われ
るものと考える。
イ．国際交流の状況
東京都は、国際交流の活動の機会が増加する東京 2020 大会のホストタウン・キャンプ地・
練習会場の誘致を図るため、誘致に向けた基盤整備の取組を実施している。また、東京都は、
区市町村が連携してオール東京体制で取組を進められるよう、「東京 事前キャンプガイド
～for2020」を開設し、東京を選ぶべき理由を発信している。
組織委員会では、「東京 2020 事前キャンプガイド」を公開し、キャンプ地の情報を数多
く掲載し、最適なキャンプ地を日本国内で見つけられるよう、ガイドを活用した積極的な情
報発信で支援している。
さらに、東京 2020 大会では、都内各地に大会参加国の文化芸術等の情報発信拠点となる
オリンピックハウスが設置される予定である。
以上のように、国際交流機会の提供や情報発信等、東京 2020 大会を契機として国際交流
が充実するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会
参加国との国際交流による都民の文化活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能
な範囲で最大限行われるものと考える。
ウ．情報提供のバリアフリー化
東京都は、大会開催中の外国人旅行者が円滑に移動し、安心して快適に滞在できる環境整
備を図るため、標示・標識等の多言語対応に取り組んでおり、その一環として、都内区市町
村職員及びその関係団体職員を対象とした「多言語対応推進セミナー2019」を開催した。
組織委員会では、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」（平成 29 年３月 組織
委員会）を策定し、適用対象施設の所有者・管理者等に対し、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
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的な施設としての環境整備を働きかけている。
以上のように、外国人旅行者に対応した多言語化等、東京 2020 大会を契機として文化活
動の情報提供のバリアフリー化が進展するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む
計画となっていることから、情報提供のバリアフリー化による都民の文化活動の参加機会の
確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.1.11 ボランティア
(1) 現況調査
1)

調査事項及びその選択理由
調査事項及び選択理由は、表9.1.11-1に示すとおりである。
表 9.1.11-1 調査事項及び選択理由
調査事項

選択理由

①ボランティア活動の状況
②参加意識の状況
③社会基盤整備の状況（ボランティア文化の定着
に向けた東京都の取組）
④法令等の目的等
⑤ボランティアに関する行政等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴い、ボランテ
ィア活動の状況や意識に対しての変化
が考えられることから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2)

調査地域
調査地域は、東京都とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京都では、東京2020大会を契機に、ボランティア文化の定着に向けた取組を進めている。
そのため、本評価書案では、現況の「ア．ボランティア活動の状況」及び「イ．参加意識の

状況」を調査し、その上で、東京2020大会を契機にしたボランティア文化の定着に向けた取組
として「ウ．社会基盤整備の状況（ボランティア文化の定着に向けた東京都の取組）」等を調
査した。
ア．ボランティア活動の状況
調査は、以下の資料から東京都におけるボランティア活動者数・活動者率、活動内容の状
況等を整理した。
・
「社会生活基本調査」
（平成13年、平成18年、平成23年７月、平成29年７月

総務省統計

局）
・
「都民等のボランティア活動等に関する実態調査」
（平成29年３月、平成30年３月、平成
31年３月 東京都生活文化局）
・
「都民のスポーツ活動に関する世論調査」（平成27年２月 東京都生活文化局）
イ．参加意識の状況
調査は、以下の資料からボランティア活動への都民等の参加意識の状況を整理した。
・
「都民等のボランティア活動等に関する実態調査」
（平成31年３月 東京都生活文化局）
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ウ．社会基盤整備の状況（ボランティア文化の定着に向けた東京都の取組）
社会基盤整備の状況調査については、「東京における共助社会づくりを進めるための取組
について ～お互い様の心を大切にした社会を～〔提言〕」
（平成 27 年 12 月 共助社会づく
りを進めるための検討会） 1を踏まえ、調査は、以下の資料からボランティア活動に係る社
会基盤整備として「情報」
、
「機会・場」、
「人材」の観点からボランティア文化の定着に向け
た東京都等の取組等を整理した。
・「東京都のボランティア関連ページ」（東京都生活文化局ホームページ）
・「東京マラソン2019活動紹介」
（(一財)東京マラソン財団ホームページ）
・「ラグビーワールドカップ2019

ボランティアの活動」（ラグビーワールドカップ2019

ホームページ）
・「The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964 The Official Report of the Organizing
Committee」
（1964年 IOC）
・
「東京ボランティアナビ リオ2016大会のボランティア等」
（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）
・「東京ボランティアナビ

ロンドン2012大会の都市ボランティア・大会ボランティア」

（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）
・
「大学連携’18プログラム 東京2020オリンピック・パラリンピック ボランティア募集説
明会」
（組織委員会ホームページ）
・
「東京2020大会ボランティア 活動分野・内容」
（組織委員会ホームページ）
・
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 都市ボランティア募集要項」
（2018
年

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

・「東京2020オリンピック・パラリンピック都市ボランティア募集 自治体一覧」（日本財
団ボランティアサポートセンターホームページ）
・
「東京2020大会に向けた東京都内の区・市独自ボランティア一覧」
（日本財団ボランティ
アサポートセンターホームページ）
エ．法令等の目的等
調査は、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）等のボランティアに関する関係
法令等の目的等の整理によった。
オ．ボランティアに関する行政等の計画等の状況
調査は、ボランティア活動の推進計画等、ボランティアに関する東京都等の施策目標等の
整理によった。

1 本提言は、
「共助社会づくりを進めるための東京都指針」
（平成 28 年２月 東京都）の策定に当たり、外部有識者によ
る検討会が東京都に対して広域自治体として果たすべき役割を提言したものであり、本提言の「第２章 活動に参加し
やすくなるための基盤整備」として、
「各種情報の収集とシステムの整備」
「迅速な情報提供」
「活動する機会・場の充
実」
「活動側と受入れ側をつなぐ人材の養成」
「災害への確実な備え」を掲げている。
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4)

調査結果

ア．ボランティア活動の状況
東京都のボランティア活動行動者数は、表 9.1.11-2 に示すとおりである。東日本大震災
の災害ボランティアにより活動者数が急増した 2011 年(平成 23 年)を除き、おおむね横ばい
で推移している。
表 9.1.11-2 ボランティア活動行動者数（東京都）
2001 年
2006 年
2011 年
2016 年
(平成 13 年)
(平成 18 年)
(平成 23 年)
(平成 28 年)
項目
実数
比率
実数
比率
実数
比率
実数
比率
（千人）
(％)
（千人）
(％)
（千人）
(％)
（千人）
(％)
ボランティア行動者数
2,507
22.7
2,600
22.6
2,949
24.6
2,672
21.6
注)比率は、10 歳以上推定人口に対する行動者数の比率（行動者率）を示す。
出典：「社会生活基本調査」
（平成 13 年、平成 18 年、平成 23 年７月、平成 29 年７月 総務省統計局）

近年のボランティア行動者率は、図 9.1.11-1 に示すとおりである。
「直近１年間にボラン
ティア活動に参加した」及び「直近１年間はないが、過去にボランティア活動に参加したこ
とはある」と回答した割合は、近年増加傾向を示しており、「今まで全くボランティア活動
などには参加したことがない」と回答した割合は、年々減少している。
また、直近１年間に参加したボランティア活動の内容は、表 9.1.11-3 に示すとおりであ
る。参加した割合が多いのは、町会・自治会の活動、PTA の活動や学校行事の手伝い等とな
っている。
0%
2016年

2017年

2018年

10%
22.9

24.8

27.5

20%

30%

40%

50%

60%

80%

70%

18.3

90%

0.4

58.3

21.3

53.7

23.7

100%

48.7

0.2

0.1

直近1年間にボランティア活動に参加した
直近1年間はないが、過去にボランティア活動に参加したことはある
今まで全くボランティア活動などには参加したことがない
無回答
回答

全体

直近 1 年間にボランティア活動に参加した
直近 1 年間はないが、過去にボランティア活動に参加したことはある
今まで全くボランティア活動などには参加したことがない
無回答

27.5%
23.7%
48.7%
0.1%

エリア別
区部
市町村部
25.5%
31.4%
22.7%
25.7%
51.7%
42.8%
0.1%
0.0%

性別
男
23.3%
20.6%
56.1%
0.0%

注)回答の比率は、2018 年の結果を示す。
出典：
「都民等のボランティア活動等に関する実態調査」
（平成 29 年３月、平成 30 年３月、平成 31 年３月
都生活文化局）

図 9.1.11-1 近年のボランティア活動行動者率
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女
31.8%
26.8%
41.2%
0.1%

東京
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表 9.1.11-3 直近１年間に参加したボランティア活動
ボランティア活動の種類
町会・自治会の活動
ＰＴＡの活動や学校行事の手伝い
子供を対象とした活動
（子供の居場所づくり、学習支援、子供会の世話、子育て支援ボランティア等）
まちづくりのための活動
（道路や公園などの清掃、花いっぱい運動、まちおこし等）
安全な生活のための活動
（防災活動、パトロールなどの防犯活動、交通安全運動等）
高齢者を対象とした活動
（高齢者の日常生活の手助け、高齢者とのレクリエーション等）
自然や環境を守るための活動
（野鳥の観察と保護、森林や緑を守る活動、リサイクル運動、ゴミを減らす活動等）
健康や医療サービスに関係した活動
（献血、入院患者の話し相手等）
災害に関係した活動
（炊き出し、募金を集める活動等）
スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動
(東京 2020 大会関連を除くスポーツ関連のボランティア、観光ガイドボランティア等)
障害者を対象とした活動
（手話、点訳、朗読、障害者スポーツ支援、障害者の社会参加の協力等）
在住・訪日外国人のための活動
（日常生活の手助けや道案内など外国人への支援活動等）
国際協力に関係した活動
（在住・訪日外国人のための活動を除く、海外支援協力、難民支援等）
東京 2020 大会関連のボランティア
（東京 2020 大会普及啓発イベントの手伝い等）
その他

割合
10.7％
9.9％
4.3％
4.3％
3.7％
3.1％
2.8％
2.0％
1.6％
1.6％
1.1％
0.6％
0.6％
0.3％
1.7％

出典：「都民等のボランティア活動等に関する実態調査」
（平成 31 年３月 東京都生活文化局）

また、ボランティア活動への参加経験のある対象者のうち、スポーツを支える活動への参
加経験は、図 9.1.11-2 に示すとおりであり、ボランティア活動への参加経験のある対象者
の半数以上は、スポーツを支える活動への参加経験を有している。
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回答

全体

お子さんのスポーツや運動の部活動やクラブ等の運営や支援
地域のスポーツ活動などの運営や支援（クラブ、スポーツ団体等の活動）
スポーツイベントのボランティア（スポーツ大会などの不定期的な活動）
その他
参加経験はない
わからない

出典：「都民のスポーツ活動に関する世論調査」
（平成 27 年２月

29.3%
21.5%
14.3%
5.2%
41.0%
1.0%

エリア別
区部
市町村部
31.8%
25.2%
21.9%
20.9%
13.0%
16.5%
7.3%
1.7%
35.9%
49.6%
1.6%
-

性別
男
29.3%
30.1%
16.5%
3.8%
38.3%
0.8%

女
29.3%
14.9%
12.6%
6.3%
43.1%
1.1%

東京都生活文化局）

図 9.1.11-2 スポーツを支える活動への参加経験
イ．参加意識の状況
ボランティア活動への関心度は、図 9.1.11-3 に示すとおりであり、おおむね半数程度が
関心があるとされている。

5.7
45.2
49.1

単位：％
関心がある
回答
関心がある
関心がない
わからない
無回答

全体
45.2
49.1
5.3
0.4%

関心がない

わからない・無回答

エリア別
区部
市町村部
43.3
49.0
51.0
45.3
5.3
5.2
0.4%
0.5%

性別
男
39.6
54.7
5.4
0.3%

女
51.0
43.4
5.1
0.5%

注)回答は、過去のボランティア活動の参加経験によらず満 10 歳以上の男女個人を
対象としたものを示す。
出典：「都民等のボランティア活動等に関する実態調査」
（平成 31 年３月 東京都生活文化局）

図 9.1.11-3 ボランティア活動への関心度
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ウ．社会基盤整備の状況（ボランティア文化の定着に向けた東京都の取組）
(ｱ) 情報
東京都では、都民のおもてなし精神がボランティア文化として定着することを目指し、
多くの方が様々な分野でボランティアとして活躍できる機会を提供するため、表 9.1.11-4
に示す東京都のボランティア関連を集約したウェブサイトを開設している。
表 9.1.11-4 東京都のボランティア関連ページの掲載情報
担当部局
生活文化局

オリンピック・パラリンピック準備局
都市整備局
環境局
福祉保健局

病院経営本部
産業労働局

建設局

港湾局
水道局

ボランティアの内容等
外国人おもてなし語学ボランティア
防災（語学）ボランティア
江戸東京たてもの園ボランティア
東京ボランティアナビ
応急危険度判定員
被災宅地危険度判定士
環境局 ボランティア
都立児童養護施設 ボランティア
北療育医療センター ボランティア
北療育医療センター城南分園 ボランティア
府中療育センター ボランティア
都立病院ボランティア
公社病院ボランティア
東京都観光ボランティア
おもてなし親善大使育成塾
とうきょう林業サポート隊
東京ふれあいロード・プログラム
東京都東部 7 公園ボランティア
有明の丘ボランティア 「そなエリアクラブ」
有明の丘ボランティア 「ガーデンクラブ」
むさしのの都立公園ボランティア
狭山丘陵の都立公園ボランティア
東京動物園ボランティアーズ
東京シーライフボランティアーズ
公園ボランティア
庭園ガイドボランティア
河川ボランティア
花壇ボランティア
環境美化ボランティア
多摩川水源森林隊

出典：「東京都のボランティア関連ページ」
（2019 年８月１日参照 東京都生活文化局ホームページ）
http://www.metro.tokyo.jp/kurashi/npo/volunteer/volunteer.html
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(ｲ) 機会・場
東京都等では、ボランティア活動の機会や場を提供する様々な取組として、以下のよう
な制度や支援等を実施している。
〇ボランティアの活躍できる機会の提供
東京都では、表 9.1.11-4 に示したとおり、様々な分野でボランティアとして活躍で
きる機会を提供している。
〇ボランティア休暇制度
東京都では、東京 2020 大会の開催を契機とした、働く世代のボランティア参加への
気運醸成及び裾野拡大を図るため、その基盤となる「ボランティア休暇制度」を整備す
る企業等へ助成金を支給している。
〇東京マラソンにおけるボランティア活動の支援
(一社)東京マラソン財団が設立した「東京マラソン財団オフィシャルボランティアク
ラブ VOLUNTAINER（ボランテイナー）
」を通して、ボランティア精神の普及や活動促進と
レガシー創出につなげていくため、スポーツの未来のために誰でも自発的・継続的にか
つ楽しくボランティア活動ができる場の提供や情報発信を行っている。
2019 年(平成 31 年)３月に開催された東京マラソンにおけるボランティアの活動内容
は、表 9.1.11-5 に示すとおりであり、マラソンコース全般での取組や多言語対応を行
っている。
表 9.1.11-5 東京マラソン 2019 での活動内容
区分

主な活動内容
・入場ゲート：手荷物検査のサポート、持込制限についてのアナウンスを行う
・誘導：スタートエリアや駅改札でランナーや観衆を案内、誘導する
・手荷物：ナンバーカードとシールを確認し、手荷物を受け取る
・給水・給食：ドリンクや給食物を渡す
スタート
・出発係：該当のスタートブロックへランナーを案内する
・インフォメーション：各種問合わせに対応する
・車いすランナー対応：手荷物と生活車いすを預かり、フィニッシュ行きの専用トラックに預
ける
・ランナーサービス：ドリンクや給食物、フィニッシャータオル、完走メダルなどを渡す
・手荷物：ナンバーカードと手荷物シールを確認し、返却する
フィニッシュ
・会場誘導：フィニッシュエリアの各場所で、ランナーや観衆を案内、誘導する
・車いすランナー対応：車いすランナーの誘導、生活用車いすの運搬を行う
給水は紙コップに水やスポーツドリンクを入れテーブルに並べて準備する。給食物は場所によ
コース
って異なるが、バナナやパンなど様々な給食物をトレーに入れて配布する。活動中や終了後に
(給水・給食)
はごみなどを集める。
・コース管理：コーン、バーの配置、ランナーの安全確保、観衆の飛び出しの防止などを行う
コース
・距離表示：距離やマラソンと 10km の振分を表示する看板を持つ
(コース整理)
・ランナーサポート：ランナーへのトイレの案内、誘導を行う
ボランティア活動は 10 人から 20 人程度のメンバーが 1 つの班となり、リーダーはメンバーを
「とりまとめ支える」役割を担う。事前にマニュアルを確認し、1 日のスケジュールをシミュ
リーダー・
レーションする。活動当日は、出欠確認や活動内容の説明など、メンバーが不安なく楽しくボ
リーダーサポート
ランティア活動ができるようフォローする。リーダーサポートは、ボランティア経験豊富な
方々が、リーダーのサポートと大会スタッフと現場を「つなぐ」役割を担う。
外国語でランナーをサポートする多言語対応メンバーは、東京マラソン EXPO、東京マラソン
多言語対応
フレンドシップランと大会当日のスタートマラソンフィニッシュで活動する。また、日本語で
の対応も行う。
出典：「東京マラソン 2019 活動紹介」
（2019 年６月 20 日参照 (一財)東京マラソン財団ホームページ）
https://www.marathon.tokyo/2019/volunteer/activity/
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〇ラグビーワールドカップにおけるボランティア活動の支援
東京都は、2019 年(令和元年)９月 20 日から 11 月２日に開催されるラグビーワールド
カップ 2019 日本大会において、(公財)ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会と連
携・協力してボランティア（NO-SIDE（ノーサイド））の募集、選考、運営等に取り組ん
でいる。その結果、
募集期間 2018 年(平成 30 年)４月 23 日から７月 18 日までの期間に、
募集予定人数１万人に対して３万８千人を超える応募があった。NO-SIDE の活動内容は、
表 9.1.11-6 に示すとおりである。
表 9.1.11-6 ラグビーワールドカップ NO-SIDE 活動内容
区分

活動内容
開催都市の街なかや空港、駅、ファンゾーン、スタジアム周辺などにおいて、観
街なか＆ファンゾーンガイド
戦客を案内し、楽しませる重要な役割を担う。
スタジアム内において、観戦客を案内し、楽しませる役割である。街なか＆ファ
会場内観客サービス
ンゾーンガイドと同じく、観戦客と直に接する活動である。
フリートサポート
大会関係者の移動車両の運転手や配車センターの運営サポートを行う。
輸送サポート
スタジアム周辺の関係者駐車場の案内などを行う。
関係者パス発行サポート
関係者パス発行センターで、関係者パスの発行や問合せ対応などを行う。
VIP 対応
ゲストの受付・案内やおもてなしを行う。
メディアサポート
国内外のメディア・放送局の活動をサポートする。
無線機の受け渡しや動作確認、ユーザーサポートなど、テクノロジー面で大会を
テクノロジーサポート
支える。
ケータリングサポート
スタジアム内において、スタッフ等の飲食の手配・運搬に関するサポートを行う。
会場運営サポート
スタジアム内の運営本部にて、担当スタッフの活動をサポートする。
スタジアム周辺に設置されるスタッフの休憩所等において、当日受付や休憩所の
スタッフサポート
運営をサポートする。
出典：「ラグビーワールドカップ 2019 ボランティアの活動」
（2019 年８月１日参照 ラグビーワールドカップ 2019 ホームページ）
https://www.world.rugby/news/390674?lang=ja

〇オリンピック・パラリンピックにおけるボランティア活動の支援
過去に開催されたオリンピック・パラリンピックのボランティア数は、1964 年(昭和
39 年)に開催された東京大会から近年の大会にかけて、種目数の増加も相まって全体的
に増加傾向にあり、
表 9.1.11-7 に示すとおり過去大会ではロンドン大会が最多で 78,000
人である。
表 9.1.11-7 オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティア数
開催年

大会名

1964(昭和 39)年

東京大会

ボランティア数
7,281 人

種目数
オリンピック ：163 種目
パラリンピック： 14 種目
オリンピック ：302 種目
パラリンピック：503 種目
オリンピック ：306 種目
パラリンピック：528 種目
オリンピック ：339 種目
パラリンピック：540 種目
of the Organizing Committee」

約 8,000 人 （都市ボランティア）
約 70,000 人 （大会ボランティア）
37,000 人 （オリンピック）
2016(平成 28)年
リオ大会
19,000 人 （パラリンピック）
30,000 人 （都市ボランティア）
2020(令和２)年
東京大会
80,000 人 （大会ボランティア）
出典：「The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964 The Official Report
（1964 年 IOC）
「東京ボランティアナビ リオ 2016 大会のボランティア等」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/jp/about/other_games/Rio2016/index.html
「東京ボランティアナビ ロンドン 2012 大会の都市ボランティア・大会ボランティア」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/jp/about/other_games/London2012/index.html
2012(平成 24)年

ロンドン大会
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東京 2020 大会では、表 9.1.11-7 に示すとおりロンドン大会を上回るフィールドキャ
スト（大会ボランティア）80,000 人、シティキャスト（都市ボランティア）30,000 人
程度の計 110,000 人程度のボランティアの参加を予定している。
東京都では、東京 2020 大会において、組織委員会と連携・協力してボランティアの
募集、選考、運営等に取り組んでおり、フィールドキャスト（大会ボランティア）の運
営主体は組織委員会、シティキャスト（都市ボランティア）の運営主体は東京都となっ
ている。各ボランティアを 2018 年(平成 30 年)９月 26 日から 12 月 21 日までの期間に
おいて募集した。その結果、フィールドキャスト（大会ボランティア）は 204,680 人、
シティキャスト（都市ボランティア）は 36,649 人の応募があった。フィールドキャス
ト（大会ボランティア）及びシティキャスト（都市ボランティア）の活動内容は、表
9.1.11-8 及び表 9.1.11-9 に示すとおりである。
組織委員会では、全国約 800 の大学・短期大学と連携協定の締結をスタートさせ、様々
な活動に取り組んでいる。この一環として、東京 2020 大会におけるフィールドキャス
ト（大会ボランティア）の募集開始に先立ち、連携協定を締結している大学・短期大学
に在学する学生及び教職員を対象に「大学連携’18 プログラム 東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピックボランティア募集説明会」を開催し、208 大学、約 2,660 名（学生
2,040 名、教職員 620 名）の参加があった。
また、表 9.1.11-10 及び表 9.1.11-11 に示すとおり、競技が実施される各自治体や東
京都の区市においてもボランティアを募集している。
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表 9.1.11-8 東京 2020 大会 フィールドキャスト（大会ボランティア）活動内容
活動分野
案内

活動内容
会場内等で観客や大会関係者の案内、チケットチェックや荷物などのセキュ
リティチェックのサポートを行う。また、競技会場以外にも空港やホテルで、
大会関係者が円滑に日本に入国・宿泊できるよう、案内を行う。
競技
競技会場や練習会場内で競技運営等のサポートを行う。競技に必要な備品の
管理を手伝うまたは、競技会場内で競技の運営そのものに関わるなど、場所
や競技によって活動は多岐に渡る。
移動サポート 大会関係者が会場間を移動する際に車を運転し、快適な移動となるようサポ
ートする。
アテンド
海外要人等が快適に日本で生活できるよう、空港や会場等様々な場所で接遇
を行う。また、選手が快適な競技生活を送ることができるよう、外国語での
コミュニケーションサポート等を行う。これら以外にも競技を終えた選手が
メディアからインタビューを受ける際に、外国語でのコミュニケーションサ
ポート等も行う。
運営サポート 競技会場、選手村、車両運行等の様々な運営サポートを行う。例えば、配付
施設でのスタッフ（ボランティア等）のユニフォーム配付や、大会関係者が
保有する ID の発行、スタッフが日々の活動を開始する際の「チェックイン」
受付等を行う。その他、選手村やメディアセンターにおいて、物品を貸し出
すなど、活動の内容や場所は多岐に渡る。
ヘルスケア
選手にけが人が出た場合、医務室への搬送サポートを行う。「ファーストレ
スポンダー 2」は応急手当セットを所持して２人１組で会場内を巡回する。
また、ドーピング検査のサポートは、対象選手への告知、検査室への誘導や
受付を行う。
テクノロジー 大会関係者等に向けて、通信機器等の貸出しや回収等のサポートを行う。ま
た、競技会場内の競技が行われている場所で、競技結果の入力や表示を行う。
メディア
国内外のメディアが円滑に取材できるよう、様々なサポートを行う。また、
東京 2020 大会を記録するための記録用写真、動画の編集サポートや選手村
の新聞制作のサポートを行う。
式典
各競技の表彰式において、選手や大会関係者の案内を行う。また、メダル・
記念品の運搬等を含めた表彰式運営のサポートも行う。
出典：「東京 2020 大会ボランティア 活動分野・内容」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/special/volunteer/activity/

人数（目安）
16,000
～25,000 人
15,000
～17,000 人
10,000
～14,000 人
8,000
～12,000 人

8,000
～10,000 人

4,000
～6,000 人

2,000
～4,000 人
2,000
～4,000 人
1,000
～2,000 人

組織委員会ホームページ）

表 9.1.11-9 東京 2020 大会 シティキャスト（都市ボランティア）活動内容
活動場所
空港
（羽田空港内）
都内主要鉄道駅
（東京駅・新宿駅等）
観光地
（浅草・銀座等）
競技会場最寄駅
競技会場までの動線
都内ライブサイト

役割・活動内容
人数（目安）注)
・観光案内（観光地、レストラン、ショッピング等）
・交通案内（行き方案内、乗換案内等）
・大会のインフォメーション（大会概要、競技概要）
・東京都の PR など
5,000 人
・観光案内（レストラン、ショッピング等）
・大会のインフォメーション（大会概要、競技概要）
・東京都の PR など
・観客の案内、サポート
・大会のインフォメーション（大会概要、競技概要）
20,000 人
・観客の盛り上げ など
・来場者案内、サポート
5,000 人
・会場内運営サポート など

注)人数には、東京観光ボランティア及びラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会において都内で活動したボランティア
のうち東京 2020 大会においてもその経験を活かし、活動する方々、都内大学からの希望による参加者、都内区市町村
からの推薦者等の 10,000 人程度を含む。
出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 都市ボランティア募集要項」
（2018 年 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

2 ファーストレスポンダー：負傷者・急病人などを救急隊に引き継ぐ前の最初の対応者のこと。必ずしも医療専門家に
限定されない。
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表 9.1.11-10 東京都以外のボランティアの募集内容
自治体名
札幌市
宮城県
福島県
茨城県
埼玉県

横浜市
藤沢市

オリンピック競技
パラリンピック競技
サッカー
－
サッカー
－
野球、ソフトボール
－
サッカー
－
サッカー、バスケットボール、 射撃
ゴルフ、射撃
サーフィン、フェンシング、レ ゴールボール、シッティングバ
スリング、テコンドー
レーボール、テコンドー、車い
すフェンシング
野球、ソフトボール、サッカー
－
セーリング
－

静岡県

自転車競技

千葉県

自転車競技

募集人数
400～600 名程度
1,300 名程度
1,500 名程度
700 名程度
5,400 名程度
3,000 名程度

2,500 名程度
<一次>100 名
<二次>800 名
700 名程度

出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック都市ボランティア募集 自治体一覧」
（2019 年８月１日参照
ボランティアサポートセンターホームページ）
https://www.volasapo.tokyo/assets/summary/pdf/city_list.pdf

日本財団

表 9.1.11-11 東京都区市のボランティアの募集内容
自治体名
江東区
品川区
渋谷区
杉並区
墨田区
世田谷区
小金井市
多摩市
調布市
八王子市
府中市
町田市
武蔵野市
武蔵村山市

活動内容
街の清掃活動、観光案内、安全パトロール、区のイベント運営補
助等
区主催のオリパラ機運醸成イベント運営補助等
区主催・共催のオリパラ関連事業の運営補助等
ホームステイ・ホームビジット、区内イベント、語学・翻訳、環
境・美化、観光等
区主催のオリパラ機運醸成イベント運営補助等
日本語及び外国語での観光案内、馬術競技 PR、交通案内等
自転車ロードレース競技のテストイベント運営補助等
自転車ロードレース競技のテストイベント及び本番当日のコー
ス沿道での競技運営補助 等
市主催イベントの運営補助、交通・観光案内等の国内外からのゲ
ストに対するおもてなし全般
自転車ロードレース競技のコース沿道での競技運営補助等
自転車ロードレース競技のテストイベント運営補助等
自転車ロードレース競技のテストイベント運営補助等
市開催のオリパラ関連イベント、スポーツ大会の運営補助等
市のホストタウン・モンゴルとの交流イベント運営補助、通訳等

出典：
「東京 2020 大会に向けた東京都内の区・市独自ボランティア一覧」
（2019 年８月１日参照
サポートセンターホームページ）
https://www.volasapo.tokyo/column/feature/582/
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募集人数
未定
500 名程度
－
定員なし
未定
650 名程度
82 名
178 名
200 名程度
約 120 名
200 名程度
200 名程度
－
20 名程度
日本財団ボランティア
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(ｳ) 人材
東京都では 2016 年(平成 28 年)に策定した「2020 年に向けた実行プラン」において、
「ボ
ランティアの着実な育成と共助社会の実現」を掲げボランティア活動の支援を推進してお
り、東京都の各部局において、表 9.1.11-12 に示すようなボランティア人材の育成等を実
施している。
表 9.1.11-12 東京都における主なボランティアの人材育成の概要
担当部局

主なプロジェクト

東京都生活文化局

東京都環境局

内容

外国人おもてなし
語学ボランティア

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開
催を見据え、日本を訪れる外国人観光客等が安心して
滞在できる環境を整えるため、街中で外国人に積極的
に声をかけ、簡単な外国語で道案内等の手助けをする
語学ボランティアを育成
緑のボランティア
緑地保全や自然観察などの知識・技術を持ち、個人の
方やボランティアグループなどの求めに応じて指導や
助言を行える人材の育成を目的として、講習の実施、
指導者の認定を実施
東京グリーンキャンパス・ 大学と行政が協定を結び、緑地保全活動に参加する機
プログラム
会を提供することで、大学生に緑の保全に対する関心
の喚起や行動力の醸成を促進
多摩の森・大自然塾
森林ボランティア活動により、森林の整備を進めると
ともに、ボランティア活動に積極的、継続的に参加し
てくれる人材を育成

出典：「東京都のボランティア関連ページ」
（2019 年８月１日参照 東京都生活文化局ホームページ）
http://www.metro.tokyo.jp/kurashi/npo/volunteer/volunteer.html
「東京都関連のボランティア情報」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/volunteer/portalsite/portal_site.html

また、東京 2020 大会のフィールドキャスト（大会ボランティア）及びシティキャスト
（都市ボランティア）については、大会開催前に以下の研修により役割や配置等に応じた
ボランティア人材の育成を行う。
・フィールドキャスト（大会ボランティア）
：
共通研修、役割別研修、会場別研修、リーダー研修
・シティキャスト（都市ボランティア）
：
共通研修、役割別研修、役割会場別・配置場所別研修、リーダー研修
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エ．法令等の目的等
ボランティアに関する法令等については、表 9.1.11-13 に示すとおりである。
表 9.1.11-13 ボランティアに関する法令等
法令・条例等

目的・施策等

特 定 非 営 利 活 動 促 （目的）
進法（平成 10 年 第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織
及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度
法律第 7 号）
を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活
動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを
目的とする。
（定義）
第二条
この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動で
あって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
参考：別表（第二条関係）
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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オ．ボランティアに関する行政等の計画等の状況
ボランティアに関する東京都等の計画等については、表 9.1.11-14 に示すとおりである。
表 9.1.11-14 ボランティアに関する計画、目標等
関係計画等

目的・施策等

都民ファーストで ・ダイバーシティ
（政策の柱６）誰もが優しさを感じられるまち
つくる「新しい東
４ 心のバリアフリーの推進により、思いやりの心を醸成
京」～2020 年に向
心のバリアフリーの推進に係る取組を実施する区市町村の拡大
けた実行プラン～
５ ボランティアへの参加を希望する人を活躍の場につなげる体制を整備
（平成 28 年 12 月
ボランティア行動者率の向上
東京都）
ボランティアの裾野拡大・育成・活用
- 都市ボランティアの育成
- 外国人おもてなし語学ボランティアの育成
- 観光ボランティアの活用
- おもてなし親善大使の育成
「「３つのシティ」
政策目標
目標年次
目標値
の実現に向けた政
ボランティアの裾野拡大・育成・活用
1,000 人
2020 年
策の強化（2019 年
（おもてなし親善大使の育成）
度） ～2020 年に
ボランティアの裾野拡大・育成・活用
向けた実行プラン
⇒
2020 年
1,200 人
（おもてなし親善大使の育成）
～」による強化し
た政策目標
（考え方）東京 2020 大会に向けて更にボランティア気運を高め、大会のレガシーとするため
目標値を上方修正
共助社会づくりを 第２章 東京を取り巻く現状
進めるための東京
第２節 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会
都指針～ボランテ
2012 年ロンドン大会では、大会の成功にボランティアが大きく貢献したことから、東京
ィア活動の推進を
2020 大会に向けてより多くの都民の参加が期待される。そのため、大会ボランティア８万
中心に～（平成 28
人、都市ボランティア１万人以上の参加を得ることを目標とする。
（ 2016 ） 年 2 月
また、東京 2020 大会を契機に外国人訪都者も増加していくことが予想されることから、
東京都生活文化
2020 年に向けて「外国人おもてなし語学ボランティア」や「おもてなし東京（観光ボラン
局）
ティア）
」を育成していく。

東京 2020 大会に
向けたボランティ
ア戦略（2016 年 12
月 東京都・組織
委員会）

第４章 ボランティア活動の推進に向けた具体的な取組
視点１ 多くの人の参加意欲を高める
指針１ ボランティア活動を身近なものとする
指針２ 優れた活動を社会に紹介する
指針３ 障害者、高齢者、外国人などの多様な活動を支援する
視点２ 活動しやすい環境を整備する
指針４ 活動に関して量・質ともに充実した情報を提供する
指針５ 多忙な人も参加できる短時間メニューなどを開発する
指針６ 活動側と受入側とをつなぐコーディネーターを増やす
指針７ 平時において災害に対する体制を整える
視点３ 多様な主体が集積する東京の特性を活用する
指針８ 地域や社会の課題解決に向けて多様な主体が協働する
指針９ 東京全体で共助社会づくりを進める気運を高める
（１）一体的なボランティア運営
・組織委員会と都は、戦略を一体的に作成・公表
・募集、研修などの運営、大会後に向けた取組について可能な限り連携
・本戦略を基に都以外の会場を有する自治体とも連携に向けた取組を検討
（２）ボランティア 9 万人以上が活躍
＜大会ボランティア＞（組織委員会が担当）
競技会場、選手村などの大会関係施設において、会場内の観客の案内・誘導、受付業務、
競技運営のサポート等、直接大会運営に携わる
＜都市ボランティア＞（東京都が担当）
空港や主要駅、主要観光地等において、国内外からの旅行者に対する観光交通案内、競
技会場の最寄駅周辺における観客への案内等を行う
（３）東京２０２０大会においてボランティアが果たす役割
・日本人の強みである「おもてなしの心」や「責任感」を活かして行動
・自らの役割を心から楽しんで活動に参加し、大会全体の雰囲気の盛り上げ
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（2）予測
1)

予測事項
予測事項は、東京2020大会の実施により増減すると思われる、ボランティア活動の状況とし

た。
2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、ボランティア活動の内容に変化が生じると思われる期間とし、2013 年(平
成 25 年)の大会招致決定後から大会開催年である 2020 年(令和２年)までの期間とした。

3)

予測地域
予測地域は、東京都内とした。

4)

予測手法
予測手法は、東京2020大会の招致が決定した2013年度(平成25年度)以降の東京都等の取組

や活動状況を参考として、2020年(令和２年)のボランティア活動の充実状況を推定する方法と
した。
5)

予測結果
都民のボランティア活動への関心度は、おおむね半数程度が関心があるとされている。
東京都では、東京2020大会を契機に、ボランティア文化の定着に向けた取組を進めており、

ボランティア関連情報の発信、ボランティア休暇制度や東京マラソン・ラグビーワールドカ
ップのボランティア活動支援等のボランティア活動の機会や場を提供する様々な取組、ボラ
ンティア人材の育成等を実施している。
さらに、東京2020大会では、ロンドン大会を上回るフィールドキャスト（大会ボランティ
ア）80,000人、シティキャスト（都市ボランティア）30,000人程度の計110,000人程度のボラ
ンティアの参加を予定している。東京2020大会のフィールドキャスト（大会ボランティア）及
びシティキャスト（都市ボランティア）については、大会開催前に複数の研修により役割や配
置等に応じたボランティア人材の育成を行う。また、組織委員会では、東京都以外の競技会場
を有する自治体や東京都の区市とも連携して、ボランティアの参加の機会を創出する。
このように、東京2020大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京2020大会を契機
としたボランティア活動への参加機会も充実したものになると予測する。
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(3) ミティゲーション
・東京 2020 大会に向けたボランティアウェブサイト「東京ボランティアナビ」を運営し、東
京 2020 大会のボランティアをはじめ、各種ボランティアについての情報発信やボランティ
ア活動を支援する取組の紹介を行う。
・東京 2020 大会では、フィールドキャスト（大会ボランティア）80,000 人、シティキャス
ト（都市ボランティア）30,000 人程度の計 110,000 人程度のボランティアの参加の機会を
創出する。また、組織委員会は、東京都以外の競技会場を有する自治体や東京都の区市と
も連携して、ボランティアの参加の機会を創出する。
・組織委員会では、全国約 800 の大学・短期大学と連携協定の締結をスタートさせ、様々な活
動に取り組んでいる。この一環として、学生による新しいオリンピック・パラリンピックム
ーブメントの広がりが、東京 2020 大会のボランティアとして大会を支える存在になること
を目指し、連携協定を締結している大学・短期大学に在学する学生及び教職員を対象に「大
学連携'18 プログラム 東京 2020 オリンピック・パラリンピックボランティア募集説明会」
を開催した。
・東京都では、ボランティアの着実な育成と共助社会の実現に向けて、ボランティア人材の育
成等を行っている。東京都及び組織委員会では、オリンピック・パラリンピック競技大会に
関する知識など、フィールドキャスト（大会ボランティア）
・シティキャスト（都市ボラン
ティア）に共通して必要な研修を連携して実施し、東京 2020 大会を契機としたボランティ
ア人材の育成を行う。
(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、都民のボランティア活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範

囲で最大限行われることとした。
2)

評価の結果
東京都は、東京2020大会を契機に、ボランティア文化の定着に向けた取組を進めており、

ボランティア関連情報の発信、ボランティア休暇制度や東京マラソン・ラグビーワールドカ
ップのボランティア活動支援等のボランティア活動の機会や場を提供する様々な取組、ボラ
ンティア人材の育成等を実施している。
このような中、東京2020大会では、ロンドン大会を上回るフィールドキャスト（大会ボラ
ンティア）80,000人、シティキャスト（都市ボランティア）30,000人程度の計110,000人程度
のボランティアの参加を予定している。東京都及び組織委員会では、東京2020大会のフィー
ルドキャスト（大会ボランティア）及びシティキャスト（都市ボランティア）については、
大会開催前に複数の研修を連携して実施し、東京2020大会を契機としたボランティア人材の
育成を行う。また、組織委員会では、東京都以外の競技会場を有する自治体や東京都の区市
とも連携して、ボランティアの参加の機会を創出する。
以上のように、ボランティアの参加機会の創出や人材育成等、東京2020大会を契機として
ボランティア文化が進展するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となってい
ることから、都民のボランティア活動の参加機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲
で最大限行われるものと考える。
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9.1.12 コミュニティ
(1) 現況調査
1)

調査事項及びその選択理由
調査事項及び選択理由は、表 9.1.12-1 に示すとおりである。
表 9.1.12-1 調査事項及び選択理由
調査事項

選択理由

①地縁型地域コミュニティの状況
②その他の地域コミュニティの状況
③新たな地域コミュニティの状況
④東京 2020 大会を契機とした地域コミュニティ
の状況
⑤東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴い、地域コミ
ュニティ活動の状況や意識に対しての
変化が考えられることから、左記の事項
に係る調査が必要である。

2)

調査地域
調査地域は、東京都とした。

3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
地域コミュニティは、従来より自治会や町会等の地域に根差した伝統的な地縁団体 1による
活動が行われてきた。また、
「商店街とコミュニティ」（平成 28 年３月 全国商店街振興組合
連合会）によると、商店街は、町会や学区等の地縁性の強いコミュニティに属し、地縁による
地域の一員としてのコミュニティ機能を有しているとされている。
一方、代表的な地縁型コミュニティ施設である公民館等に加え、「学習環境の向上に資する
学校施設の複合化の在り方について～学びの場を拠点とした地域の振興と再生を目指して～」
（平成 27 年 11 月 文部科学省）では、「学びの場を拠点とした地域コミュニティの強化」を
示しているなど、学校を拠点としたコミュニティ活動が行われつつある。また、CSR 等を背景
として、企業による地域コミュニティ活動が推進されている。
その他、「平成 30 年版 情報通信白書」
（平成 30 年７月 総務省）では、
「地域における共
助は自治会などのコミュニティや地方自治体が中心となり進めてきたが、現実社会のコミュニ
ティの参加率が下がる中で、それを補完するものとしてオンラインでの共助の仕組みは極めて
重要になろう」としており、近年ではコミュニティの手法が多様化しているものと考えられる。
さらに、東京 2020 大会に向けて、大会を契機とした様々なコミュニティ活動が実施されて
いる。
そのため、本評価書案では、地域コミュニティの状況として、「ア．地縁型地域コミュニテ
ィの状況」
、
「イ．その他の地域コミュニティの状況」及び「ウ．新たな地域コミュニティの状
況」を調査し、その上で、
「エ．東京 2020 大会を契機とした地域コミュニティの状況」等を調
査した。

1 地縁団体とは、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体（自治
会、町内会、町会、区会、区など）を指す。
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ア．地縁型地域コミュニティの状況
調査は、以下の資料から東京都における公民館等の設置状況、自治会・町会等の状況、商
店街の地域との連携状況を整理した。
・「社会教育調査」
（昭和59年度、昭和62年度、平成2年度、平成5年度、平成8年度、平
成11年度、平成14年度、平成17年度、平成20年度、平成23年度、平成27年度

文部科

学省）
・
「東京都区市町村年報」
（平成27年、平成28年、平成29年 東京都総務局）
・
「平成28年度 東京都商店街実態調査報告書」（平成29年３月 東京都産業労働局）
イ．その他の地域コミュニティの状況
調査は、以下の資料から東京都における学校を利用した地域コミュニティの状況、企業と
地域コミュニティの関係を整理した。
・「学校基本統計（学校基本調査報告書）平成26年度、平成27年度、平成28年度、平成
29年度、平成30年度 東京都総務局）
・
「臨海副都心まちづくり推進計画」
（平成９年３月 東京都港湾局）
・
「数字で見る臨海副都心」（東京都港湾局ホームページ）
・「学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について～学びの場を拠点とし
た地域の振興と再生を目指して～」
（平成27年11月 文部科学省）
・「東京都公立学校数、学校選択制の実施状況及びコミュニティ・スクールの状況につ
いて」
（東京都教育委員会ホームページ）
・「「地域と学校の協働」を推進する方策について

－中間のまとめ－」（平成30年２月

東京都生涯学習審議会）
・「CSR時代の社会貢献活動

－企業の現場から－」（平成20年７月

日本経団連社会貢

献推進委員会）
・
「2017年度 社会貢献活動実績調査結果」
（平成30年11月 （一社）日本経済団体連合
会・１％（ワンパーセント）クラブ）
・
「企業行動規範 第３版」（平成25年３月 東京商工会議所）
ウ．新たな地域コミュニティの状況
調査は、以下の資料からオンラインコミュニティの状況を整理した。
・
「平成29年版 情報通信白書」
（平成29年７月 総務省）
・「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究報告書」（2018年３月

総務省

情報流通行政局 情報通信政策課 情報通信経済室）
エ．東京 2020 大会を契機とした地域コミュニティの状況
調査は、
以下の資料から東京 2020 大会を契機とした地域コミュニティの状況を整理した。
・
「東京2020参画プログラム」（組織委員会ホームページ）
・
「地域の底力発展事業助成について」
（東京都生活文化局ホームページ）
・
「ラグビーワールドカップ2019を通じた地域活性化についての調査研究 報告書」
（平
成30年３月 総務省地域力創造グループ地域振興室）
・
「東京都内 事前キャンプ等 これまでの決定状況」
（東京都オリンピック・パラリン
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ピック準備局ホームページ）
・
「ホストタウン一覧」
（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ホームページ）
・
「東京2020大会 コミュニティライブサイトガイドライン」
（平成31年２月 組織委員
会）
・「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 パブリックビューイング 基本ガ
イドライン」
（令和元年７月

組織委員会）

・
「ANNUAL REPORT 2017」
（オリンピック・パラリンピック等経済界協議会）
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、東京都における地域コミュニティの形成及び活動の推進に係る東京都等の計画、
目標等を整理した。
4)

調査結果
ア．地縁型地域コミュニティの状況
(ｱ) 公民館等の設置状況
公民館は、地域住民の交流の場として重要な役割を果たしており、コミュニティ（地域
社会）のためのサービスを総合的に提供する拠点となることが期待されている 2。地縁型
地域コミュニティの活動の場として代表的な公民館等の施設については、文部科学省が社
会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的として、1955
年度(昭和 30 年度)より３か年毎に「社会教育調査」を実施している。このうち、1984 年
度(昭和 59 年度)以降の調査結果においては、公民館 3だけでなく公民館類似施設 4（社会
教育会館、社会教育センター等）の設置数を公表している。
東京都の 1984 年度(昭和 59 年度)以降の公民館及び公民館類似施設の施設数の推移は、
図 9.1.12-1 に示すとおりであり、近年は減少傾向を示している。

2 出典：
「公民館の振興」
（2019 年８月１日参照 文部科学省ホームページ）
http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/001.htm
3 公民館とは、社会教育法第 21 条の規定に基づき設置されたものであり、市町村が設置したものである。
4 公民館類似施設とは、社会教育法第 42 条に規定する公民館に類似する施設である。
「社会教育調査」では、公民館類似
施設のうち、市町村が条例で設置した施設で、市町村教育委員会が所管するものを対象としている。ただし、生涯学習
センター、文化会館、集会所、自治公民館は除く。
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出典：
「社会教育調査」
（昭和 59 年度、昭和 62 年度、平成 2 年度、平成 5 年度、平成 8 年度、平成 11 年度、平成 14 年度、
平成 17 年度、平成 20 年度、平成 23 年度、平成 27 年度 文部科学省）

図 9.1.12-1 公民館及び公民館類似施設の設置数 推移（東京都）
(ｲ) 自治会・町会等の状況
地縁型地域コミュニティの代表的な活動としては、自治会・町会が挙げられる。自治会・
町会の主な活動内容は、盆踊りや祭り等の地域交流のイベント活動、防災訓練、防犯パト
ロール、登下校見守り等の防災・防犯・交通安全活動、清掃やリサイクル等の環境美化活
動、高齢者見守りや募金等の社会福祉活動等が挙げられる 5。
自治会・町会は、1991 年(平成３年)に地方自治法が改正され、一定の要件に該当するも
のについては、手続の上「法人格」を取得できるようになり、これを地縁団体 6という。
東京都内の区市町村の地縁団体数については、東京都総務局より「東京都区市町村年報」
にて 2015 年(平成 27 年)より公表されている。2015 年(平成 27 年)から 2017 年(平成 29 年)
の地縁団体の状況は、図 9.1.12-2 に示すとおりであり、区部ではおおむね横ばいで推移
しているが、市町村においては増加傾向を示している。
また、
「9.1.11 ボランティア (1)現況調査 4)調査結果 ア．ボランティア活動の状
況」に示したとおり、直近１年間に参加したボランティア活動の種類では、
「町会・自治
会の活動」をした割合が 10.7％となっており、参加したボランティア活動種類の上位１
位となっている。

5 出典：東京都区市の町会・自治会に関するホームページから主な活動内容を記載。
6 地縁団体とは、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体（自治
会、町内会、町会、区会、区など）を指す。
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出典：「東京都区市町村年報」
（平成 27 年、平成 28 年、平成 29 年

東京都総務局）

図 9.1.12-2 地縁団体の状況
(ｳ) 商店街の地域との連携状況
東京都は、行政機関や関係団体が商店街を振興していく上での基礎資料とするため、
「東
京都商店街実態調査」を実施しており、2010 年度(平成 22 年度)より「商店街の地域と連
携している団体割合」として調査結果を発表している。
「商店街の地域と連携している団体割合」は、表 9.1.12-2 に示すとおりであり、おお
むね 60％程度で推移している。また、具体的な連携した取組の内容は、表 9.1.12-3 に示
すとおりであり、「イベント・祭りの実施・協賛」が最も多く 49.6％、次いで「町会・地
域の NPO、大学等との交流、協力」が多く 10.1％であった。
表 9.1.12-2 商店街の地域と連携している団体割合
2010 年度
2013 年度
2016 年度
(平成 22 年度) (平成 25 年度) (平成 28 年度)
商店街の地域と連携している団体割合
62.5％
62.8％
60.0％
出典：
「平成 28 年度 東京都商店街実態調査報告書」
（平成 29 年３月 東京都産業労働局）
項目

表 9.1.12-3 連携した取組の内容
取組の内容
割合
イベント・祭りの実施・協賛
49.6％
町会・地域の NPO、大学等との交流、協力
10.1％
防災、防犯、交通安全、パトロール
9.1％
売り出し、セール等
6.4％
商品券、ポイントカード、スタンプ、スタンプラリー
4.9％
環境美化、清掃、リサイクル活動
4.1％
福祉、青少年育成・チャリティ関連活動
3.1％
街づくり、再開発、地域活性化
2.1％
芸術・文化活動
1.9％
商店街マップ・IT・情報発信
1.6％
その他
7.0％
総
計
100.0％
出典：「平成 28 年度 東京都商店街実態調査報告書」
（平成 29 年３月 東京都産業労働局）
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イ．その他の地域コミュニティの状況
(ｱ) 学校を利用した地域コミュニティ
東京都の区部及び市部の小学校数及び中学校数の推移は、表 9.1.12-4 に示すとおりで
あり、市部の中学校を除き近年は減少傾向を示している。
ただし、
「臨海副都心まちづくり推進計画」
（平成９年３月 東京都港湾局）の開発の基
本方針において「新たなコミュニティや文化を生み出していくことが期待される」とされ
ている臨海副都心では、図 9.1.12-3 に示すとおり、人口が増加傾向を示しており、台場
地区では 1996 年(平成８年)に、青海地区では 2019 年(令和元年)に、有明北地区では 2011
年(平成 23 年)及び 2018 年(平成 30 年)に新たな学校が開校しているほか、有明北地区で
は 2006 年(平成 18 年)に学校が移転してきている。
表 9.1.12-4 区部及び市部の小学校数及び中学校数
単位：校
2014 年度
2015 年度
2016 年度
2017 年度
2018 年度
項目
(平成 26 年度) (平成 27 年度) (平成 28 年度) (平成 29 年度) (平成 30 年度)
区部
877
874
864
860
858
小学校
市部
452
451
449
449
448
区部
533
532
525
524
521
中学校
市部
262
262
262
262
262
注）各年度 5 月 1 日現在。
出典：
「学校基本統計（学校基本調査報告書）
」
（平成 26 年度、平成 27 年度、平成 28 年度、平成 29
年度、平成 30 年度 東京都総務局）
居住人口（人）
0

4000

1998

3150

3150

1999

3140

3140

2000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

3930

3930

5630

2001

4710

920

2002

4730

940 260 5930

2003

4740

800 220 5760

2004

4710

920

2005

4700

860 70 620 6250

2006

年

2000

5380

590 6220
7660

940 70 1270

7910

2007

5580

950 70 1310

2008

5620

990 60

2009

5570

1010 90

2010

5450

1050 100

2011

5320

2012

5400

2013

5540

950 40

2014

5440

1040 80

2015

5520

1000 50

2016

5500

1060 40

9010

15610

2017

5530

1020 30

9050

15630

8100

1430

10020

3350

11030

4430

810 160

12580

6290

640 160

13110

6910

台場

7480

14010

7670

14230
8840

青海

有明南

有明北

15410

合計

出典：「数字で見る臨海副都心」（2019 年 8 月 1 日参照 東京都港湾局ホームページ）
https://www.kouwan.metro.tokyo.jp/rinkai/suuji/

図 9.1.12-3 臨海副都心の居住人口の推移
これらの学校については、
「教育振興基本計画」
（平成 30 年６月 15 日閣議決定）において、
多様な学習活動に対応した機能的な学校施設の整備を推進するとともに、学校施設の複合
化や余裕教室の活用を促進し、まちづくりや地域防災に関する政策等と連携して展開して
いくこととしている。「学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について～学び
の場を拠点とした地域の振興と再生を目指して～」
（平成 27 年 11 月 文部科学省）におけ
る東京都内の学校複合施設の事例は、表 9.1.12-5 に示すとおりであり、2015 年(平成 27
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年)時点では６学校が複合施設となっている。
表 9.1.12-5 学校複合施設の事例（東京都）
学校名
千代田区立昌平小学校
台東区立上野小学校

複合した施設
幼稚園、保育所、児童館、図書館
幼稚園、公民館、区民プール
放課後児童クラブ、幼保連携施設、図書館、行政機関、
品川区立第一日野小学校
文化センター（音楽ホール、プラネタリウム）
目黒区立碑小学校
屋内プール、行政機関出張所、地域包括支援センター
新 BOP（放課後児童クラブと放課後子供教室の融合施
世田谷区立芦花小学校・芦花中学校
設）、保育所
世田谷区立砧南中学校
保育所
出典：
「学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について～学びの場を拠点とした地域の
振興と再生を目指して～」
（平成 27 年 11 月 文部科学省）

学校を利用した地域コミュニティ活動の制度等としては、コミュニティ・スクール（学
校運営協議会制度）7、学校支援地域本部事業 8、地域コーディネーター 9等があげられる。
東京都におけるコミュニティ・スクールの設置数は、表 9.1.12-6 に、東京都における学
校支援地域本部事業の実施状況及び地域コーディネーター数は、図 9.1.12-4 に示すとお
りであり、いずれもおおむね増加傾向を示している。
また、
「9.1.11 ボランティア (1)現況調査 4)調査結果 ア．ボランティア活動の状
況」に示したとおり、直近１年間に参加したボランティア活動の種類では、
「PTA の活動
や学校行事の手伝い」をした割合が 9.9％となっており、参加したボランティア活動種類
の上位２位となっている。
表 9.1.12-6 都立のコミュニティ・スクールの設置数
2013 年度
2014 年度
2015 年度
2016 年度
2017 年度
2018 年度
(平成 25 年度)
(平成 26 年度)
(平成 27 年度)
(平成 28 年度)
(平成 29 年度)
(平成 30 年度)
小学校
139
159
181
195
235
256
中学校
75
79
92
97
117
126
合 計
214
238
273
292
352
382
出典：
「東京都公立学校数、学校選択制の実施状況及びコミュニティ・スクールの状況について」
（2019 年８月１日参照 東京都
教育委員会ホームページ）
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2019/release20190328_06.html
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2017/release20170323_07.html
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2016/release20160324_04.html
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2015/release20150326_02.html
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2014/release20140327_04.html
項目

7 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
：学校と保護者や地域住民等が知恵を出し合い、学校運営に地域の声
を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていく制度
8 学校支援地域本部：2006 年(平成 18 年)に改正された教育基本法に新設された「学校、家庭及び地域住民等の相互の連
携協力」の規定に基づき、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子供を育てる体制を整えることを目的とした
もの。東京都では、学校の求めに応じて必要な支援を地域のボランティアが行う仕組みづくりを目指し、学校支援地域
本部事業を実施している。
9 地域コーディネーター：学校と地域、企業・NPO をつなぎ、外部の講師やボランティアが効果的に子供たちの教育を支
援できるよう、様々なコーディネート活動を行い、学校内外の教育活動をサポートする役割を果たすもの。東京都の学
校支援地域本部事業の核となるのが地域コーディネーターの存在であり、学校教育活動（教育課程内支援・教育課程外
支援）への教育支援人材や教育支援プログラムの導入に当たり、地域と学校の間のコーディネートを担っている。
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出典：
「「地域と学校の協働」を推進する方策について
京都生涯学習審議会）

－中間のまとめ－」
（平成 30 年２月

東

図 9.1.12-4 東京都における学校支援地域本部事業の実施状況及び地域コーディネーター数
そのほか、東京都では、障害のある方や障害者スポーツ競技団体等が、身近な地域でス
ポーツ活動ができるよう、都内にある特別支援学校の体育館やグラウンド等の体育館施設
を、学校教育活動に支障のない時間帯について活用を促進する「都立学校活用促進モデル
事業」を実施している。
都立学校活用促進モデル事業において、障害の有無にかかわらず、児童・生徒・地域住
民等が参加できる体験教室（スポーツ教室）を開催し、スポーツをより楽しむための技術
取得や交流を通した仲間づくりの場を創出するとともに、様々なスポーツ種目の体験やア
スリート等との交流事業を実施することで、障害のある方や障害者スポーツの理解促進と
普及啓発を行っている。
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(ｲ) 企業と地域コミュニティの関係
（一社）日本経済団体連合会では、「企業行動憲章」を制定し、企業の責任ある行動原則
を定めている。「企業行動憲章」では、社会的責任を果たしていくための原則の一つとして
「社会参画と発展への貢献：
「良き企業市民」として、積極的に社会に参画し、その発展に
貢献する」を掲げている。また、
「CSR 時代の社会貢献活動 －企業の現場から－」
（平成 20
年７月 日本経団連社会貢献推進委員会）では、社会貢献活動の対象分野の一つとして、
「地
域社会の活動」を掲げている。（一社）日本経済団体連合会並びに１％（ワンパーセント）
クラブ 10では、企業の社会貢献活動を巡る動向を分析し、広く社会に公表するとともに、企
業の取組をより一層推進するための諸課題を示すことを目的として、1991 年(平成３年)か
ら毎年、会員企業を対象に「社会貢献活動実績調査」を行っている。2017 年(平成 29 年)に
おける調査結果では、図 9.1.12-5 に示すような社会貢献活動が実施されている。
また、東京商工会議所が 2013 年(平成 25 年)に作成した「企業行動規範 第３版」におい
ては、「地域との共存」が企業行動規範の一つとされ、企業は地域コミュニティと良好な関
係を築き、維持していく必要があるとし、地域社会での具体的な活動・取組としては、地域
行事等の地域活動への参加、地域社会の諸問題の解決に向けた取組としての防災活動、治
安・交通安全対策活動等の参加をあげている。
回答企業数（社）
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社会貢献活動
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350
306

コミュニティ活動
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サステナビリティ活動
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17

その他
特にない

250

59
26

出典：「2017 年度 社会貢献活動実績調査結果」
（平成 30 年 11 月 （一社）日本経済団体連合会・１％（ワンパーセント）クラブ）

図 9.1.12-5 社会貢献活動の取組

10 １％クラブとは、利益や所得の数％を社会貢献に活用しようとする組織のことであり、社会に向けて、企業による社
会貢献活動の意義を広めつつ、活動についての情報提供を行い、社会的価値の向上を目指す NPO 等と企業をつなぐ機会
を提供するなど、社会貢献活動を推進している。
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ウ．新たな地域コミュニティの状況
「平成 29 年版 情報通信白書」
（平成 29 年７月 総務省）における 2012 年(平成 24 年)
～2016 年(平成 28 年)の代表的 SNS の利用率の推移は、表 9.1.12-7 に示すとおりであり、
2012 年(平成 24 年)より増加傾向にある。
表 9.1.12-7 代表的 SNS の利用率の推移
2012 年
2013
(平成 24 年)
(平成 25 年)
利用率
41.4％
53.0％
出典：「平成 29 年版 情報通信白書」
（平成 29 年 7 月
項目

2014
(平成 26 年)
62.3％
総務省）

2015
(平成 27 年)
66.5％

2016
(平成 28 年)
71.2％

新たな地域コミュニティとして活用されている SNS 等のコミュニティ（オンラインコミ
ュニティ）及び直接人と対面するコミュニティ（オフラインコミュニティ）への参加状況
は、図 9.1.12-6 に示すとおりである。2008 年度(平成 20 年度)から 2017 年度(平成 29 年度)
にかけて、オフラインコミュニティのみ参加している割合が 24.9％から 7.8％に減少して
いるのに対して、オンラインコミュニティのみ参加している割合が 16.3％から 44.1％に増
加している。

0%

2008年度調査

2017年度調査

10%

20%

16.7

11.7

30%

40%

50%

24.9

7.8

60%

70%

80%

42.2

36.5

90%

16.3

44.1

コミュニティへの参加なし

オフラインコミュニティのみ参加

どちらも参加

オンラインコミュニティのみ参加

出典：「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究報告書」
（2018 年 3 月 総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 情報通信経済室）

図 9.1.12-6 コミュニティへの参加状況
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エ．東京 2020 大会を契機とした地域コミュニティの状況
(ｱ) 東京 2020 参画プログラム実施状況
東京 2020 参画プログラムは、東京 2020 大会の大会ビジョンのもと、スポーツだけでな
く、文化芸術や地域での世代を超えた活動、被災地への支援等、参加者自らが体験・行動
し、レガシーを形成することで未来につなぐプログラムである。
東京都では、2016 年(平成 28 年)に策定した「2020 年に向けた実行プラン」において、
「大会開催気運の醸成」を掲げ各種イベントの実施を推進している。
参画プログラム実施数については、組織委員会において 2016 年(平成 28 年)から実施し
た参画プログラムを公表している。2016 年(平成 28 年)から 2018 年(平成 30 年)にかけて
の参画プログラム実施数は、表 9.1.12-8 に示すとおりであり、プログラムを開始した
2016 年(平成 28 年)以降増加傾向を示している。
表 9.1.12-8 東京 2020 参画プログラム実施数
2016 年
2017 年
2018 年
(平成 28 年)
(平成 29 年)
(平成 30 年)
東京 2020 参画プログラム実施数（単年）
12
102
281
プログラム参加人数（単年）
84,584
1,333,480
1,421,330
注 1）東京 2020 参画プログラム実施数は、東京都において開催された過去のプログラムの開催概要の中から「コ
ミュニティ」又は「地域」をフリーワード検索して該当した件数を示す。
2)プログラム参加人数は、参加人数が公表されているプログラムにおける延べ人数を示す。
出典：「東京 2020 参画プログラム」
（2019 年 8 月 1 日参照 組織委員会ホームページ）
https://participation.tokyo2020.jp/jp/
項目

(ｲ) 地域の底力発展事業助成
東京都では、地域活動の担い手である町会・自治会が主催して行う地域の課題を解決す
るための取組（催し・活動等）を支援するため、事業助成を行っている。2016 年度(平成
28 年度)より、東京 2020 大会の開催に向けて、地域からオリンピック・パラリンピック
の気運の醸成を図るため、都内の町会・自治会が実施する、スポーツの普及啓発や国際交
流促進、おもてなしの心の育成などにつながる事業を助成対象としている。
(ｳ) 事前キャンプ実施状況
事前キャンプとは、各国のオリンピック委員会・パラリンピック委員会、競技団体等が、
時差や気候への順応のために、大会前に任意で行うトレーニングキャンプである。「ラグ
ビーワールドカップ 2019 を通じた地域活性化についての調査研究 報告書」
（平成 30 年
３月 総務省地域力創造グループ地域振興室）によると、表 9.1.12-9 に示すとおり、過
去の大規模スポーツイベントの事前キャンプによる地域との交流が行われている。
東京都では、地域活性化等のため、東京 2020 大会の事前キャンプ誘致が実現するよう、
各国のオリンピック委員会・パラリンピック委員会や競技団体等に対して、都内のキャン
プ候補地を効果的かつ積極的に PR するなど、事前キャンプ誘致活動を支援している。
都内では、表 9.1.12-10 に示すとおり、2019 年(令和元年)８月時点で 21 件の事前キャ
ンプ等覚書が締結されている。
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表 9.1.12-9 大規模スポーツイベントの事前キャンプでのコミュニティ活動
イベント

事業名等

概要・特徴
・クロアチア共和国の事前キャンプを誘致し、ウェルカムパーティや
少年サッカースクール等で交流。
十日町市（新潟県） ・大会後も U-17 の国際サッカー大会におけるクロアチアチームのキャ
ンプを受け入れ。
事前キャンプ誘致
・毎年開催される「クロアチアウィーク」では、サッカーのみならず、
2002FIFA ワールドカップ
食、観光、写真展を通じた文化交流を実施。
日本／韓国
・カメルーン共和国の事前キャンプを契機に、毎年カメルーンへスパ
イクの寄付をする等の国際交流が現在も続いている。
中津江村（大分県）
事前キャンプ誘致 ・合宿地としても有名になり、中津江村にあるスポーツセンターは年
間約４万人が合宿利用している。
・アメリカ代表チームの事前合宿受入時に、歓迎レセプションや代表
チームによる地元の子供向け陸上教室等の国際交流を行った。
第 11 回 IAAF 世界陸上
大阪体育大学
競技選手権大阪大会
事前キャンプ誘致 ・大会後も競技場の充実のアピールや他のスポーツ大会での事前合宿
誘致等のレガシーにつながっている。
出典：
「ラグビーワールドカップ 2019 を通じた地域活性化についての調査研究 報告書」
（平成 30 年３月 総務省地域力
創造グループ地域振興室）

表 9.1.12-10 事前キャンプ等覚書締結状況（東京都）
覚書締結日

団体名

相手国・地域

2015 年(平成 27 年)11 月

世田谷区
中央区
江東区
大田区
港区
府中市
町田市
板橋区
町田市
立川市
町田市

アメリカ

2017 年(平成 29 年)6 月
2017 年(平成 29 年)10 月
2018 年(平成 30 年)1 月
2018 年(平成 30 年)5 月
2018 年(平成 30 年)5 月
2018 年(平成 30 年)8 月
2018 年(平成 30 年)11 月
2018 年(平成 30 年)11 月

ブラジル

イギリス
オーストラリア
インドネシア
イタリア
インドネシア
ベラルーシ
中国
パンアメリカン・
2018 年(平成 30 年)11 月 (株)立飛ホールディングス
スポーツ機構
2018 年(平成 30 年)11 月
北区
ハンガリー
2018 年(平成 30 年)11 月
町田市
南アフリカ
2018 年(平成 30 年)12 月
町田市
インドネシア
2019 年(平成 31 年)1 月
東村山市
中国
2019 年(平成 31 年)3 月
八王子市
アメリカ
2019 年(平成 31 年)3 月
品川区
コロンビア
2019 年(平成 31 年)4 月
中央区
オーストラリア
2019 年(令和元年)5 月
杉並区
イタリア
2019 年(令和元年)5 月
府中市
オーストリア
出典：
「東京都内 事前キャンプ等 これまでの決定状況」
（2019 年 8 月 1 日参
照 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）
https://trainingcamp2020.metro.tokyo.jp/decision/

(ｴ) ホストタウン登録状況
ホストタウンとは、日本の自治体と、2020 年東京大会に参加する国・地域の住民等が、
スポーツ、文化、経済などを通じて交流し、地域の活性化等に活かしていくものであり、
選手の事前合宿や相手国の文化を知るイベントを通して、オリンピックを盛り上げていく
だけではなく、大会後も訪れてもらうなど、様々な形で交流を深めていこうという、国を
挙げた取組である。
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東京都内のホストタウン登録状況は、
「9.1.10 文化活動 (1)現況調査 4)調査結果 イ．
国際交流の状況」に示すとおりであり、20 件が登録されている（2019 年(平成 31 年)６月
28 日時点）
。
(ｵ) 東京 2020 大会のコミュニティライブサイト・パブリックビューイング
コミュニティライブサイトは、地方自治体が実施主体となり、地域の人々が子供からお
年寄りまで住民の身近な場所で大会を楽しむことができる会場である。2019 年(平成 31
年)２月に組織委員会が「東京 2020 大会 コミュニティライブサイトガイドライン」を公
表し、2019 年(平成 31 年)４月から実施主体からの申込みを受け付けている。
また、パブリックビューイングは、地方自治体、教育機関、自治会等が実施主体となり、
地域の公民館、体育館や会議室等に大型スクリーンやテレビを設置し、競技映像を中継す
るものである。2019 年(令和元年)７月に組織委員会が「東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピック競技大会 パブリックビューイング 基本ガイドライン」を公表し、パブリックビ
ューイングを実施できる主体（自治体等の行政組織、自治会・町会や商店街・商店会の地
域関連団体、小学校や中学校等の学校関連、商工会議所や商工会等の経済関連団体等）や
実施の手順等を示している。
(ｶ) オリンピック・パラリンピック等経済界協議会の活動状況
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会は、東京 2020 大会及びラグビーワール
ドカップ開催等に向けたムーブメントを醸成し、関連機関との連携のもと、経済界が一丸
となり、子供たちの未来のためのレガシーを残すことを設立目的としている。
「ANNUAL REPORT 2017」
（オリンピック・パラリンピック等経済界協議会）によると、
2016 年度(平成 28 年度)と 2017 年度（2018 年(平成 30 年)２月まで）の活動回数は 100 回
から 325 回に、参加企業数は 107 企業から 221 企業に、それぞれ大幅に増加している。ま
た、自治体との連携は、企業と地域のコミュニティ形成に貢献するものと考えられ、連携
自治体数は、59 自治体から 165 自治体に増加している。
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オ．東京都等の計画等の状況
地域コミュニティの形成及び活動の推進に係る計画、目標等については、表 9.1.12-11 に
示すとおりである。
表 9.1.12-11 地域コミュニティの形成及び活動の推進に係る計画、目標等
関係計画等

地域コミュニティの形成及び活動の推進に係る計画、目標等

都民ファーストで
・セーフシティ
つくる「新しい東
（政策の柱６）まちの元気創出
京」～2020 年に向け ・ダイバーシティ
た実行プラン～
（政策の柱８）誰もがスポーツに親しめる社会
（平成 28 年 12 月
３ スポーツしやすい環境整備
東京都）
地域スポーツクラブの設置
東京都スポーツ推進企業の認定企業数の増加促進
・スマートシティ
（政策の柱４）国際金融・経済都市
２ 中小企業支援による経済活動の活性化 都内の開業率向上
・分野横断的な政策の展開
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
大会開催気運の醸成
「2020 年に向けた ・東京イングリッシュ・エンパワーメント・プロジェクトの実施
実行プラン」年次計 ・開催気運の醸成
画 2017 年度実績一
- 東京 2020 ライブサイト in2018
覧表
- TOKYO2020 JAPAN HOUSE
（2018 年 9 月）
- 東京 2020 オリンピックカウントダウンイベント
- みんなの Tokyo2020 3 Years to Go!
- 東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー
- 東京都パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」
・地域スポーツクラブの設置
・商店街がチャレンジする戦略的取組への支援
・商店街の活性化
・地域産業の担い手のネットワークを構築
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（2）予測
1)

予測事項
予測事項は、地域のコミュニティ活動、企業の地域コミュニティ活動、地域のコミュニティ
単位での大会への参画とした。

2)

予測の対象時点
予測の対象時点は、地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニティへの
貢献等の増減が生じると思われる期間とし、2013 年(平成 25 年)の大会招致決定後から大会開
催年である 2020 年(令和２年)までの期間とした。

3) 予測地域
予測地域は、東京都内とした。
4)

予測手法
ア．地域のコミュニティ活動
予測手法は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降の東京都等の
取組や活動状況を参考として、2020 年(令和２年)までの地域のコミュニティ活動の状況を
推定する方法とした。
イ．企業の地域コミュニティ活動
予測手法は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降の東京都等の
取組や活動状況を参考として、2020 年(令和２年)までの企業の地域コミュニティ活動の状
況を推定する方法とした。
ウ．地域のコミュニティ単位での大会への参画
予測手法は、東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降の東京都等の
取組や活動状況を参考として、2020 年(令和２年)までの地域のコミュニティ単位での大会
への参画状況を推定する方法とした。

5)

予測結果
ア．地域のコミュニティの形成及び活動
自治会・町会等の従来型の「都民による地域コミュニティ活動」は、近年においては横
ばいの傾向がみられたが、都市構造の変化や、学校の活用、SNS 等の新たなコミュニティ
ツールの開発等により、地域コミュニティ活動は多様化してきている。
2020 年(令和２年)に向けては、
「東京 2020 参画プログラム」等のイベントが開催されて
いるほか、都内の複数の区市町村が事前キャンプの受入れやホストタウン登録を行ってい
る。
さらに、近年コミュニティ活動の場として利用される小学校等を東京 2020 大会のコミュ
ニティライブサイト・パブリックビューイング会場として活用するような取組を実施する。
このように、東京 2020 大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京 2020 大会を契
機とした地域のコミュニティ活動の機会も充実したものとなると予測する。
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イ．企業の地域コミュニティへの貢献度
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会では、2020 年(令和２年)に向けて自治体
との連携の取組を実施している。また、東京都の商店街の６割は、地域との連携を行って
いる。
組織委員会では、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会が主催者となるプログ
ラムを「東京 2020 参画プログラム」に掲載し、企業の地域貢献活動を広く周知する。また、
東京都では、商店街や商店会が実施主体となり、東京 2020 大会のパブリックビューイング
会場として活用するような取組を実施する。
このように、東京 2020 大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京 2020 大会を契
機とした企業の地域コミュニティ活動の機会も充実したものとなると予測する。
ウ．地域のコミュニティ単位での大会への参画
東京都は、都内の事前キャンプ候補地を、効果的かつ積極的に各国関係団体へ PR し、既
に都内の複数の区市町村が事前キャンプの受入れやホストタウン登録を行っている。また、
組織委員会では、事前キャンプ地を誘致した自治体や学校等との連携をはじめ、各主体と
の連携による取組を推進する。
さらに、近年コミュニティ活動の場として利用される小学校等を東京 2020 大会のコミュ
ニティライブサイト・パブリックビューイング会場として活用するような取組として、「東
京 2020 大会 コミュニティライブサイトガイドライン」や「東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会 パブリックビューイング 基本ガイドライン」を策定し、自治体等の支
援を行う。
このように、東京 2020 大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京 2020 大会を契
機とした地域のコミュニティ単位での大会への参画も充実したものとなると予測する。
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(3) ミティゲーション
・組織委員会では、自治体等が開催する地域コミュニティの形成が図られる各種プログラムを
「東京 2020 参画プログラム」に掲載し、地域での世代を超えた活動等の支援を行う。また、
「東京 2020 参画プログラム」には、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会が主催
者となるプログラムも掲載し、企業が実施する地域貢献活動の支援を行う。
・過去の大規模スポーツイベントの事前キャンプでは、地域との交流が行われている。このた
め、都内の事前キャンプ候補地を、効果的かつ積極的に各国関係団体へ PR する。また、組
織委員会として、事前キャンプ地を誘致した自治体や学校等との連携をはじめ、各主体との
連携による取組を推進する。
・近年コミュニティ活動の場として利用される小学校等を東京 2020 大会のコミュニティライ
ブサイト・パブリックビューイング会場として活用するような取組を実施する。組織委員会
では、
「東京 2020 大会 コミュニティライブサイトガイドライン」を策定し、コミュニティ
ライブサイトの設置を計画している自治体等の支援を行う。また、
「東京 2020 オリンピック・
パラリンピック競技大会 パブリックビューイング 基本ガイドライン」を策定し、パブリッ
クビューイングの設置に当たっての支援を行う。
(4) 評価
1)

評価の指標
評価の指標は、地域のコミュニティ活動の充実への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限
行われることとした。

2)

評価の結果
ア．地域のコミュニティ活動
「都民による地域コミュニティ活動」は、都市構造の変化や、学校の活用、SNS 等の新
たなコミュニティツールの開発等により、地域コミュニティ活動は多様化してきている。
このような中、2020 年(令和２年)に向けては、
「東京 2020 参画プログラム」等のイベン
トが開催されているほか、都内の複数の区市町村が事前キャンプの受入れやホストタウン
登録を行っている。また、近年コミュニティ活動の場として利用される小学校等を東京
2020 大会のコミュニティライブサイト・パブリックビューイング会場として活用するよう
な取組を実施する。
以上のように、地域コミュニティの活動機会の提供等、東京 2020 大会を契機として地域
のコミュニティ活動が充実するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっ
ていることから、コミュニティ機会の創出による地域のコミュニティ活動の充実への配慮
が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
イ．企業の地域コミュニティ活動
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会では、2020 年(令和２年)に向けて自治体
との連携の取組を実施している。また、東京都の商店街の６割は、地域との連携を行って
いる。
このような中、組織委員会では、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会が主催
者となるプログラムを「東京 2020 参画プログラム」に掲載し、企業の地域貢献活動を広く
周知する。また、東京都では、商店街や商店会が実施主体となり、東京 2020 大会のパブリ
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ックビューイング会場として活用するような取組を実施する。
以上のように、経済界、商店街や商店会との連携等、東京 2020 大会を契機として企業の
地域コミュニティ活動が充実するよう東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画とな
っていることから、企業のコミュニティ機会の創出による地域のコミュニティ活動の充実
への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
ウ．地域のコミュニティ単位での大会への参画
東京都は、都内の事前キャンプ候補地を、効果的かつ積極的に各国関係団体へ PR し、既
に都内の複数の区市町村が事前キャンプの受入やホストタウン登録を行っている。
また、組織委員会では、事前キャンプ地を誘致した自治体や学校等との連携をはじめ、
各主体との連携による取組を推進する。
さらに、近年コミュニティ活動の場として利用される小学校等を東京 2020 大会のコミュ
ニティライブサイト・パブリックビューイング会場として活用するような取組を実施する。
以上のように、地域コミュニティの参加機会の提供等、東京 2020 大会を契機として地域
のコミュニティ単位での大会への参画の充実に向けた機会が確保されるよう東京都及び組
織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、企業のコミュニティ機会の創出
による地域のコミュニティ活動の充実への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われ
るものと考える。
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9.1.13 環境への意識
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及び選択理由は、表9.1.13-1に示すとおりである。
表 9.1.13-1 調査事項及び選択理由
調査事項

選択理由

①都民の環境配慮への意識の状況
②東京都としての取組
③東京 2020 大会を契機とした環境への意識の状況
④法令等の目的
⑤東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴い、都
民等の環境への意識に対しての
変化が考えられることから、左
記の事項に係る調査が必要であ
る。

2) 調査地域
調査地域は、東京都とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大規模のスポーツイベントであり、その
影響は環境・社会・経済に、また開催国のみならず世界にまで広く及ぶことから、持続可能性
に配慮した大会の準備・運営が求められる。組織委員会が策定した「持続可能性に配慮した運
営計画

第二版」
（平成30年６月

組織委員会）では、東京2020大会が取り組む持続可能性に

関する主要テーマとして、「参加・協働、情報発信（エンゲージメント）」を示しており、持
続可能性に配慮した大会とするためには、東京都や組織委員会の取組のほか、都民等の参加・
協働も重要と考えられる1。
そのため、本評価書案では、環境への意識の状況として、「ア．都民の環境配慮への意識の
状況」を調査し、その上で「イ．東京都としての取組」及び「ウ．東京2020大会を契機とした
環境への意識の状況」等を調査した。
ア．都民の環境配慮への意識の状況
調査は、以下の資料から意識調査結果や環境に関するイベント等への参画状況から都民の
環境配慮への意識の状況や環境配慮事項を整理した。
・
「都民のライフスタイル志向とエコ行動の関連性に関する実態調査 平成29年度」
（平
成30年７月 (公財)東京都環境公社・東京都地球温暖化防止活動推進センター）
・
「都民生活に関する世論調査」
（平成26年11月 東京都生活文化局）
イ．東京都としての取組
調査は、以下の資料から東京都が実施している環境への取組について整理した。
・
「2020年に向けた実行プラン」
（平成28年12月 東京都）
・
「環境先進都市・東京に向けて～CREATING A SUSTAINABLE CITY～」
（平成30年10月 東
京都環境局）
1 「持続可能性に配慮した運営計画 第二版」では、東京 2020 大会を通じて集積される持続可能性にかかわる様々な
取組等を発信していくことは、人々の理解を高め、持続可能な社会の構築に向けた人々の行動を促進することがで
きるとしている。
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・
「東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業」
（東京都環境局ホームページ）
・
「打ち水日和 実施団体目録」(東京都環境局ホームページ)
・
「都営バス車両台帳」
（東京都交通局ホームページ）
・
「低公害燃料車の車種別保有台数」
（(一財)自動車検査登録情報協会ホームページ）
・
「水素・燃料電池戦略ロードマップ～水素社会の実現に向けた取組の加速～」
（平成26
年6月23日 経済産業省資源エネルギー庁）
・
「燃料電池自動車及び水素ステーションについて」（平成27年1月26日

経済産業省資

源エネルギー庁）
・
「水素・燃料電池戦略ロードマップ～水素社会の実現に向けた取組の加速～（平成28
年３月22日改訂）」
（平成28年3月 経済産業省資源エネルギー庁）
・
「水素ステーション整備状況」
（(一社)次世代自動車振興センターホームページ）
・
「スイソミルについて」
（水素情報館東京スイソミルホームページ）
・
「水素情報館「東京スイソミル」の開設について」
（東京都環境局ホームページ）
・「オフィスビル内コンビニにおけるレジ袋削減キャンペーン

アンケート集計結果」

（東京都環境局ホームぺージ）
・
「市民と進める森づくり」（東京都港湾局ホームページ）
・
「緑の東京募金について」（東京都環境局ホームページ）
ウ．東京 2020 大会を契機とした環境への意識の状況
調査は、以下の資料から東京 2020 大会を契機とした環境への意識の醸成の状況を整理し
た。
・
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトホームページ」
（組織委員会ホー
ムページ）
・
「プロジェクト参加パートナー企業等」
（組織委員会ホームページ）
・
「みんなの表彰台プロジェクトホームページ」（組織委員会ホームページ）
・
「東京2020参画プログラム」（組織委員会ホームページ）
・
「選手村地区エネルギー整備計画」
（平成29年３月 東京都都市整備局）
エ．法令等の目的
調査は、環境基本法の法令等の整理によった。
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「東京都環境基本計画」
（平成 30 年 東京都）の計画等の整理によった。
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4)

調査結果
ア．都民の環境配慮への意識の状況
「都民のライフスタイル志向とエコ行動の関連性に関する実態調査 平成 29 年度」
（平成
30 年７月 (公財)東京都環境公社・東京都地球温暖化防止活動推進センター）では、日常の
生活行動における「10 のエコ行動」の実施状況を調査している。調査結果は、図 9.1.13-1
に示すとおりであり、照明の消灯、洗濯、徒歩や自転車移動等の実施率が高い傾向を示して
いる。
使用していない部屋の照明は消す
洗濯物はまとめて洗濯する
近場の移動は自家用車ではなく、徒歩や自転車で移動する

夏は扇風機などを併用し、エアコンの温度設定を控えめにする
在宅中はリビングで過ごし、エアコンやテレビの使用を控える
国産または地域産の食材を選択して購入する
手作り弁当を持参する

窓にグリーンカーテンまたはすだれを設置する
庭やベランダ、室内などでガーデニングまたは家庭菜園を行う
フリーマーケットまたはフリマアプリで、物を売ったり買ったりする
0%
実施している

以前実施していたが現在は実施していない

20%

40%

60%

80%

100%

実施した経験はない・あてはまらない

出典：「都民のライフスタイル志向とエコ行動の関連性に関する実態調査 平成 29 年度」
（平成 30 年７月 (公財)東京都環境公社・東京都地球温暖化防止活動推進センター）

図 9.1.13-1 日常の生活行動における「10 のエコ行動」の実施状況
また、
「都民生活に関する世論調査」
（平成 26 年 11 月 東京都生活文化局）では、大会招
致決定後の 2014 年(平成 26 年)８月 22 日～９月７日にかけて東京 2020 大会を契機とした東
京の都市像についての意識調査を実施している。調査結果は、図 9.1.13-2 に示すとおりで
あり、都民の環境配慮の意識を示す「再生可能エネルギーの利用促進など、環境にやさしい
都市の創出」が上位３位に位置している。
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出典：「都民生活に関する世論調査」
（平成 26 年 11 月

東京都生活文化局）

図 9.1.13-2 東京 2020 大会を契機とした東京の都市像についての意識調査
イ．東京都としての取組
東京都では、
「2020 年に向けた実行プラン」
（平成 28 年 12 月 東京都）において、スマー
トシティの実現に向けた政策展開として、「スマートエネルギー都市」、「快適な都市環境の
創出」
、
「豊かな自然環境の創出・保全」を政策の柱とし、世界一の環境先進都市の実現に向
け、様々な環境施策を展開している。また、2018 年(平成 30 年)10 月には、
「環境先進都市・
東京に向けて～CREATING A SUSTAINABLE CITY～」を作成し、
「スマートエネルギー都市の実
現」
、
「持続可能な資源利用の推進」、
「生物多様性の保全と緑の創出」等に関する目標や取組
を都民に向けて発信している。
(ｱ) スマートエネルギー都市の実現
a. 暑さ対策の推進
(a) クールスポット等の創出
東京都は、微細ミストの設置、花や緑の整備等に積極的な区市町村や事業者を支援し、
暑さを緩和するクールスポットを創出することにより、真夏に都民や観光客等が心地
よく街歩きを楽しめる環境を目指している。
また、東京都では「東京 2020 大会に向けた暑さ対策推進事業」を実施しており、補
助事業者を募集し、補助対象者には 10 割助成するなど、多様な主体による暑さ対策を
誘導・促進している。
同事業による 2017 年度(平成 29 年度)から 2019 年度(令和元年度)の補助対象者は表
9.1.13-2 に示すとおりであり、自治体のほか、民間事業者も選定されており、多様な
主体により東京 2020 大会に向けた暑さ対策が推進されている。
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表 9.1.13-2 東京 2020 大会に向けた暑さ対策事業の補助対象
選定年度
補助対象者
2017 年度 (一社)銀座通連合会
名橋「日本橋」保存会
住友不動産株式会社
日本橋二丁目地区市街地再開発組合

京橋二丁目西地区市街地再開発組合
東京建物株式会社
三井不動産株式会社
調布市
調布市
2018 年度 (一社)有楽町駅周辺まちづくり協議
会
(株)東京交通会館
東急不動産 SC マネジメント(株)

整備する暑さ対策設備
微細ミスト及び微細ミスト付パラ
ソル
微細ミスト付パラソル
微細ミスト（高木との組合せ）
微細ミスト付パラソル

設置場所
数寄屋橋公園（五丁目）

日本橋滝の広場
東京日本橋タワー公開空地
日本橋二丁目地区第一種市街地
再開発事業区域内
中央区道 284 号線上
フラクタル日よけ及び気化式冷風 京橋エドグラン公開空地
機
微細ミスト及び減熱ベンチ
東京スクエアガーデン公開空地
微細ミスト・ファン付パラソル
福徳の森
歩道の遮熱性舗装及び微細ミスト スタジアム通り及び飛田給駅公
共通路
パーゴラ及び微細ミスト
飛田給駅交通広場
微細ミスト及び熱線反射フィルム 有楽町駅前広場

微細ミスト及び減熱ベンチ
東京交通会館 1 階ピロティ
微細ミスト（日除けとの組合せ） デックス東京ビーチ シーサイ
ドデッキ
(株)グランドニッコー東京
微細ミスト及び遮熱性テント
グランドニッコー東京 台場
２階公共通路
港区
微細ミスト及び日除け
新橋駅西口広場
お台場レインボー公園
2019 年度 台東区
微細ミスト及び高反射性塗装
浅草文化観光センター周辺
微細ミスト及び植栽
駒形公園
微細ミスト及び保水性舗装等
浅草橋公園
江東区
微細ミスト及び植栽
豊洲公園
微細ミスト及びパーゴラ
豊洲六丁目公園
微細ミスト及び植栽
豊洲六丁目第二公園
微細ミスト及びあずまや
豊洲ぐるり公園
東京ガス株式会社
微細ミスト及び遮熱性塗装
ガスの科学館
世田谷区
遮熱性舗装及びパーゴラ等
上用賀公園
三井住友信託銀行株式会社
微細ミスト及び遮熱性舗装等
東急用賀駅前
渋谷区
遮熱性舗装及び減熱ベンチ等
千駄ケ谷駅前
東京急行電鉄株式会社
微細ミスト及び遮熱性塗装
渋谷ストリーム
出典：「東京 2020 大会に向けた暑さ対策推進事業」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/heat_island/2020/index.html

(b) 打ち水の実施
東京都では、ヒートアイランド対策の一つとして、また東京 2020 大会の開催といっ
た観点から、様々な暑さ対策に取り組んでいる。そこで、涼を得るための江戸の知恵
である「打ち水」を東京のおもてなしとして定着させることを目指し、都内各所で打
ち水イベントとして「打ち水日和」を実施している。
打ち水イベントの実施団体数（東京都環境局ホームページ「打ち水日和」特設サイト
掲載分）は、表 9.1.13-3 に示すとおりである。
表 9.1.13-3 打ち水イベントの実施団体数
年度
実施団体数
2018 年度(平成 30 年度)
366
2019 年度(令和元年度)
466
出典：「打ち水日和 実施団体目録」(2019 年 8 月 1 日参照
東京都環境局ホームページ)
https://uchimizubiyori.jp/partner/をもとに作成
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b. 水素社会実現に向けた取組
(a) 燃料電池自動車・燃料電池バスの普及
東京都では、水素社会の実現に向けて、燃料電池自動車・バス等の普及に取り組んで
おり、都営バスに燃料電池バスを導入している。東京都交通局の都営バス車両台帳に
よると、都営バスの保有台数は表 9.1.13-4 に示すとおりである。都営バスでは、市販
車では日本初となる路線バスとして 2017 年（平成 29 年）３月より営業運転を開始し、
2019 年（令和元年）４月時点で燃料電池バス 15 台を運行している。
表 9.1.13-4 燃料電池バスの保有台数（都営バス）
2015 年
2016 年
2017 年
2018 年
2019 年
(平成 27 年)
(平成 28 年)
(平成 29 年)
(平成 30 年)
(令和元年)
保有台数
0
0
2
5
15
出典：「都営バス車両台帳」(2019 年 8 月 1 日参照 東京都交通局ホームページ)
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/koukai/bus_ledger.html
項目

（東京都撮影）

写真 9.1.13-1 都営燃料電池バスの例
また、東京都では、燃料電池自動車を購入する都内の個人または法人に対して、その
経費を一部助成することにより、初期需要を創出している。
東京都内の燃料電池自動車の登録台数は、表 9.1.13-5 に示すとおりであり、2015 年
度(平成 27 年度)以降は増加傾向を示している。
表 9.1.13-5 東京都内の燃料電池自動車の年度別登録台数
2015 年度
2016 年度
2017 年度
2018 年度
(平成 27 年度) (平成 28 年度) (平成 29 年度) (平成 30 年度)
保有台数
乗用車
28
144
342
485
出典：「低公害燃料車の車種別保有台数」
(2019 年８月１日参照 一般財団法人自動車検査登録情報協会ホームページ)
https://www.airia.or.jp/publish/statistics/trend.html
項目

(b) 水素ステーションの整備促進
東京都は、集中的な財源投入や都関連用地の活用等により、水素ステーションの普及
を後押ししている。2019 年（令和元年）８月１日時点では、都心部、東京 2020 大会の
競技場が集積するエリアや、選手や大会関係者の輸送ルート周辺での整備を重点的に
進めている。東京都内における水素ステーションの設置数の推移は、表 9.1.13-6 に示
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すとおりであり、増加傾向にある。
2019 年（令和元年）８月１日時点の都内に設置されている水素ステーションは表
9.1.13-7 のとおりであり、複数の民間事業者が水素ステーション整備に参画している。
表 9.1.13-6 東京都内における水素ステーションの設置数の推移
2014 年
2015 年
2016 年
2019 年
(平成 26 年)
(平成 27 年)
(平成 28 年)
(令和元年)
水素ステーション設置数(累計)
4
7
12
14
出典：「水素・燃料電池戦略ロードマップ～水素社会の実現に向けた取組の加速～」
（平成 26 年６月 23 日 経済産業省資源エネルギー庁）
「燃料電池自動車及び水素ステーションについて」
（平成 27 年１月 26 日 経済産業省資源エネルギー庁）
「水素・燃料電池戦略ロードマップ～水素社会の実現に向けた取組の加速～（平成 28 年３月 22 日改訂）」
（平成 28 年３月 経済産業省資源エネルギー庁）
「水素ステーション整備状況」
（2019 年８月１日参照 一般社団法人次世代自動車振興センターホームページ）
http://www.cev-pc.or.jp/suiso_station/area01.html
項目

表 9.1.13-7 各事業者が整備した水素ステーション一覧（2019 年８月１日時点）
事業者
東京瓦斯株式会社
合同会社日本移動式水素ステーションサービス

JXTG エネルギー株式会社

岩谷産業株式会社

水素ステーション名称
練馬水素ステーション
千住水素ステーション
ニモヒス水素ステーション南六郷
ニモヒス水素ステーション世田谷
ニモヒス水素ステーション九段
Dr.Drive セルフ潮見公園店水素ステーション
東京杉並水素ステーション
東京目黒水素ステーション
八王子高倉水素ステーション
東京板橋水素ステーション（移動式）
イワタニ水素ステーション 芝公園
イワタニ水素ステーション 東京池上
イワタニ水素ステーション 東京有明
新砂水素ステーション

株式会社巴商会
出典：「水素ステーション整備状況」
（2019 年８月１日参照 一般社団法人次世代自動車振興センターホームページ）
http://www.cev-pc.or.jp/suiso_station/area01.html

（東京都撮影）

写真 9.1.13-2 都内の水素ステーションの例
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(c) 東京スイソミル開設
東京都は、江東区潮見に水素情報館「東京スイソミル」を 2016 年（平成 28 年）7 月
27 日に開設した。都民や事業者の、水素社会の意義、技術、安全性、将来像等につい
て理解を深めるとともに、水素ステーションの運営に関わる中小事業者等の知識習得
や国内外の視察などに対応している。
東京スイソミルの来場者数は、2017 年（平成 29 年）12 月 9 日で２万人を達成した。

（東京都撮影）

写真 9.1.13-3 水素情報館「東京スイソミル」の状況
(ｲ) 持続可能な資源利用の推進
a. 資源ロスの削減
(a) 使い捨て型ライフスタイルの見直し
東京都は、周辺自治体と連携して容器包装廃棄物の削減に取り組むとともに、都内で
行われる大規模イベント時にリユース容器の使用等を促す「ガイドライン」を作成す
るなどにより、区市町村や事業者と協力して使い捨て型製品の使用を抑制している。
レジ袋については、スーパー、コンビニエンスストア等の販売業者、消費者代表、周
辺自治体等と、レジ袋の無償配布ゼロに向けて協議を進めている。
また、東京都では、都内のオフィスビル内のコンビニエンスストアでレジ袋の削減を
進めるため、オフィスビルオーナー・管理会社、テナント各社、コンビニエンススト
アと協働し、ビルの従業員にレジ袋削減の呼び掛けを行っている。
2019 年（平成 31 年）２月 12 日から３月 13 日において実施したレジ袋削減キャンペ
ーンにおけるアンケート結果は、図 9.1.13-3 に示すとおりである。
「マイバッグの使
用を心がけた」又は「元々レジ袋は辞退している」と回答した割合は全体の 36％であ
るが、「今後、マイバッグの使用を心かけたいと思いますか」との質問に対し、「そう
思う」と回答した割合は全体の 60％となっている。
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出典：「オフィスビル内コンビニにおけるレジ袋削減キャンペーン アンケート集計結果」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/recycle/single_use_plastics/plastic-bags.files/201904rejib
ukuroanketo.pdf

図 9.1.13-3 レジ袋削減キャンペーンにおけるアンケート結果
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(b)ゼロエミッション東京の実現に向けた取組
東京都は、2050 年に CO2 実質ゼロに貢献するゼロエミッション東京を実現することを
宣言しており、東京都自らも率先行動として、全庁一丸体制を再構築し、都施設の省
エネ・再エネに加え、都庁プラスチック削減方針に基づく取組や EV などゼロエミッシ
ョンビークルの導入拡大などに取り組んでいる。
都庁プラスチック削減方針では、多くの資源を消費する都庁においても、ワンウェイ
プラスチック等を削減する取組を一層強化することとし、ペットボトル、ストロー、
プラカップ等のワンウェイプラ製品・容器包装を使用禁止とした会議運営等の取組を
行っている。

（東京都撮影）

写真 9.1.13-4 ワンウェイプラ製品・容器包装を使用禁止とした会議運営の状況
(ｳ) 生物多様性の保全と緑の創出
東京都では、東京湾に浮かぶ、ごみと建設発生土で埋め立てられた中央防波堤内側埋立
地にある「海の森」に苗木を植え、美しい森に生まれ変わらせる「海の森プロジェクト」
を実施している。「海の森」では、苗木づくりから植樹、森の育成までを都民・企業等と
進めている。また、「海の森」に植樹する苗木は、都民・企業等からの「緑の東京募金」
により購入したものである。
「緑の東京募金」は、緑あふれる都市東京を再生するために、
2007 年（平成 19 年）10 月に創設され、2012 年（平成 24 年）６月には、
「緑の東京募金」
の目標額である８億円を達成した。また、2016 年（平成 28 年）３月には、海の森の植樹
が完了した。
(ｴ) 環境教育の推進
東京都では全ての都民を対象としたテーマ別環境学習講座を開講しており、自発的に環
境に配慮した行動や事業活動を行うための参考となるよう、環境問題の最新動向や専門的
知識の講義、グループワーク、環境配慮に関する先進事例等の紹介をしている。具体的な
講座内容としては、自然との触れ合い活動や、水素エネルギー教室、フードロス対策講座
等がある。
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ウ．東京 2020 大会を契機とした環境への意識の状況
(ｱ) 「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」の取組状況
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は、東京 2020 大会の約 5,000
個の金・銀・銅メダルを使用済みの小型家電をリサイクルして作ることとしており、東京
2020 大会をきっかけとした持続可能社会の仕組みを作る国民参画形式のプロジェクトで
ある。
プロジェクトにおいて、図 9.1.13-4 に示すとおり国内の全市町村数の９割以上となる
1,621 自治体が参加して回収に当たったほか、参加・認定事業者 57 企業、
・精錬事業者５
企業が参加した。また、使用済みの業務用携帯電話の提供等によりプロジェクトに協力し
た「プロジェクト参加パートナー企業」の推移は表 9.1.13-8 に示すとおりであり、全 37
社の企業が参加した。

（東京都撮影）

写真 9.1.13-5 都庁内に設置されたメダル協力ボックス設置コーナー

1,800

1,621

1,500
1,200
900
624

600
300
0
2017年
(平成29年)4月

2019年
(平成31年)3月

出典：
「
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」について」
（2019
年８月 1 日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/medals/project/

図 9.1.13-4 プロジェクト参加自治体数の推移
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表 9.1.13-8 プロジェクト参加パートナー企業数の推移
年

企業数

2017 年(平成 29 年)

1

2018 年(平成 30 年)

4

2019 年(平成 31 年)

32

出典： 「プロジェクト参加パートナー企業等」
（2019 年８月 1 日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/medals/project/participating-companies/

また、都民等からの小型家電等の回収の結果は表 9.1.13-9 に示すとおりであり、プロ
ジェクトを開始した 2017 年(平成 29 年)４月から 2019 年(平成 31 年)３月までの期間にお
いて、メダル製造に必要な金属の回収量は 100％を達成した。なお、都庁舎では都民等か
ら 145,934 台の小型家電等が回収された。
表 9.1.13-9 都民等からの小型家電等の回収の結果
項目

累計納入量（A） 目標納入量（B）

A/B

金

30.3 ㎏

30.3 ㎏

100％

銀

4,100 ㎏

4,100 ㎏

100％

銅

2,700 ㎏

2,700 ㎏

100％

出典： 「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトホームページ」
（2019 年８月 1 日参照 組織委員会ホームページ）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/kanren/medal_project/index.html

(ｲ) 「みんなの表彰台プロジェクト」の取組状況
組織委員会は、使用済み製品のプラスチック容器などのリサイクル素材を回収して、東
京 2020 大会の表彰台製作に使用する「みんなの表彰台プロジェクト」を実施している。
本プロジェクトの取組を国内外に発信し、資源を無駄にしない持続可能な社会の実現に向
けた、使い捨てプラスチック活用の新しいモデルを示すこととしている。
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(ｳ) 「東京 2020 参画プログラム」の実施状況
組織委員会では、東京 2020 大会の大会ビジョンのもと、スポーツだけでなく、環境に
配慮した持続可能な社会の実現に向けて参加者自らが体験・行動し、レガシーを形成する
ことで未来につなぐプログラムである「東京 2020 参画プログラム」を運営している。環
境への意識に関する参画プログラム実施数は、表 9.1.13-10 に示すとおりであり、増加傾
向を示している。
表 9.1.13-10 東京 2020 参画プログラム実施数
項目

2016 年
（平成 28 年）

東京 2020 参画プログラム実施数（単年）
プログラム参加人数（単年）

2017 年
（平成 29 年）

2018 年
（平成 30 年）

7

97

179

6,475

112,603

136,650

注 1)東京 2020 参画プログラム実施数は、東京都において開催された過去のプログラムの開催概要の中から「持続可
能性」又は「環境」をフリーワード検索して該当した件数を示す。
2)プログラム参加人数は、参加人数が公表されているプログラムにおける延べ人数を示す。
出典：「東京 2020 参画プログラム」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）をもとに作成
https://participation.tokyo2020.jp/jp/

(ｴ) 選手村における水素関連施設のプレゼンテーション事業の実施
選手村地区では、環境負荷の小さい燃料電池バスの運行や、エネルギー効率の高いエネ
ファームの実施など、将来のエネルギーとして期待される水素を率先して導入する。東京
2020 大会は、
「世界から注目」され、
「人々が集結」し、
「技術の実証」を示すことができ
る絶好の機会であることから、この機会に、大会時において選手村の水素関連施設の一部
を先行して稼働させ、世界に取組を発信していく予定である。
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エ．法令等の目的
環境への意識に関する環境配慮への意識の促進等のための関係法令等については、表
9.1.13-11 に示すとおりである。
表 9.1.13-11 環境への意識に関する法令等
法令・条例等

目的・施策等

環境基本法
（目的）
（平成 5 年法律第 91 号） 第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団
体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基
本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に
推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するととも
に人類の福祉に貢献することを目的とする。
（環境の恵沢の享受と継承等）
第三条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健
康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡
を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間
の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにか
んがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとと
もに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行わ
れなければならない。
（国の責務）
第六条 国は、前３条に定める環境の保全についての基本理念（以下「基本理念」と
いう。）にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び
実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じ
た施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を
策定し、及び実施する責務を有する。
（事業者の責務）
第八条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに
伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境
を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
２ 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、
加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他
の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な
措置を講ずる責務を有する。
３ 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支
障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、
その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境へ
の負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源そ
の他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければ
ならない。
４ 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関
し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又
は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
（国民の責務）
第九条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日
常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
２ 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努め
るとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責
務を有する。
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オ．東京都等の計画等の状況
都民等の環境への意識の促進等のための東京都等の計画、目標等は表 9.1.13-12(1)及び
(2)に示すとおりである。
表 9.1.13-12(1) 環境への意識に関する計画、目標等
関係計画等

目的・施策等

東京都長期ビジョン
（概要）
（平成 26 年 12 月 東京 「世界一の都市・東京」の実現を目指し、「東京都長期ビジョン」を策定した。ビジ
都）
ョンでは、東京が目指す将来像を達成するための基本目標や政策目標、その達成に
向けた具体的な政策展開、３か年の実施計画などを明らかにした。
（戦略内容）
●基本目標Ⅰ 史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現
都市戦略 1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功
都市戦略 2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
都市戦略３ 日本人のこころと東京の魅力の発信
●基本目標Ⅱ 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現
都市戦略４ 安全・安心な都市の実現
都市戦略５ 福祉先進都市の実現
都市戦略６ 世界をリードするグローバル都市の実現
都市戦略７ 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
都市戦略８ 多摩・島しょの振興
東京都環境基本計画
（概要）
（平成 28 年 3 月 東京 「東京都長期ビジョン」において示した環境政策を更に進化・発展させ、東京 2020
都）
オリンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据え、環境政策と経済成長を
両立させた「世界一の環境先進都市・東京」の将来像やこれを目指した政策展開を
明らかにするため、新たな東京都環境基本計画を策定
（政策内容）
政策 1 スマートエネルギー都市の実現
政策 2 3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進
政策 3 自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承
政策 4 快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保
政策 5 環境政策の横断的・総合的な取組
東 京 都 交 通 局 経 営 計 画 （概要）
2019
交通局を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、各事業が抱える課題の解決に向け、今
（平成 31 年 1 月 東京都
後の経営の方向を明らかにしている。
計画期間は 2019 年度から 2021 年度までとし、
交通局）
計画期間中の主要な事業や財政収支計画を示している。
（東京 2020 大会の成功に向けた取組）
・都営地下鉄の取組
ホームドアの整備、フリースペースの設置、防犯カメラの整備、エレベーター整備、
トイレのバリアフリー化、異常時の情報案内、コンシェルジュの配置
・都営バスの取組
・大会の気運醸成
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表 9.1.13-12(2) 環境への意識に関する計画、目標等
関係計画等

目的・施策等

ホストシティ Tokyo プロ （概要）
ジェクト
大会を成功に導くとともに、そのレガシーを活用しながら大会後も東京の新たな魅
（東京都政策企画局）
力と日本全体の更なる成長を獲得していくことを基本的な視点として、ホストシテ
ィとしてのプロジェクトを展開している。
（重点的に取り組むべき 6 分野 16 プロジェクト）
Ⅰ 大会気運醸成
①祝祭・盛上げ空間の創出（ライブサイト、シティドレッシング）
②都民・国民参加プログラムの展開（カウントダウンイベント、フラッグツアー 等）
③大会を契機としたスポーツの裾野拡大（ノーリミッツチャレンジ 等）
Ⅱ 魅力発信（観光・文化・シティセールス）
④魅力的な観光資源の開発・発信（プロジェクションマッピング 等）
⑤誰にも優しい滞在環境の整備（バリアフリー情報の発信 等）
⑥東京文化プログラムの拡充・推進
Ⅲ 復興・防災
⑦被災地支援・復興の発信（スポーツ交流、道で咲かせよう東北の花プロジェクト 等）
⑧東京の防災力・災害対応力の発信（インフラツアー 等)
Ⅳ 環境
⑨環境施策に関する都市間交流の推進
⑩水素エネルギー利活用の推進（水素エネルギー普及促進 等）
⑪低炭素・快適性等を備えたスマートエネルギー都市（LED の普及促進、暑熱対策 等）
Ⅴ 先端技術
⑫テクノロジー・ショーケース（羽田空港周辺地域等における自動走行システムの
実証実験の促進 等）
⑬都市づくりの情報発信
⑭パラスポーツ用具の開発
Ⅵ 人材育成・活躍支援
⑮オリンピック・パラリンピック教育の推進
⑯働き方改革の推進（テレワークの普及促進 等）
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（2）予測
1) 予測事項
予測事項は、都民等の環境意識啓発のための機会の状況とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、都民等の環境への関心及び意識に変化が生じると思われる期間とし、
2013年(平成25年)の大会招致決定後から大会開催年である2020年(令和２年)までの期間とし
た。
3) 予測地域
予測地域は、東京都内とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京2020大会の招致が決定した2013年度(平成25年度)以降の東京都等の取組
や活動状況を参考として、2020年(令和２年)までの都民等の環境意識啓発のための機会の状況
を推定する方法とした。
5) 予測結果
東京都が、大会招致決定後の2014年(平成26年)に、都民を対象に実施した東京2020大会を契
機とした東京の都市像についての意識調査では、「再生可能エネルギーの利用促進など環境に
やさしい都市の創出」が上位に位置している。また、東京都や組織委員会が開催している環境
に関するイベント等への参画状況も増加傾向を示していることから、既に都民の環境への意識
は高いものと推測される。さらに、東京都は、燃料電池車等の利用、選手村の水素関連施設の
一部の先行稼働、大会開催中のCO2等をオフセットする取組等の東京2020大会における環境先進
都市・東京に向けた取組を都民に発信する計画としている。
東京2020大会に向けては、
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」での都民
等からの小型家電等の回収により、東京2020大会で使用する全てのメダルを製作するため、
国民参画形式で実施している。また、「みんなの表彰台プロジェクト」では、都民等から回収
した使用済みプラスチック製品を東京2020大会の表彰台製作に使用し、資源を無駄にしない持
続可能な社会の実現に向けた、使い捨てプラスチック活用の新しいモデルを示す。
また、大会開催中の使い捨て型製品の使用の抑制、レジ袋の削減等を徹底し、資源ロス意識
の啓発にもつながるように、観客等への分別の協力を働きかける。
このように、東京2020大会に向けて大会気運を醸成することにより、東京2020大会を契機と
した環境意識啓発の機会も充実したものとなると予測する。
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(3) ミティゲーション
・「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」では、都民等からの小型家電等の
回収により、東京2020大会で使用する全てのメダルを製作するため、国民参画形式で実施
する。
・
「みんなの表彰台プロジェクト」では、都民等から回収した使用済みプラスチックの回収を
東京2020大会の表彰台製作に使用し、資源を無駄にしない持続可能な社会の実現に向けた、
使い捨てプラスチック活用の新しいモデルを示す。
・東京2020大会では、使い捨て型ライフスタイルの見直しへの転換を図るため、使い捨て型
製品の使用の抑制、レジ袋の削減を図るとともに、観客等への啓発を行う。
・観客等への分別の協力の働きかけによるリサイクル意識を啓発する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、都民の環境意識向上に向けた機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲
で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
東京都が実施した都民への意識調査では、既に都民の環境への意識は高いものと推測される。
さらに、東京都は、燃料電池車等の利用、選手村の水素関連施設の一部の先行稼働、大会開催
中のCO2等をオフセットする取組等の東京2020大会における環境先進都市・東京に向けた取組
を都民に発信する計画としている。
このような中、東京2020大会に向けては、「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェ
クト」や「みんなの表彰台プロジェクト」等の国民参画形式の取組により、資源を無駄にしな
い持続可能な社会の実現に向けた新しいモデルを示す。
東京2020大会では、大会開催中の使い捨て型製品の使用の抑制、レジ袋の削減等を徹底し、
資源ロス意識の啓発にもつながるように、観客等に分別の協力を働きかける。
以上のように、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、都民
の環境意識向上に向けた機会の確保への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるも
のと考える。
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9.1.14 安全
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.14-1に示すとおりである。
表 9.1.14-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①東京 2020 大会に向けた取組 東京 2020 大会の開催に伴い、移動の安全のためのバ
②法令等による基準等
リアフリー化及び安定的な電力供給の確保が重要で
③東京都等の計画等の状況
あることから、左記の事項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、全競技会場等の範囲とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京2020大会の会場整備に伴う安全については、施設が供用された後の施設の安全性を対象
に個別会場の実施段階環境影響評価として実施してきたが、大会開催中の施設の安全性は対象
としていなかった。
そのため、本評価書案では、大会開催中の施設の安全性の程度を予測するために必要な事項
として、
「ア．東京2020大会に向けた取組」等を調査した。
ア．東京 2020 大会に向けた取組
(ｱ) 移動の安全のためのバリアフリー化の状況
調査は、以下の資料から東京 2020 大会開催中の移動の安全のためのバリアフリー化の
状況を整理した。
・
「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」
（平成29年３月 組織委員会）
・各競技会場の「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評
価書」
（東京都）
・
「大会関係者向け 携帯用 アクセシビリティサポート・ハンドブック（Ver.1）」
（平
成30年９月 組織委員会）
(ｲ) 電力の供給等の状況
調査は、大会開催中の競技会場等における電力供給の計画等の整理によった。
イ．法令等による基準等
調査は、
高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）
、
高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成 15 年東京都条例第 155
号）等の法令等の整理によった。
ウ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「東京都福祉のまちづくり推進計画（2019 年度～2023 年度）」
（平成 31 年３月 東
京都）等の計画等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．東京 2020 大会に向けた取組
(ｱ) 移動の安全のためのバリアフリー化の状況
a.会場内のバリアフリー化の状況
東京 2020 大会の競技会場は、恒久施設や仮設施設も含めた全競技会場で「Tokyo2020 ア
クセシビリティ・ガイドライン」
（平成 29 年３月 組織委員会）を踏まえて、会場施設内
及び会場敷地内の屋外通路におけるアクセスと移動性に配慮した施設整備を実施してい
る。
「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の基準は、IPC ガイド1や国内法令等2に
基づき策定されており、アクセスと移動性に配慮した仕様は、表 9.1.14-2(1)及び(2)に示
すとおりである。
表 9.1.14-2（1） 会場内の「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の仕様
テーマ

主な仕様
【通路の幅】
[幅] 不特定の歩行者が極めて多い通路においては、2,000mm以上 （推奨：都条例）、1,800mm以上 （標
通路と歩行空間
準：国基準、 都条例、IPC）
【傾斜路の勾配】
・垂直立ち上がり差 -300mm
標準：1/12 以下（IPC)、推奨：1/14 以下 （IPC)
・垂直立ち上がり差 301-3,000mm
標準：1/14 以下（IPC)、推奨：1/20 以下 （推奨：IPC)
傾斜路
・垂直立ち上がり差 +3,001mm
標準：1/20 以下（IPC)
＊競技会場に関しては、主な歩道及び全ての歩行回避空間と、多くの人々が利用すると予想される
通路・歩道については、1/20 が標準（IPC 基準）
【階段の蹴上げ高さ】
階段
[蹴上げの高さ] 150mm以下 （推奨：IPC)、160mm以下 （標準：国基準）
・視覚障がい者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とする。周辺の舗装の色彩とのコントラストがつ
かない場合には、視覚障がい者誘導用ブロック周辺の色を変え、コントラストを確保する。
路面、舗装、
・視覚障がい者誘導用ブロックの周辺表面とは色彩・明暗で最低50%のコントラストをつけることと
する。
仕上げ
・アクセシブルな通路の表面にある全ての危険源は、点状ブロックを最低300mm（1列）以上で危険源
の全長にわたり敷設し、その存在を知らせなければならない｡
【受付及びインフォメーションデスク】
大会サービスを利用するカウンターは、高さ700～800mm程度、カウンター下の膝下クリアランスは、
高さ650～750mm程度、幅750mm、奥行き500mmを標準とする。
家具、カウンター、
車いす使用者が接近できるように、カウンター等の前面に車いす使用者が回転できる十分なスペー
サービスエリア
ス（1,500mm×1,500mm以上）を確保する。
立位で使用するカウンター等を設ける場合は、体の支えとなるように台を固定し、また必要に応じ
て支えのための手すりを設けること。
【日よけ/シェルター、飲み水へのアクセス】
どの入口も、前後に水平部分を設けるなどして、車いす使用者が自立して安全に進入できるところ
とすべきである｡
【ドア周辺に続く通路】
・ドア周辺に続く通路については、敷居など障害物がないものとする。
・アクセシブルな通路を示した明瞭な表示サイン
入口と出口
・玄関マットは、つまずき防止のため、路面にはめ込み式で、水や泥をできるだけ屋内に持ち込まな
いものとする。また、刷毛状のものは通行の支障となりやすいため用いない。
・適切なドアクローザー付きで簡単に開閉できるドア（引き戸を含む）
・ドアの開閉にセンサーを利用した自動ドアクローザー
・建物を新設する際は回転式ドアを設けないことを原則とする。
出典：「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」
（平成 29 年３月 組織委員会）

1 IPCガイド：国際パラリンピック委員会（IPC）が、世界中のアクセシビリティに関する情報を分析し、指針として
公表しているもの。
2 国内法令等には、以下のものが含まれる。
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
・公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン
・移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令
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表 9.1.14-2（2） 会場内の「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の仕様
テーマ

主な仕様
【有効幅員】
950mm （推奨：IPC）
ドアとドア周辺部 *主要な出入口については、 2,000mm以上 （推奨：都条例）
＊競技用車いす利用の準備エリア 1,000mm以上 （推奨：IPC）、850mm （標準：IPC）
*主要な出入口については、 1,000mm以上 （標準：都条例）
【エレベーターのかご】
幅2,100mm×奥行き1,500mm 又は同等水準のサイズ（幅2,150mm×奥行き1,600mm(24人乗り) 又は 幅
2,000mm×奥行き1,750mm(24人乗り）)（推奨：IPC）、
幅1,700mm×奥行き1,500mm 又は同等水準のサイズ（幅2,000mm×奥行き1,350mm(17人乗り) 又は 幅
1,800mm×奥行き1,500mm(17人乗り）)（標準：IPC）
【エスカレーター】
・エスカレーター上下端部は点状ブロックで注意を喚起し、ステップの段鼻と両サイドははっきりと
コントラストをつけて示す。（できれば黄色が望ましい）
・踏み段の四方に縁取りを行うなどにより、踏み段相互の識別をしやすいようにする。
エレベーターと
・エスカレーターの進行方向がわかるよう配慮を行う。
・進入可能なエスカレーターの乗り口端部において、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を知
エスカレーター
らせる音声案内装置を設置する。音声案内装置の設置にあたっては、周囲の喧騒音と比較して十分
聞き取りやすい音量、音質とすることに留意し、音源を乗り口に近く、利用者の動線に向かって設
置する。表示サインを設置する場合、ベルトにマークを付けるなど弱視者に配慮して進行方向を分
かりやすい表示とすることが望ましい。
・エスカレーター上の照明は、乗り降りを安全に行うことができるよう、照明の明るさ・配置などに
配慮すること。（参考値）IPCガイド：最低200 lx
・エスカレーターの速度は、利用者に配慮して適切に設定すること。
・エスカレーター乗り降りのスペースの床面については、濡れてもすべりにくい仕様とすること。
・エスカレーターの乗降口に、必要に応じて誘導手すりを設けること。
【緊急支援エリア（一時待機エリア）
】
非常用エレベーター付近や階段踊り場等に 850mm× 1,300mmの一時待機スペースを2か所確保 （推
非常時の対応策
奨：IPC）
出典：「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」
（平成 29 年３月 組織委員会）

また、東京都では、障害の有無に関わらず全ての人々にとって利用しやすい施設となる
よう、アクセシビリティの確保に向けて、設計段階で、障害のある方や学識経験者等から
意見を聴取する「アクセシビリティ・ワークショップ」を設置し、ワークショップで聴取
した意見や要望は、可能な限り実施設計に反映している。
各競技会場では、2020 年(令和２年)までに「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライ
ン」や「アクセシビリティ・ワークショップ」を踏まえた施設整備を実施している。各競
技会場におけるバリアフリー化の計画は、表 9.1.14-3(1)～(5)に示すとおりである。また、
整備が完了した武蔵野の森総合スポーツプラザにおける主な整備例は、写真 9.1.14-1～10
に示すとおりである。
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表 9.1.14-3(1) 競技会場のバリアフリー化の計画（新国立競技場（オリンピックスタジアム））
項 目
1. 様 々 な
利用者へ
の配慮
2. 車 い す
使用者へ
の配慮

バリアフリー化の計画（主な内容）
1.安全にアクセスができるスタジアム計画
2.安全でフラットな水平移動を実現
3.目的地まで円滑に移動できるシンプルな平面移動
1.どこからでも観戦可能な車いす席配置計画
・全ての車いす席へエレベーターでのアクセスが可能である。アリーナイベント時においては、南
北のエレベーターを使って安全にフィールドへアクセスできる計画とする。
・同伴者席によって車いす席が分断されず、2 席が隣り合う座席計画とする。
2.パラリンピック競技大会への移行性に優れた車いす席計画
・車いす席約 450 席分を常設で確保することで、オリンピック競技大会以降も車いす使用者が利用
しやすい計画とする。
3.感動の瞬間を分かち合えるサイトライン計画
・眼高の設定については、眼高の低い車いす使用者（女性）のサイトラインを極力確保できるよう、
建築設計標準内に参考値として示されている 105cm より低い 100cm を標準として計画する。
・前列の人の身長については、日本人男性の平均身長 170cm に覆物厚さ 5cm を足した 175cm を想定
する。サイトライン確保が一番難しい 2 層目最上段においても、視界を妨げない計画とする。
4.安全な避難環境の実現
5.多様な車いす用車両に対応した駐車場計画
・B2 階に IPC 基準以上の車いす使用者用駐車場（計 22 台＞6 台）を確保することで、車いす使用
者の積極的な受け入れが可能な計画とする。
・ノンステップバスに対応できるよう、仮設乗降場を B2 階に計画する。
・車いすリフトに対応した駐車場を B2 階に 7 台計画する。さらに、車いすリフト対応車両駐車場
には、後方に十分なスペースと、安全に建物内へアクセスできる動線を確保する。
・車いす使用者用駐車場付近にも車いす使用者用トイレを設置する。
6.あらゆるサイズの車いすでのアクセスが可能な計画
・車いす使用者がどこからでもアクセスができるよう、すべてのゲート寸法を、ハンドル式車いす
にも対応可能な、幅 90cm とする。
・寝たきりの重度障がい者も移動可能なエレベーター（カゴ奥行寸法 200cm）を全てのエリアに設
置する。※ストレッチャーで緊急搬送も可能
・電動車いすの充電スペースを各層の車いす席近くに計画する。
7.車いす使用者にフィットする快適な利用環境の実現
・案内所、チケット売り場、売店のカウンターの一部をローカウンターにすることで、車いす使用
者が使いやすい計画とする。
8.乗り換え対応席の整備
9.円滑な競技運営をサポートする配慮
3. 視 覚 障 1.視覚障がい者誘導設備の適切な設置によるアクセスサポート
がい者へ
・下記案内設備を計画し、視覚障がい者が円滑に施設を利用できるよう整備する。
の配慮
①誘導ブロック
・「外構⇒主要な出入口⇒案内所⇒コンコース（1 階コンコース一周）⇒観客席の縦通路上
段」に設置
②音声誘導装置（エレベーター・エスカレーター・トイレ入口前に設置）
③案内所インターホン（1 階外部計 3 か所設置）
④触知版（トイレの入口の見やすい場所に設置）
⑤点字（手摺点字・縦通路手摺・座席点字）
出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（新国立競技場（オリンピック
スタジアム））」（平成 28 年 10 月 東京都）
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表 9.1.14-3(2) 競技会場のバリアフリー化の計画（有明アリーナ）
項 目
バリアフリー化の計画（主な内容）
エン トランス ・エントランスは車椅子使用者が円滑に移動可能なスペースを確保し、出入り口の扉は、動的に開閉す
及び出入り口
る構造または車椅子利用者が円滑に開閉して通過できる構造とする。また、扉の前後に高低差を設け
ない構造とする。
廊下
・主要な廊下は、車椅子利用者がすれ違える十分な幅を確保する。
・床面は滑りにくい素材とし、段差は設けない。
・高齢者、障がい者の通行がある箇所には、手すりを設けるように努める。
・突起物など廊下に張り出すものを極力避ける。
階段
・階段は直階段又は折れ曲がり階段とし、手すり等を設ける。
・表面は滑りにくい素材とし、段は識別しやすいものとする。
・階段に近接する廊下や踊り場等、必要な箇所には、注意喚起用床材を敷設する。
エレベーター ・車いす使用者・視聴覚障害者等が円滑に乗降できる構造とする。
多 目 的 ト イ ・車いす使用者等が利用できるトイレをコンコースレベルに分散して数か所設置する。
レ・洗面所（車 ・車いす使用者等が円滑に利用でき、使いやすい構造とする。
い す 使 用 者 ・多目的トイレはオストメイト対応とする。
等）
・一般トイレには高齢者等が使いやすいように、必要な箇所に手摺を設ける。
駐車場
・車椅子使用者用駐車スペースを建物の出入口に近い位置に設置する。
敷地内通路
・主要な歩道は、十分な幅を確保し、できる限り緩い勾配とする。
・敷地に接する道路から玄関までなど、必要な箇所には誘導用床材や注意喚起用床材を敷設する。
観覧席
・介助席付き車いす席を設置する。
案内 表示・非 ・案内表示の文字は見やすい書体とし、車いす使用者や色覚障害者に配慮した取付位置や色調等とする。
常警報装置
・音その他の方法により聴覚障がい者及び視覚障がい者等に非常事態を知らせることができる警報装置
を設置する。
受付 及びイン ・受付デスクおよびインフォメーションの一般的なカウンターは一般利用者及び車椅子利用者に対して
フォ メーショ
それぞれ利用のしやすい高さ及びカウンター下のクリアランスを確保する。
ンデスク
電気設備
・多目的トイレや更衣室、身障者用更衣室に緊急呼び出し用の押しボタンを設置する。
・施設情報、非常時緊急情報（地震速報、火災情報等）などの提供を目的とした、デジタルサイネージ
設備を計画する。
・火災報知設備は、監視カメラ画像と連携した的確な避難誘導や非常放送、大型映像装置やデジタルサ
イネージ設備、誘導灯とのシステム連携やパトライト等で、視覚障がい者、難聴者及び外国人の対応
を行う計画とする。
・大型映像設備は、防災設備と連携し、難聴者や外国人の来館者に対して文字表示により防災情報の提
供を計画する。
・メインアリーナには、難聴者対応として全客席数の 10％に磁気ループによる集団補聴システムを設
置する。
・視聴覚障がい者対応設備を設置する。
出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（有明アリーナ）」
（平成 29 年
１月 東京都）

表 9.1.14-3(3) 競技会場のバリアフリー化の計画（海の森水上競技場）
項
建築

目

バリアフリー化の計画（主な内容）
・車いす利用者席及び同伴者用の座席は、平面上バランスよく配置し、かつ最下段と最上段に分散配置
とする。
・車いす利用者用トイレは、１階に男女各１箇所、２階は北東寄りに１箇所、南西寄りに１箇所設ける。
誘導支援設備 ・多目的 WC、授乳室に呼出釦を設置し、管理事務室へ表示する。
（トイレ等呼出設備）
・来訪者対応として入口やエレベータかご内との通話ができること。
（インターホン設備）
昇降機設備
・出入口幅：1200mm 以上
建築
・車いす利用者用トイレは１階選手用室に男女各１箇所、２階は東側に１箇所設ける。
誘導支援設備 ・多目的 WC、授乳室に呼出釦を設置し、管理事務室へ表示する。
（トイレ等呼出設備）
・来訪者対応として入口やエレベータかご内との通話ができること。
（インターホン設備）
昇降機設備
・出入口幅：1200mm 以上
建築
・車いす利用者用トイレは、１階に１箇所配置する。
誘導支援設備 ・来訪者対応として入口やエレベータかご内との通話ができること。
（インターホン設備）
昇降機設備
・出入口幅：1100mm 以上
出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（海の森水上競技場）」（平成
28 年７月 東京都）
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表 9.1.14-3(4) 競技会場のバリアフリー化の計画（カヌー・スラロームセンター）
項目

場所

視点

バリアフリー化の計画（主な内容）

移動空間
敷 地 出 入 通路
・通路に段差を設けない。通路は、車いす使用者や歩行者のすれ違いに支
（建物外部） 口・敷地内
障のない幅を確保し、車いす使用者の転回できる幅を適宜確保する。
通路
視覚障害者誘 ・視覚障害者誘導用ブロック等を主たる出入口から受付まで連続性のある
導ブロック
誘導を行う。
階段
幅員・構造等 ・廊下や階段の幅は、歩行者同士がすれ違いやすい幅を確保する。
・段鼻は突き出さない形状とし、蹴込みを設けない等つまづきにくい構造
とする。
・メンテナンス用階段を除き、回り階段やらせん階段を設けない等、転倒
時への配慮を行う。
・床は滑りにくい仕上げとし、段には滑り止めなどを設置する。
手すり
・階段の両側に連続して、手すりを設置する。
・踊場も含めて連続した手すりを設置する。
スロープ
幅員・構造等 ・緩やかな勾配とし、長いスロープは作らない。
・勾配の部分では、容易に傾斜部と平坦部を認識し、安全に通行できるよ
うに、色の明度・色相や彩度、仕上げ等の差や照明の明るさに配慮する。
・スロープには、脱輪防止のために両側に立ち上がりを設ける。
・スロープに点状ブロック（警告用）を適切に敷設する。
手すり
・踊場も含めて連続した手すりを設置する。
駐車場・車 障害者用駐車 ・車いす使用者が安全に利用できる障害者用駐車スペースを設ける。
路
場
・障害者用駐車場から建築物の出入口までの通路には、十分なスペースを
確保し、庇などの屋根を設ける。
車路・駐車ス ・車寄せ、駐車場、位置表示と経路の誘導を分かりやすく表示する。
ペース
移動空間
建物出入口 幅員・仕上げ ・車いす使用者や歩行者のすれ違いに支障のない幅を確保する。
（建物内部）
等
・玄関・建物入口は、建物の外部から内部まで連続して平坦とし、床面の
連続性を確保する。
誘導
・視覚障害者誘導ブロックを敷設し、視覚障害者が、人を配置した受付や
案内板に到達できるようにする。
エレベータ 配置・規模
・EV は、主要な出入口からだれもが容易に確認できる位置に配置し、わか
（EV）
りやすく標識を設置する。
・EV ホール、EV のかご内など、車いす使用者が回転することができる空間
を確保する。
かご内の機能 ・到着階、停止予定階、昇降方向を分かりやすく表示し、到着、昇降方向
は音声装置で誘導する。
扉
・EV の扉は十分な有効幅を確保する。
行為空間
トイレ
配置・計画
・一般トイレとだれでもトイレは隣接して配置する。
床面
・床面には、高齢者、障害者等の通行の支障になる段差を設けない。
サイン表示
・出入口には、だれもが利用できる旨を示したわかりやすい標識や、便房
内の設備を表示するほか、車いす使用者への優先を表示する。
浴室・シャ 配置
・出入口は、有効幅にゆとりを持たせ、段差を設けない。
ワー室
・浴室・シャワー室・脱衣室等は車いす使用者が円滑に利用できるスペー
スを確保する。
機能
・水回りに使用する手すりの設置か所・位置は特に配慮し、転倒防止に努
めることとする。
出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（カヌー・スラローム会場）」
（平成 29 年６月 東京都）
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表 9.1.14-3(5) 競技会場のバリアフリー化の計画（東京アクアティクスセンター）
項 目
バリアフリー化の計画（主な内容）
アクセシビリティ ・車椅子席は約 5,000 席の１％に相当する 50 席に２席を加えた席数に同伴者席を併設して整
計画
備する。
・車椅子席は一か所に集めずに分散配置する。
サイン計画
・大きなサイズで、適した位置にサインを表示する。
情報表示設備
・来館者へのイベント情報、施設案内及び外国人旅行者への観光情報などを提供するため、
デジタルサイネージ設備を計画する。
・表示装置は、多言語表示（日本語、英語、中国語、韓国語）に対応し、人通りの多い場所
に設置する。
誘導支援設備
・バリアフリー法、東京都福祉のまちづくり条例及び都立建築物のユニバーサルデザイン導
入ガイドラインなどに基づき、音声誘導設備及びトイレ等呼出設備を設置する。
競技音響設備
・メインプール・ダイビングプ－ルには、難聴者対応として磁気ループによる集団補聴シス
テムを計画する。
・集団補聴システムの対象席数は、全客席数の 10％程度とする。
放送設備
・消防法に準拠するとともに、火災時における音声メッセージは、多言語対応が可能なシス
テムとする。
出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（オリンピックアクアティクス
センター）」
（平成 28 年 10 月 東京都）

1,800mm 以上

写真 9.1.14-1 廊下のユニバーサルデザイン

写真 9.1.14-2 スロープ

蹴上げ
160mm

幅 1,200mm

写真 9.1.14-3 階段のユニバーサルデザイン

写真 9.1.14-4 階段のユニバーサルデザイン

（東京都撮影）
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約 2,000mm
車椅子利用者にも届
きやすいボタン位置

写真 9.1.14-5

写真 9.1.14-6 車椅子利用が可能なエレベーター

エレベーターのユニバーサルデザイン

車椅子利用者が観覧しや
すいようスペース及び視
界を確保した観客席

段差のない出入口
点字ブロック配置

写真 9.1.14-7 出入口のユニバーサルデザイン

写真 9.1.14-9 線状ブロック

写真 9.1.14-8 観客席のユニバーサルデザイン

写真 9.1.14-10 車椅子用駐車場

（東京都撮影）
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b.公共交通機関から会場までのバリアフリー化の状況
公共交通機関から会場までのラストマイルについては、「Tokyo2020 アクセシビリテ
ィ・ガイドライン」に基づく仕様を満足するルートをアクセシブルルート3として選定する。
アクセシブルルートにおける「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の仕様は、
表 9.1.14-4 に示すとおりである。
表 9.1.14-4 アクセシブルルートにおける「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の仕様
テーマ

主な仕様
【通路の幅】
[幅] 2,000mm以上 （標準：国基準）
通路と歩行空間
＊歩行者の多い場合、3,500mm以上 （標準：国基準）
【傾斜路の勾配】
傾斜路
1/20 以下（国基準、IPC)
【階段の蹴上げ高さ】
（立体横断施設に階段を設ける場合） [蹴上げの高さ] 150mm以下 （推奨：IPC)、160mm程度以下（標
階段
準：公共交通の国基準援用）
【路面、舗装、仕上げ】
圧縮集合材、アスファルト舗装、コンクリート、石（グラニットやテラゾ）更にはタイルなど組織
路面、舗装、
が密でしっかりした表面が、路面材料として最適で、保守も容易である｡また路面には、雨掛りによ
る濡れた状態でも滑りにくい仕上げ、材料を選択する。
仕上げ
アクセシブルな通路に隣接して緑地またはその他の急斜面がある場合、アクセシブルな通路表面と
段差なくつなげるか、車いすまたは歩行器具の落ち込みを防止する縁石が必要である｡
【受付及びインフォメーションデスク】
大会サービスを利用するカウンターは、高さ700～800mm程度、カウンター下の膝下クリアランスは、
高さ650～750mm程度、幅750mm、奥行き500mmを標準とする。
家具、カウンター、
車いす使用者が接近できるように、カウンター等の前面に車いす使用者が回転できる十分なスペー
サービスエリア
ス（1,500mm×1,500mm以上）を確保する。
立位で使用するカウンター等を設ける場合は、体の支えとなるように台を固定し、また必要に応
じて支えのための手すりを設けること。
【ドア周辺に続く通路】
・ドア周辺に続く通路については、敷居など障害物がないものとする。
入口と出口
・アクセシブルな通路を示した明瞭な表示サイン
【エレベーターのかご】
幅2,100mm×奥行き1,500mm 又は同等水準のサイズ（幅2,150mm×奥行き1,600mm(24人乗り) 又は 幅
2,000mm×奥行き1,750mm(24人乗り）)（推奨：IPC）
幅1,700mm×奥行き1,500mm 又は同等水準のサイズ（幅2,000mm×奥行き1,350mm(17人乗り) 又は 幅
1,800mm×奥行き1,500mm(17人乗り）)（標準：IPC）
【エスカレーター】
・エスカレーター上下端部は点状ブロックで注意を喚起し、ステップの段鼻と両サイドははっきりと
コントラストをつけて示す。（できれば黄色が望ましい）
・踏み段の四方に縁取りを行うなどにより、踏み段相互の識別をしやすいようにする。
・エスカレーターの進行方向がわかるよう配慮を行う。
エレベーターと
・進入可能なエスカレーターの乗り口端部において、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を知
エスカレーター
らせる音声案内装置を設置する。音声案内装置の設置にあたっては、周囲の喧騒音と比較して十分
聞き取りやすい音量、音質とすることに留意し、音源を乗り口に近く、利用者の動線に向かって設
置する。表示サインを設置する場合、ベルトにマークを付けるなど弱視者に配慮して進行方向を分
かりやすい表示とすることが望ましい。
・エスカレーター上の照明は、乗り降りを安全に行うことができるよう、照明の明るさ・配置などに
配慮すること。（参考値）IPCガイド：最低200 lx
・エスカレーターの速度は、利用者に配慮して適切に設定すること。
・エスカレーター乗り降りのスペースの床面については、濡れてもすべりにくい仕様とすること。
・エスカレーターの乗降口に、必要に応じて誘導手すりを設けること。
出典：「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」
（平成 29 年３月 組織委員会）

3 アクセシブルルート：大会時に、両大会の全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組織委員会が選定するルート。
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c.その他のバリアフリー化の状況
組織委員会では、
「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」に基づき、アクセシ
ブルルートとなる公共交通機関の施設（駅等の構内）についても所有者・管理者等に対し、
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
している。
また、ハード対策以外にも大会開催中のソフト対策として、大会スタッフ・ボランティ
ア等によるサポートの基礎的な内容について、障害当事者団体を含む幅広い関係者の参画
のもと、
「アクセシビリティ

サポートガイド基礎編（Ver.1）」を作成した。さらに、実

際に大会関係者が活用する「大会関係者向け 携帯用 アクセシビリティサポート・ハン
ドブック（Ver.1）
」を作成し、大会運営時の携帯ツールとして組織委員会内での活用を進
める。本ハンドブックにおける主なサポート内容は、表 9.1.14-5 に示すとおりである。
表 9.1.14-5 アクセシビリティサポートの内容
区分
主な内容
スムーズな移動がしにくい 「笑顔であいさつ」
「声かけ」
「事前確認」
（どういったサポートを希望するかは事前に本人に確かめる。
）
方へのサポート
「笑顔であいさつ」
「声かけ」
視覚による情報が得にくい 「言葉による説明」
（例えば、あちら、こちらなどの言葉を避け、「左」、「右」、「前」、
「後ろ」、「何歩先」、「何メートル先」というように具体的な言葉で正確に伝える。客観
方へのサポート
的な説明を心がける。）
「あいさつ」と「気配り」
（目と目があったら、微笑みながらあいさつする。中には話すことはできても聞こえない方
もいる。うまく対話できなければ、早めに察するようにする。）
音声による情報が得にくい
「声かけ」と「事前確認」
方へのサポート
（手話通訳者や介助者がいる場合も、「声かけ」は本人と目を合わせて行う。本人から「ゆ
っくり話をしてください」、「筆談でお願いします」、「手話通訳者と一緒に来ました」な
ど希望の手法を確認する。）
・知的障がい、精神障がい、発達障がいのある方への応対
やさしく「声かけ」
「わかりやすく」
「ゆっくり、丁寧に、繰り返し」
伝えること・理解すること ・失語症、高次脳機能障がい、認知症の方への応対
「わかりやすい表現」を使う、
「メモを活用」
「ゆっくり、丁寧に」
が難しい方へのサポート
周囲への「目配り」
「気配り」
（道に迷っている様子があり、自宅などの情報もわからない
ときは、本部に連絡する。）
・介助犬を連れている方への応対
車や椅子へ移乗する際に、一時的に介助犬を預ける場合がある。移乗にも介助が必要な
場合、２名以上でサポートする。
エレベーターでは、介助犬の安全を確保する為、車いすと介助犬の決められたポジション
がある。介助犬を連れている方に確認する。
・盲導犬
補助犬を連れている方への
盲導犬を連れている方の誘導方法は、白杖を使う方と同様にする方法以外に、スタッフ
サポート
が後方から誘導する方法と前方から誘導する方法がある。
盲導犬を連れている方の希望を踏まえ、難しい場合は本部に連絡して指示を仰ぐ。
・聴導犬
聴導犬の犬種は小型犬から大型犬まで様々で、最もペットと間違われやすい補助犬であ
る。
盲導犬のイメージにとらわれて、聴導犬の待機場所を決めつけないようにする。
出典：「大会関係者向け 携帯用 アクセシビリティサポート・ハンドブック（Ver.1）」
（平成 30 年９月 組織委員会）
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(ｲ) 電力の供給等の状況
組織委員会では、
「東京 2020 大会開催基本計画」
（平成 27 年２月 組織委員会）に基づ
き、大会期間中を通じて競技会場、選手村及び IBC/MPC に効率的で安定したエネルギー供
給を実施するよう、以下の事項を実施している。
・会場のエネルギー需要とクライアントへのサービスレベルに応じた大会期間中の一時的
なエネルギー（電力及びガス）を供給する。また、それに必要な設備等を検討、設置す
る。
・不測の事態においても安定したエネルギー供給を継続する。
・全会場のエネルギー供給に関する準備計画策定に際し、日本国政府、電力及びガス事業
者との協業を推進する。
・大会期間中、一時的な電力の追加供給に対応し、全ての大会運営（競技・非競技を含む）
の支援、会場の支援を必要に応じて実施する。
2018 年(平成 30 年)12 月には、大会期間中の仮設電源サービスに関する東京 2020 スポ
ンサーシップ契約を締結した。なお、2012 年(平成 24 年)のロンドン大会では、臨時エネ
ルギーサービスプロバイダーが全 39 競技会場に 260MW の１次側電源と待機電源を供給し、
全ての会場に１次側と２次側配電を提供していた。
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イ．法令等による基準等
安全に関する法令等については、表 9.1.14-6(1)及び(2)に示すとおりである。
表 9.1.14-6(1) 安全に係る関係法令等
法令・条例等
責務等
高齢者、障害者等の移 （目的）
動等の円滑化の促進に 第一条
この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性
にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構
関する法律
造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路
（平成 18 年法律第 91
を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置
号）
を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促
進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等）
第十四条
建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして特別特
定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該特別特定建
築物（以下この条において「新築特別特定建築物」という。）を、移動等円滑化のために必要な建
築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建築物移動等円滑化基準」という。）
に適合させなければならない。
２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準
に適合するように維持しなければならない。
５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしようとし、
又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める特定建築物を含む。
以下同じ。）を建築物移動等円滑化基準（同項の条例で付加した事項を含む。第十七条第三項第一
号を除き、以下同じ。）に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（特定建築物の建築主等の努力義務等）
第十六条
建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）の建築
（用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。）をしようとすると
きは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。
２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物
特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。
高齢者、障害者等の移 （特別特定建築物）
動等の円滑化の促進に 第五条 法第二条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 特別支援学校
関する法律施行令
二 病院又は診療所
（平成 18 年政令第 379
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
号）
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するも
のに限る。）
十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに
限る。）若しくはボーリング場又は遊技場
十二 博物館、美術館又は図書館
十三 公衆浴場
十四 飲食店
十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサー
ビス業を営む店舗
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降
又は待合いの用に供するもの
十七 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。）
十八 公衆便所
十九 公共用歩廊
高齢者、障害者等が利 （趣旨）
用しやすい建築物の整 第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九
十一号。以下「法」という。）第十四条第三項の規定により、特別特定建築物に追加する 特定建
備に関する条例
築物その他必要な事項を定めるものとする。
（平成 15 年東京都
(特 別 特 定 建 築 物 に 追 加 す る 特 定 建 築 物 )
条例第 155 号）
第三条 法第十四条第三項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 学 校 (令 第 五 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 を 除 く 。 )
二 共同住宅
三 老 人 ホ ー ム 、保 育 所 、福 祉 ホ ー ム そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の ( 令 第 五 条 第 九
号に規定する特定建築物を除く。)
四 体 育 館 、 水 泳 場 、 ボ ー リ ン グ 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 運 動 施 設 (令 第 五 条
第十一号に規定する特定建築物を除く。)
五 料理店
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表 9.1.14-6(2) 安全に係る関係法令等
法令・条例等
責務等
東京都福祉のまちづくり （目的）
条例
第一条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、東京都（以下「都」という。）、事業者
（平成７年東京都
及び都民の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりに関する施策の基本的な事
条例第 33 号）
項を定めることにより、都、特別区及び市町村（以下「区市町村」という。）、事業者
並びに都民が相互に協働して福祉のまちづくりを推進し、もって高齢者や障害者を含め
たすべての人（高齢者、障害者、子ども、外国人、妊産婦、傷病者その他の年齢、個人
の能力、生活状況等の異なるすべての人をいう。）が安全で、安心して、かつ、快適に
暮らし、又は訪れることができる社会の実現を図ることを目的とする。
（事業者の責務）
第四条 事業者は、その事業活動に関し、その所有し、又は管理する施設及び物品並びに
提供するサービスについて、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、他の事業者と協
力して福祉のまちづくりを推進する責務を有する。
２ 事業者は、都がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する
よう努めなければならない。
３ 事業者は、その事業の実施に当たり、高齢者や障害者を含めたすべての人の施設、物
品又はサービスの円滑な利用を妨げないよう努めなければならない。
（情報の共有化のための取組）
第十三条 事業者は、高齢者や障害者を含めたすべての人が、その所有し、又は管理する
施設、物品若しくはサービスを円滑に利用するために必要かつ有益な情報（以下「必要
とされる情報」という。）を適時に、かつ、適切に入手できるようにするため、必要と
される情報を自ら把握し、適切に提供するほか、必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。
（整備基準への適合努力義務）
第十四条 都市施設を所有し、又は管理する者（以下「施設所有者等」という。）は、当
該都市施設を整備基準に適合させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
２ 整備基準は、次に掲げる事項について、都市施設の種類及び規模に応じて定めるもの
とする。
一 出入口の構造に関する事項
二 廊下及び階段の構造並びにエレベーターの設置に関する事項
三 車いすで利用できる便所及び駐車場に関する事項
四 案内標示及び視覚障害者誘導用ブロックの設置に関する事項
五 歩道及び公園の園路の構造に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、都市施設を円滑に利用できるようにするために必要
な基幹的事項
３ 施設所有者等は、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に施設間を移動すること
ができるようにするため、他の施設所有者等との連携を図り、自ら所有し、又は管理す
る都市施設とその周辺の都市施設とを一体的に整備するよう努めなければならない。
（整備基準の遵守）
第十七条 都市施設で規則で定める種類及び規模のもの（以下「特定都市施設」という。）
の新設又は改修（建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又
は用途変更（用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。）をいう。以下同じ。）
をしようとする者（以下「特定整備主」という。）は、整備基準のうち特に守るべき基
準として規則で定めるものを遵守するための措置を講じなければならない。
２ 特定都市施設を所有し、又は管理する者（第二十条第一項に規定する既存特定都市施
設所有者等を除く。）は、前項に規定する基準を遵守しなければならない。
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ウ．東京都等の計画等の状況
安全に関する東京都等の計画等については、表 9.1.14-7(1)～(3)に示すとおりである。
表 9.1.14-7(1) 安全に係る計画等
関係計画等
目標・施策等
2020 年に向けた実行プラ ○都民ファーストの視点で、３つのシティ（セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシテ
ン
ィ）を実現し、新しい東京をつくる
（平成 28 年 12 月
①誰もが安心して暮らし、希望と活力を持てる東京
東京都）
②成長を生み続けるサステイナブルな東京
③日本の成長エンジンとして世界の中で輝く東京
○ダイバーシティ
～誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京～
政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち
・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の会場のバリアフリー化が完了し、
大会開催を契機にユニバーサルデザインのまちづくりを加速させる。
・東京 2020 大会の競技会場周辺等においてバリアフリー化を促進し、安全で円滑な移動
環境を確保する。
・交通機関、公共空間等のバリアフリー化を着実に進め、誰もが安全で円滑に移動し、
安心して過ごすことができる魅力ある都市を実現する。
・全ての人が必要な情報を容易に入手できる環境を整備するとともに、高齢者や障害者
など支援や配慮を必要としている人への理解が広がり、互いに思いやる心が育まれた
社会を実現する。
東京都福祉のまちづくり ○計画の概要
推進計画（ 2019 年度～
・全ての人が安全で安心して、かつ、快適に暮らし、訪れることができるユニバーサルデ
2023 年度）
ザインの理念に基づいたまちづくりを進めるため、福祉のまちづくり条例に基づいて、
（平成 31 年３月 東京
福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計
都）
画
・計画期間は、平成 31 年度（2019 年度）から 35 年度（2023 年度）までの 5 年間
○計画の目標
誰もが、自分の意思で円滑に移動し、必要な情報を入手しながら、あらゆる場所で活動に
参加し、共に楽しむことができる社会
＜目標と推進に当たり留意すべき 3 つのポイント＞
・福祉のまちづくりで目指す社会像の共有
・高齢者や障害者等の当事者の参加と意見の反映
・都民、事業者、行政等が一体となった取組の推進
○5 つの視点
1. 誰もが円滑に移動できる交通機関や道路等のバリアフリーの更なる推進
2. 全ての人が快適に利用できる施設や環境の整備
3. 災害時・緊急時に備えた安全・安心のまちづくりの推進
4. 様々な障害特性や外国人等に配慮した情報バリアフリーの推進
5. 都民等の理解促進と実践に向けた心のバリアフリーの推進
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表 9.1.14-7(2) 安全に係る計画等
関係計画等
目標・施策等
都立建築物のユニバーサ ○目的
都立建築物は、長寿命化の実現・コスト管理の徹底・安全性の確保・利用者の視点の重視・
ルデザイン導入ガイドラ
環境への配慮等を踏まえた整備を行っている。より利用者の視点を重視するためには、従
イン（平成 29 年度改正
来のように高齢者や障害者など、特定の人への配慮という概念で狭義的に捉えるのではな
版）
く、すべての人を利用者ととらえ、視野を広げることが必要となっている。このため、本
（平成 29 年 4 月 東京
ガイドラインは、ユニバーサルデザインの考え方を都立建築物に導入し、施設利用者の多
様で幅広いニーズを十分理解した上で、適切に反映することを目的としている。
都）
○適用範囲
対象施設 すべての都立建築物
対象者
年齢・性別・能力等を問わずあらゆる利用者（障害者、高齢者、子ども、妊
婦、乳幼児連れ、外国人等）を対象とする。
対象行為及び対象部位
対象者が利用する動線上にある施設の各部分及びそこで行われる行為のほ
か、災害等の緊急時に避難する動線上の部分、行為についても考慮
○ユニバーサルデザイン導入のためのステップ
ユニバーサルデザインの考え方を都立建築物へ導入するには、以下のステップ（Step1～
Step6）を踏みながら、チェックリストの項目を検討・反映していく。
Step1：ユニバーサルデザインの基本の考え方
Step2：現況の調査
Step3：ユニバーサルデザイン導入計画書の作成
Step4：ユニバーサルデザインの実施設計
Step5：工事
Step6：ユニバーサルデザインの事後評価
○ユニバーサルデザイン導入の視点
以下に示す項目ごとに、ユニバーサルデザイン導入の視点やユニバーサルデザインチェッ
クリストの内容を把握する。
・移動空間（建物外部）：敷地出入口・敷地内通路・階段・スロープ・駐輪場・駐車場・
車路等
・移動空間（建物内部）
：建物出入口・受付・廊下・EV・エスカレーター・各室出入口等
・行為空間：待合・窓口・執務室・会議室・トイレ・電話コーナー・水飲み場・子育て支
援環境・喫煙室・湯沸室・職員休養スペース・食堂・スイッチ・コンセント・
浴室・シャワー室等
・情報：視覚・音声・触知・ピクト等
・環境：光・音・熱・空気質等
・安全：避難・防犯等
○Tokyo 2020 アクセシビリティ・ガイドラインの確認と反映
不特定多数が利用する都立建築物については、
「Tokyo 2020 アクセシビリティ・ガイドラ
イン」を確認し、施設の特性に応じて適切に反映する。不特定の都民が日常的に利用する
庁舎などについては、施設の特性に応じて整備に努める。
・対象となる施設：体育施設、劇場、美術館、博物館、展示場、図書館、病院、公会堂な
ど、不特定、且つ、多数の都民が利用する施設。
・検討の方法：
・新築：「Tokyo 2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の推奨基準の検討。
・改修：「Tokyo 2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の標準基準の検討。ただし、
大規模な体育施設については推奨基準を検討。
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表 9.1.14-7(3) 安全に係る計画等
関係計画等
東京都道路バリアフリー
推進計画
（平成 28 年 3 月 東京
都）

目標・施策等
本計画では、高齢者や障害者を含めた誰もが安全で円滑に移動できる環境の確保を目的と
し、東京2020大会開催までに、競技会場や観光施設周辺の都道のバリアフリー化を完了させ
るとともに、これまで対象としてきた駅、生活関連施設を結ぶ道路において、新たに文化施
設やスポーツ施設周辺等の道路も加え、都道のバリアフリー化を推進していく。
○整備方針
・東京 2020 大会に向けた重点整備
・緊急時における対策
・日常生活におけるバリアフリー環境の整備
○優先整備路線
今後は、整備方針を踏まえ、特定道路及び想定特定道路以外の都道のうち、①競技会場
周辺道路、②観光施設周辺道路、③避難道路、④駅、生活関連施設を結ぶ道路を優先整備
路線に設定し、都道のバリアフリー化を推進していく。
○整備内容
・段差の解消
・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設置
・歩道の連続化
・歩道の平坦性の確保
○整備計画
① 競技会場周辺道路
競技会場周辺道路については、東京2020 大会開催（平成32 年）の前年に、東京2020
大会テストイベントの開催が予定されているため、開催前の平成30年度を目標年次とす
る。
② 観光施設周辺道路
観光施設周辺道路については、東京2020 大会による観光客の増加を考慮し、東京2020
大会開催前の平成31年度を目標年次とする。
③ 避難道路
避難道路については、逼迫する首都直下地震に対応するため、緊急時における避難誘
導の強化として、速やかにバリアフリー化の整備を進める必要がある。特に、東京2020
大会開催時には、国内外から多くの人が東京を訪れることが予測されるため、東京2020
大会開催前の平成31年度を目標年次とする。
④ 駅、生活関連施設を結ぶ道路
駅、生活関連施設を結ぶ道路については、東京都長期ビジョンの目標年次に合わせる
とともに、都民のおよそ４人に１人が高齢者となる平成37 年を念頭に平成36 年度を目
標年次とする。
Tokyo2020 アクセシビリ ○「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」とは
国際パラリンピック委員会（以下、IPC）が定める「IPC アクセシビリティガイド」と国内
ティ・ガイドライン
関係法令等に基づき、東京 2020 大会の各会場のアクセシビリティに配慮が必要なエリアお
（平成 29 年３月
東京オリンピック・パラ よび動線と、そこへのアクセス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
て組織委員会が選定するエリアと輸送手段、組織委員会による情報発信・表示サイン等の基
リンピック競技大会組織
準ならびに関係者のトレーニング等に活用する指針。
委員会）
○基準設定およびガイドラインを踏まえた整備の考え方
・数値基準
推奨基準：
「東京都条例等による望ましい整備」および「IPC ガイド記載のベストプラクテ
ィス」の水準を総合的に勘案し設定。
→新設の会場、主要駅等のアクセシブルな動線等として大会時に適用する範囲に
おいて、仮設対応を含めて、可能な限り実現を目指す。
標準基準：
「IPC ガイドの遵守基準」
、
「国の推奨基準」、
「国の遵守基準を上回る東京都条例
等の整備標準（遵守基準/努力基準）
」の水準のうち、相対的に高いものを総合的
に勘案し設定。
→既存の会場、多くのアクセシブルな動線等として大会時に適用する範囲におい
て、現場条件や大会後の利用ニーズ等を勘案し、仮設対応を含めて、可能な限り
実現を目指す。
※ただし例外的に、構造上の理由等によって、やむを得ず標準基準を満たせないと認め
られる場合でも、少なくとも現行の「国の遵守基準」は満たすものとする。
※数値以外の基準は、IPC ガイドの規定をベースに国内法令等との整合性を考慮して設
定した。
・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。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、移動の安全のためのバリアフリー化の状況、大会運営に係る電力供給の安定度
とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。
3) 予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の運営計画等から推定する方法とした。
5) 予測結果
ア．移動の安全のためのバリアフリー化の程度
東京 2020 大会の全競技会場等の会場施設内及び会場敷地内の屋外通路については、
「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」
（平成 29 年３月 組織委員会）に基づき、
IPC ガイドや国内法令等の基準や仕様を満足するバリアフリー化を図る計画である。
公共交通機関から競技会場までのラストマイルについては、現況の歩行者交通量や大会開
催中の観客数を踏まえ、歩行者のサービス水準を確保するために適切な幅員のある歩道とす
るなど、観客に安全な経路の選定を基本としている。また、徒歩でのアクセスが困難な一部
の競技会場については、シャトルバスによる観客輸送を行う。ラストマイルには、混雑時に
も車椅子利用者や高齢者が円滑に移動できるように「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイド
ライン」に基づく仕様を満足するルートをアクセシブルルートとして選定するほか、競技会
場出入口には車椅子利用者の専用出入口を設置する。アクセシブルルートとなる公共交通機
関の施設（駅等の構内）についても所有者・管理者等に対し、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働きかけている。また、観客に対す
るアクセシブルルートについては、ホームページや広報誌等、様々な媒体を活用して周知す
る。
さらに、大会開催中は、ハード対策以外にソフト対策として、「アクセシビリティサポー
ト・ハンドブック」を活用し、大会スタッフ・ボランティア等によるサポートを実施する。
これらのことから、東京 2020 大会の観客の移動の安全性の取組は図られているものと予
測する。
なお、競技開催日の競技会場周辺の鉄道駅は、多数の観客による混雑により、駅周辺のア
クセス性は低下するものと考えられる。特に、競技会場が集中する都内のオリンピック期間
（2020 年（令和２年）７月 25 日(土)～８月８日(土)）の鉄道駅は、観客の影響が生じると
考えられる。そのため、鉄道駅の混雑について事前周知を行うとともに、競技開催日には、
競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道等に交通誘導員やシティキャスト（都市ボラ
ンティア）を配置し、観客のスムーズな誘導により、鉄道駅の一般利用者の日常生活への影
響を極力低減する。
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イ．大会運営に係る電力供給の安定度
組織委員会では、大会開催中を通じて競技会場、選手村及び IBC/MPC に効率的で安定した
エネルギー供給を実施するため、大会開催中の一時的なエネルギー需要とクライアントへの
サービスレベルに応じたエネルギー（電力及びガス）を供給するために必要な設備等を設置
し、2012 年ロンドン大会と同様に仮設電源システムを導入する計画である。
このことから、東京 2020 大会運営に係る電力の安定供給の取組は図られているものと予
測する。
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(3) ミティゲーション
・東京 2020 大会の全競技会場の会場施設内及び会場敷地内の屋外通路については、
「Tokyo2020
アクセシビリティ・ガイドライン」
（平成 29 年３月

組織委員会）に基づき、IPC ガイドや

国内法令等の基準や仕様を満足するバリアフリー化を図る。
・東京都では、障害の有無にかかわらず全ての人々にとって利用しやすい施設となるよう、ア
クセシビリティの確保に向けて、設計段階で、障害のある方や学識経験者等から意見を聴取
する「アクセシビリティ・ワークショップ」を設置し、ワークショップで聴取した意見や要
望は、可能な限り実施設計に反映している。
・公共交通機関から会場までのラストマイルについては、現況の歩行者交通量や大会開催中の
観客数を踏まえ、歩行者のサービス水準を確保するために適切な幅員のある歩道とするなど、
観客に安全な経路を選定している。また、徒歩でのアクセスが困難な一部の競技会場につい
ては、シャトルバスによる観客輸送を行う。
・ラストマイルには、混雑時にも車椅子利用者や高齢者が円滑に移動できるように「Tokyo2020
アクセシビリティ・ガイドライン」に基づく仕様を満足するルートをアクセシブルルートと
して選定する。また、車椅子利用者の専用出入口を設置する。
・アクセシブルルートとなる公共交通機関の施設（駅等の構内）についても所有者・管理者等
に対し、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
う依頼する。
・観客に対するアクセシブルルートの周知については、ホームページや広報誌等、様々な媒体
を活用して情報を提供する。
・大会開催中は、「大会関係者向け

携帯用

アクセシビリティサポート・ハンドブック

（Ver.1）
」を活用し、大会スタッフ・ボランティア等によるサポートを実施する。
・大会開催中を通じて競技会場、選手村及び IBC/MPC に効率的で安定したエネルギー供給を実
施するため、大会開催中の一時的なエネルギー需要とクライアントへのサービスレベルに応
じたエネルギー（電力及びガス）を供給するために必要な設備等を設置し、仮設電源システ
ムを導入する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、大会開催中の安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるこ
ととした。
2) 評価の結果
ア．移動の安全のためのバリアフリー化の程度
東京 2020 大会の全競技会場等の会場施設内及び会場敷地内の屋外通路、公共交通機関か
ら会場までのラストマイルについては、IPC ガイドや国内法令等の基準や仕様を満足するバ
リアフリー化を図る計画である。公共交通機関の施設（駅等の構内）についても所有者・管
理者等に対し、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
するよう働きかけている。また、観客に対するアクセシブルルートについては、ホームペー
ジや広報誌等、様々な媒体を活用して周知する。
大会開催中は、ソフト対策として、「アクセシビリティサポート・ハンドブック」を活用
し、大会スタッフ・ボランティア等によるサポートを実施する。
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以上のように、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大
会開催中の安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
イ．大会運営に係る電力供給の安定度
組織委員会では、大会開催中を通じて競技会場、選手村及び IBC/MPC に効率的で安定した
大会開催中の一時的なエネルギー供給を実施するため、必要な設備等の設置、仮設電源シス
テムの導入により、エネルギーの安定供給に万全を期す。
以上のように、安定した電力供給を可能とするインフラ環境の整備に取り組む計画となっ
ており、大会開催中の安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
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9.1.15 衛生
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.15-1に示すとおりである。
表 9.1.15-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①飲料水水質の状況
②食品品質の状況
③東京 2020 大会での飲食提供
④法令等の基準等
⑤東京都等の計画等の状況

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い、飲食物の衛生の
確保が重要であることから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、全競技会場の範囲とし、自治体の施策については、特に競技会場等が集中し
ている東京都とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京2020大会が盛夏の時期に開催されることから、大会時の競技会場や選手村等で観客、ア
スリート、ボランティア、大会関係者等に提供される飲食物の安全性に十分配慮する必要があ
る。
そのため、本評価書案では、まず我が国や東京都の「ア．飲料水水質の状況」及び「イ．食
品品質の状況」を調査した上で、大会時に提供される飲食物の安全性に対する取組として「ウ．
東京2020大会での飲食提供」等を調査した。
ア．飲料水水質の状況
調査は、以下の資料から飲料水水質の法令等の基準等、供給の状況、水質の状況、監視体
制等の状況を整理した。
・水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）
・「WHO飲料水水質ガイドライン Guidelines for drinking-water quality 第４版（日本
語版）
」
（国立保健医療科学院）
・「WATER, ENGLAND AND WALES The Water Supply (Water Quality) Regulations 2016」
(Statutory Instruments 2016 No.614)
・「ブラジル保健省条例 GM2914/2011」（ブラジル保健省）
・「水道水質基準について」
（厚生労働省ホームページ）
・「水道事業紹介」(東京都水道局ホームページ)
・「おいしさに関する水質目標」(東京都水道局ホームページ)
イ．食品品質の状況
調査は、以下の資料から食品品質の法令等の基準等、品質の状況、監視体制等の状況を整
理した。
・
「食品別の規格基準について」
（厚生労働省ホームページ）
・
「食品の違反統計 平成29年度違反調査結果」
（東京都福祉保健局ホームページ）
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・「東京都食品安全推進計画 平成27年度～平成32年度」（平成27年２月

東京都福祉保健

局）
・「食品衛生の窓 東京都の主な取組」（東京都福祉保健局ホームページ）
ウ．東京 2020 大会での飲食提供
調査は、以下の資料から東京 2020 大会での飲食提供の状況を整理した。
・
「東京2020大会における飲食提供に係る基本戦略」
（平成30年３月 組織委員会）
・
「東京2020大会において提供される飲食物の安全確保のためのガイドライン」
（組織委員
会）
エ．法令等の基準等
調査は、水道法（昭和 32 年法律第 177 号）
、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）の法
令等の整理によった。
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「東京都食品安全推進計画 平成 27 年度～平成 32 年度」
（平成 27 年２月 東京都
福祉保健局）等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．飲料水水質の状況
(ｱ) 法令等の基準等
我が国の水道水質基準は、水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第４条の規定に基づき、
水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）により定められており、全国
の水道水に一律に適用される基準である。水道水質基準は、WHO（世界保健機関）の飲料
水水質ガイドライン1等を参考にしつつ、健康影響等に関する研究・調査、諸外国の基準値
等の設定状況、検査技術等を総合的に検討し、決定されている。
水道水質基準は、表 9.1.15-2 に示す 51 項目が設定されており、水道水は、水質基準に
適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されてい
る。水道水質基準と WHO 飲料水水質ガイドラインや諸外国との比較は、表 9.1.15-2 に示
すとおりであり、我が国の水道水質基準は WHO 飲料水水質ガイドラインと比較して、同程
度又は更に厳しい基準となっている。その他、水道水質基準以外に、表 9.1.15-3 に示す
26 項目が水質管理目標設定項目2に、表 9.1.15-4 に示す 47 項目が要検討項目3に設定され
ている。
また、2011 年(平成 23 年)の福島第一原子力発電所事故に関連した水道水中の放射性物
質への対応として、飲食物摂取制限に関する指標が食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）
に基づく暫定規制値とされ、水道水中の放射性物質に係る指標等（放射性ヨウ素 300Bq/kg
（乳児の摂取は 100Bq/kg）及び放射性セシウム 200Bq/kg）が定められ、都道府県及び水
道事業者等に対して通知された。その後、2012 年(平成 24 年)４月１日から、飲料水を含
む食品中の放射性物質について食品衛生法上の新たな基準が設定され、飲料水中の放射性
セシウムについてこれまでの 200Bq/kg から 10Bq/kg に変更された。この変更を受け、水
道水中の放射性物質の管理目標値として 10Bq/kg（セシウム 134 と 137 の合計値）が設定
された。

1 WHO飲料水水質ガイドライン：主として、水と健康に関わる規制担当者、政策担当者及びその助言者らによる国の基
準策定の支援を目的として作成されたもの。
2 水質管理目標設定項目：現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、
水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目。
3 要検討項目：毒性評価が定まらない、又は水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設
定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目。
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表 9.1.15-2 日本の水質基準と WHO 飲料水水質ガイドライン等
No.
1
2
3
4

項目
一般細菌
大腸菌
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物
水銀及びその化合物

水道水質基準（日本）
集落数が 100 以下/mL
検出されないこと
0.003mg/L 以下

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
―
100ml 中不検出
0.005mg/L 以下

ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｳｪｰﾙｽﾞ
―
100ml 中不検出
0.005mg/L 以下

0.0005mg/L 以下

0.001mg/L 以下

0.001mg/L 以下

0.01mg/L 以下
0.01mg/L
0.01mg/L 以下
0.05mg/L 以下
1mg/L 以下(亜硝酸塩)
0.07mg/L 以下

0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.05mg/L 以下（ｸﾛﾑ）
0.5mg/L 以下(亜硝酸塩)
0.05 以下(ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ)
50mg/L 以下（硝酸塩）
0.5mg/L 以下(亜硝酸塩)
1.5mg/L 以下
1mg/L 以下
0.003mg/L 以下
―

WHO 飲料水水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

―
100ml 中不検出
0.003mg/L 以下
0.006mg/L 以下(無機水
銀)
0.04mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.05mg/L 以下(ｸﾛﾑ合計)
3mg/L 以下(亜硝酸塩)

5
6
7
8
9
10
11

ｾﾚﾝ及びその化合物
鉛及びその化合物
ﾋ素及びその化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
亜硝酸態窒素
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.05mg/L 以下
0.04mg/L 以下
0.01mg/L 以下
10mg/L 以下

―

12
13
14
15
16

ﾌｯ素及びその化合物
ﾎｳ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
塩素酸
ｸﾛﾛ酢酸
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ
臭素酸
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
亜鉛及びその化合物
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物
塩化物ｲｵﾝ
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
(硬度)
蒸発残留物
陰ｲｵﾝ界面活性剤
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
非ｲｵﾝ界面活性剤
ﾌｪﾉｰﾙ類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH 値
味
臭気
色度
濁度

0.8mg/L 以下
1.0mg/L 以下
0.002mg/L 以下
0.05mg/L 以下

0.02mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.6mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.06mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.09mg/L 以下
0.08mg/L 以下
1.0mg/L 以下
0.2mg/L 以下
0.3mg/L 以下
1.0mg/L 以下
200mg/L 以下
0.05mg/L 以下
200mg/L 以下

―
―
0.004mg/L 以下
―
0.05mg/L 以下
(ｼｽ体･ﾄﾗﾝｽ体合計)
0.02mg/L 以下
0.04mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.005mg/L 以下
―
―
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
―
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
0.01mg/L 以下
0.1mg/L 以下
―
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
―
―
―
―
2mg/L 以下
―
―
―

300mg/L 以下

―

―

―

500mg/L 以下
0.2mg/L 以下
0.00001mg/L 以下
0.00001mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.005mg/L 以下
3mg/L 以下
5.8 以上 8.6 以下
異常でないこと
異常でないこと
5 度以下
2 度以下

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
異常がないこと
6.5 以上 9.5 以下
異常がないこと
異常がないこと
20mg/1Pt/Co
4NTU 以下

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

0.04mg/L 以下

―
―
0.01mg/L 以下
（ﾃﾄﾗ･ﾄﾘ合計）
0.001mg/L 以下
―
―
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
―
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
0.01mg/L 以下
0.1mg/L 以下
―
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝに含む
―
―
0.2mg/L 以下
0.2mg/L 以下
2mg/L 以下
200mg/L 以下
0.05mg/L 以下
250mg/L 以下(塩化物)

―
50mg/L 以下(硝酸塩)
3mg/L 以下(亜硝酸塩)
1.5mg/L 以下
2.4mg/L 以下
0.004mg/L 以下
0.05mg/L 以下
0.05mg/L 以下
(ｼｽ体･ﾄﾗﾝｽ体合計)
0.02mg/L 以下
0.04mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.7mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.3mg/L 以下
0.05mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.01mg/L 以下

―
0.2mg/L 以下
0.06mg/L 以下
0.1mg/L 以下

―
―
―
―
2.0mg/L 以下

―
―
―

注）―は、記載なしであることを示す。
出典：水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）
「WHO 飲料水水質ガイドライン Guidelines for drinking-water quality 第４版（日本語版）
」
（国立保健医療科学院）
「WATER, ENGLAND AND WALES The Water Supply (Water Quality) Regulations 2016」(Statutory Instruments 2016 No.614)
「ブラジル保健省条例 GM2914/2011」
（ブラジル保健省）
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表 9.1.15-3 水質管理目標設定項目と目標値
No.
1

アンチモン及びその化合物

2

ウラン及びその化合物

3

ニッケル及びその化合物

4

1,2-ジクロロエタン

目標値
アンチモンの量に関して、
0.02mg/L 以下
ウランの量に関して、
0.002mg/L 以下（暫定）
ニッケルの量に関して
0.02mg/L 以下
0.004mg/L 以下

5

トルエン

0.4mg/L 以下

18

0.08mg/L 以下

6
7
8
9

項目

フタル酸ジ（2-エチルヘキ
シル）
亜塩素酸
二酸化塩素
ジクロロアセトニトリル

10

抱水クロラール

11

農薬類（注）

12

残留塩素
カルシウム、マグネシウム
等（硬度）

13

No.

項目

目標値
マンガンの量に関して、
0.01mg/L 以下

14

マンガン及びその化合物

15

遊離炭酸

20mg/L 以下

16

1,1,1-トリクロロエタン

0.3mg/L 以下

17

メチル-t-ブチルエーテル
有機物等（過マンガン酸カリウ
ム消費量）

0.02mg/L 以下

19

臭気強度（TON）

3 以下

0.6mg/L 以下
0.6mg/L 以下
0.01mg/L 以下（暫定）

20
21
22

蒸発残留物
濁度
pH 値

0.02mg/L 以下（暫定）

23

腐食性（ランゲリア指数）

24

従属栄養細菌

25

1,1-ジクロロエチレン

26

アルミニウム及びその化合物

30mg/L 以上 200mg/L 以下
1 度以下
7.5 程度
-1 程度以上とし、極力０に近
づける
1ml の検水で形成される集落
数が 2,000 以下(暫定)
0.1mg/L 以下
アルミニウムの量に関して、
0.1mg/L 以下

検出値と目標値の比の和と
して、１以下
１mg/L 以下
10mg/L 以上 100mg/L 以下

3mg/L 以下

出典：「水道水質基準について」（2019 年８月１日参照 厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html

表 9.1.15-4 要検討項目と目標値
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

項目
銀及びその化合物
バリウム及びその化合物
ビスマス及びその化合物
モリブ デン及びその化合
物
アクリルアミド
アクリル酸
17－B-エストラジオール
エチニ ル－エストラジオ
ール
エチレ ンジアミン四酢酸
（EDTA）
エピクロロヒドリン
塩化ビニル
酢酸ビニル
2,4－トルエンジアミン
2,6－トルエンジアミン
N,N－ジメチルアニリン
スチレン
ダイオキシン類
トリエチレンテトラミン

目標値
―
0.7mg/L
―
0.07mg/L
0.0005mg/L
－
0.00008mg/L（暫定）
0.00002mg/L（暫定）

No.
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0.5mg/L
0.0004mg/L（暫定）
0.002mg/L
―
―
―
―
0.02mg/L
1pgTEQ/L（暫定）
―

ノニルフェノール

0.3mg/L（暫定）

ビスフェノール A
ヒドラジン
1,2－ブタジエン
1,3－ブタジエン
フタル酸ジ（n－ブチル）

0.1mg/L（暫定）
―
―
―
0.01mg/L

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

項目
フタル酸ブチルベンジル
ミクロキスチン－LR
有機すず化合物

目標値
0.5mg/L
0.0008mg/L（暫定）
0.0006mg/L（暫定）
（TBTO）

ブロモクロロ酢酸

―

ブロモジクロロ酢酸
ジブロモクロロ酢酸
ブロモ酢酸

―
―
―

ジブロモ酢酸

―

トリブロモ酢酸

―

トリクロロアセトニトリル
ブロモクロロアセトニトリル
ジブロモアセトニトリル
アセトアルデヒド
MX
キシレン
過塩素酸
パーフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）
パーフルオロオクタン酸
（PFOA）
N－ニトロソジメチルアミン
（NDMA）
アニリン
キノリン
1,2,3－トリクロロベンゼン
二トリロ三酢酸（NTA）

―
―
0.06mg/L
―
0.001mg/L
0.4mg/L
0.025mg/L
―
―
0.0001mg/L
0.02mg/L
0.0001mg/L
0.02mg/L
0.2mg/L

出典：「水道水質基準について」（2019 年８月１日参照 厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html
注）―は、毒性評価や、水道水中の存在量が明らかでない等の理由から、目標値が設定されていないことを示す。
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(ｲ) 東京都の水道の供給の状況
東京都の水道水の水源はほとんどが河川水であり、78％が利根川及び荒川水系、19％が
多摩川水系、その他が３％となっている。昭和 30 年代までは、水源の多くを多摩川水系
に依存してきたが、その後、急激な需要の増加に対応するため、利根川水系の水資源開発
に併せて、利根川水系への依存度を高めてきた。現在、東京都の保有する水源量は日量 630
万 m3 となっている。
河川等から取水した原水は、浄水場へ送水し、浄水処理を行っている。東京都の浄水施
設の概要は、表 9.1.15-5 に示すとおりであり、一日当たり約 686 万 m3 の浄水処理能力を
有している。東京都は、1989 年（平成元年）に金町浄水場において高度浄水施設整備に着
手し、利根川水系の浄水場への導入を進めた結果、2013 年（平成 25 年）10 月までに高度
浄水処理 100％を達成している。
表 9.1.15-5 東京都の浄水場の概要
処理能力(m3/日)
処理方法
1,500,000
利
1,100,000
根
川
1,700,000
急速ろ過方式・高度浄水処理
・
荒
300,000
川
880,000
東村山
385,000
急速ろ過方式
小作
280,000
多
境
315,000
緩速ろ過方式
摩
砧
114,500
川
緩速ろ過方式・膜ろ過方式
砧下
70,000
玉川
(152,500)
緩速ろ過方式・急速ろ過方式
相模川
長沢
200,000
急速ろ過方式
地下水
杉並
15,000
消毒のみ
計
6,859,500
注 1)これらの施設の中には、老朽化等により施設能力が低下しているものがある。
注 2)玉川浄水場は、原水の悪化から水道事業としては休止中であり、施設能力から
除外されている。
出典：「水道事業紹介」(2019 年８月１日参照 東京都水道局ホームページ)
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/suidojigyo/gaiyou/shisetsu.html
水系

浄水場
金町
三郷
朝霞
三園

(ｳ) 東京都の水道水質の状況
東京都の浄水場では、適切な浄水処理や水道水の安全確保に加え、更なる水質管理の向
上を図るために、2007 年度（平成 19 年度）に「TOKYO 高度品質プログラム（東京都版水
安全計画）
」を策定し、2008 年度（平成 20 年度）から運用を開始している。当プログラム
では、WHO が提唱する水安全計画による危機管理に加え、ISO9001 に準じた浄水場での高
度な品質管理及び ISO/IEC17025 に保証された精度の高い水質検査を運用することで、最
高水準の水質管理を目指している。
東京都の水質センターでは、水質基準項目（51 項目）のほか、水質管理目標設定項目（26
項目）
、要検討項目（47 項目）や浄水処理対応困難物質など、水質管理上必要と判断した
項目について水質検査を行っている。東京都では、水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令
第 45 号）第 15 条第６項で規定されている水質検査計画を毎事業年度に策定しており、131
箇所の自動水質計器設置地点や浄水場（所）の入口・出口において、水源水質の特性に応
じて検査頻度を設定し、四半期ごとに検査結果を水道局ホームページで公表するとともに、
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水質年報を作成して公表している。
2018 年度（平成 30 年度）第１四半期から第３四半期の水質検査結果では、浄水場出口
の水及び蛇口の水の全地点において安全性が確認されている。また、水源及び浄水場につ
いても定期的に水質検査を行っており、安全な水を供給できるよう監視に努めている。
さらに、東京都では、2004 年度（平成 16 年度）にカルキ臭の原因となる残留塩素等の
８項目について、国が定めた水質基準より高いレベルで、おいしさに関する水質目標を東
京都独自に設定している。2018 年度（平成 30 年度）の目標達成率は、表 9.1.15-6 に示す
とおりであり、残留塩素以外の項目は 100％となっている。東京都では、高度浄水処理さ
れた水道水を「東京水」として国内外を問わずより多くの方に高品質な水道水を実感して
もらうため、全国初となる屋外型のボトルディスペンサー式水飲栓を、写真 9.1.15-1 に
示すとおり東京国際フォーラムに設置している。
また、東京都水道局では全ての浄水場（所）の浄水（水道水）について、定期的に水道
水中の放射性セシウム及び放射性ヨウ素を測定しており、放射性セシウムは 2011 年（平
成 23 年）３月 22 日の測定開始以降、放射性ヨウ素は 2011 年（平成 23 年）４月５日以降、
全く検出されていない。
表 9.1.15-6 おいしさに関する水質目標と達成率
設定する目標
平成 30 年度
の達成率
水質目標値
目標値の目安
1.0 以下
0.4 以下
ほとんどの人が消毒用の塩素のにお
残留塩素
mg/L
86.0%
い（カルキ臭の一種）を感じない
カルキ臭
0.1 以上
0.1 以上
トリクロラミン mg/L
－
0
ほとんどの人がカルキ臭を感じない
100%
に
お
1
異臭味（カルキ臭を除く）を感じな
臭気強度(TON)
－
3 以下
100%
い
（臭気なし） い
かび臭
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ng/L
10 以下
0
100%
かび臭を感じない
原因物質
ジェオスミン
ng/L
10 以下
0
100%
味 有機物(TOC)
mg/L
3 以下
1 以下
不快な味を感じない
100%
度
5 以下
1 以下
外 色度
色や濁りが分からない
100%
観 濁度
度
2 以下
0.1 以下
注)トリクロラミンとは、アンモニア態窒素や有機物と塩素が反応して生じる化合物を総称したクロラミンの一種で、カルキ臭に
もっとも寄与する要因と考えられているもの
出典：「おいしさに関する水質目標」
（2019 年８月１日参照 東京都水道局ホームページ）
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/suigen/s_mokuhyo.html をもとに作成
区
分

項目

単位

国が定めた
水質基準等

(東京都撮影)

写真 9.1.15-1 屋外型のボトルディスペンサー式水飲栓の設置状況
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イ．食品安全の取組状況
(ｱ) 法令等の基準等
我が国の食品衛生に係る基準は、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づき、食
品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）を定めている。その概要は、
表 9.1.15-7 に示すとおりであり、食品、添加物等の規格基準には、
「食品一般の成分規格」、
「食品一般の製造、加工及び調理基準」、「食品一般の保存基準」、食品別の「各条」が定
められている。
表 9.1.15-7 食品、添加物等の規格基準の概要
区分
食品一般の成分規格

概要
食品の抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質及び放射性物質や基準値を超
える農薬の含有の禁止、組換え DNA 技術によって得られたものを含む場合の規
定、セシウムの含有量の規定を定めたものである。
食品一般の製造、加工及び調理基準
食品への放射線照射禁止、生乳や血液等、鶏の卵、魚介類、組換え DNA 技術に
よって得られた微生物、牛の肝臓、豚の食肉等の製造・加工についての規定を
定めたものである。
食品一般の保存基準
食品を保存する場合の氷雪の使用の規定、抗生物質の使用の禁止、放射線照射
の禁止について定めたものである。
各条
清涼飲料水、粉末清涼飲料、氷雪、氷菓、食肉及び鯨肉、生食用食肉、食鳥卵、
血液、血球及び血漿、食肉製品、鯨肉製品、魚肉ねり製品、いくら、すじこ及
びたらこ、ゆでだこ、ゆでがに、生食用鮮魚介類、生食用かき、寒天、穀類、
豆類及び野菜、生あん、豆腐、即席めん類、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺
菌食品のそれぞれについて、成分規格、製造基準、保存基準を定めたものであ
る。
出典：「食品別の規格基準について」
（2019 年８月１日参照 厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/ind
ex.html

また、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会
を確保するため、食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）に基づき、食品表示基準（平成 27
年内閣府令第 10 号）が定められている。食品表示法は、食品衛生法、日本農林規格等に
関する法律（昭和 25 年法律第 175 号）
（以下「JAS 法」という。
）及び健康増進法（平成
14 年法律第 103 号）の３つの法律の食品の表示に係る規定を一元化したものであり、以下
の表示事項を定めている。
・衛生：食品衛生法で定められていた、国民の健康の保護を図るために必要な表示事項
・保健：健康増進法で定められていた、国民の健康の増進を図るために必要な表示事項
・品質：JAS 法で定められていた、食品の原材料、原産地その他食品の品質に関する表
示の適正化を図るために必要な表示事項
2011 年（平成 23 年）の福島第一原子力発電所事故を受けて、厚生労働省は、食品の安
全性を確保する観点から食品中の放射性物質に関する暫定規制値を設定し、これを上回る
放射性物質が検出された食品については、食品衛生法第６条第２号に該当するものとして
食用に供されることがないよう取り扱ってきた。その後、より一層の食品の安全と安心を
確保するため、
食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を 5mSv/年から 1mSv/
年に引き下げ、2012 年（平成 24 年）４月１日から食品中の放射性セシウムの基準値を一
般食品で 100Bq/kg、乳児用食品で 50Bq/kg、牛乳で 50Bq/kg、飲料水で 10Bq/kg と設定さ
れた。
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(ｲ) 東京都の食品安全の取組状況
東京都では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法に基づき
「食品衛生監視指導計画」を定め、計画に基づく実施結果を公表している。2017 年度（平
成 29 年度）における食品分類別検査品目数及び違反品目数は、表 9.1.15-8 に示すとおり
であり、検査品目数 62,537 件に対して違反品目数は 30 件（検査品目数に対して 0.05％）
であった。
東京都では、2011 年度（平成 23 年度）から都内の小売店等に流通している国産食品に
ついて、放射性物質検査を行っている。2019 年度（平成 31 年 4 月 26 日結果確定分まで）
の検査結果では、国産品で検出された品目はない。
表 9.1.15-8 食品分類別検査品目数及び違反品目数
検査品目数
検査品目数
検査品目数
違反品目数
違反品目数
違反品目数
(総数)
(国産品)
(輸入品)
(総数)
(国産品)
(輸入品)
魚介類及びその加工品
6,209
4,955
1,254
5
5
－
魚介類
3,568
2,740
828
3
3
－
魚介類加工品
2,641
2,215
426
2
2
－
冷凍食品
1,871
597
1,274
1
－
1
無加熱摂取
475
146
329
－
－
－
凍結前加熱済・加熱後摂取
174
174
－
－
－
－
凍結前未加熱・加熱後摂取
1,179
277
902
1
－
1
生食用冷凍鮮魚介類
43
－
43
－
－
－
肉・卵類及びその加工品
13,448
8,301
5,147
1
－
1
乳・乳製品
3,113
2,702
411
7
7
－
牛乳・加工乳・その他の乳
1,143
1,143
－
－
－
－
乳製品
1,487
1,080
407
－
－
－
乳類加工品
143
139
4
－
－
－
アイスクリーム類・氷菓
340
340
－
7
7
－
農産物等及びその加工品
14,798
7,314
7,484
4
1
3
穀類及びその加工品
2,395
1,843
552
1
1
－
野菜類・果物及びその加工品
12,403
5,471
6,932
3
－
3
菓子類
6,028
5,516
512
6
5
1
飲料・氷雪・水
2,593
2,273
320
－
－
－
その他の食品
14,343
12,275
2,068
6
3
3
缶詰・びん詰
1,635
442
1,193
1
1
－
調味料
2,657
1,997
660
3
－
3
そうざい類及びその半製品
6,938
6,921
17
－
－
－
上記以外の食品
3,113
2,915
198
2
2
－
添加物
9
9
－
－
－
－
器具及び容器包装、おもちゃ
125
73
52
－
－
－
合
計
62,537
44,015
18,522
30
21
9
出典：「食品の違反統計 平成 29 年度違反調査結果」
（2019 年８月１日参照 東京都福祉保健局ホームページ）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ihan/H29.html
食品分類
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また、東京都では、農業における食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保
するための取組として、
「東京都 GAP 推進方針」を定め、GAP4を推進しており、農産物の品
質向上等を図るため、2018 年(平成 30 年)４月より、以下のような特徴を持つ「東京都 GAP
認証制度」を開始している。
・農作業の効率化や販売先からの信頼性の向上など、経営の改善に役立つ。
・東京 2020 大会への農産物の提供が可能となる。
・GAP 指導員の資格を持つ職員が、農業者の申請から認証取得までの取組をきめ細かく
支援する。
・認証審査等を東京都が実施し、審査期間の短縮、費用を無償にするなど、認証取得に
かかる負担を軽減する。
(ｳ) 東京都の食品の安全確保対策
東京都では、食品の安全を確保することにより「現在及び将来の都民の健康の保護を図
る」ことを目的として、東京都食品安全条例（平成 16 年東京都条例第 67 号）を定め、条
例に基づき「東京都食品安全推進計画 平成 27 年度～平成 32 年度」
（平成 27 年２月 東
京都福祉保健局）
（以下「9.1.15 衛生」において「推進計画」という。）を策定し、図 9.1.15-1
に示すとおり、生産から消費に至る各段階で、関係各局の連携のもと、全庁横断的に食品
の安全確保に関する施策を推進している。

出典：「食品衛生の窓 東京都の主な取組」
（2019 年８月１日参照 東京都福祉保健局ホームページ）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/torikumi/index.html

図 9.1.15-1 東京都の食品の安全確保対策の体系

4 GAP：
「Good（良い）Agricultural（農業）をPractice（実践）する」の略であり、一般的には、
「農業生産工程管理」
と呼ばれている。
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ウ．東京 2020 大会での飲食提供
組織委員会では、飲食戦略検討会議を設置し、2018 年（平成 30 年）３月に東京 2020 大会
における飲食提供に関する基本的な考え方を示した「東京 2020 大会における飲食提供に係
る基本戦略」を公表した。本戦略は、東京 2020 大会の飲食提供に関する具体的な計画を策
定する上での方向性を検討するとともに、飲食提供に関わるデリバリーパートナーへ情報を
発信するためのツールと位置付けられている。
大会開催中に組織委員会の責任において競技会場や選手村等で観客、アスリート、ボラン
ティア、大会関係者等に提供される飲食提供については、表 9.1.15-9 に示す食品安全管理
を行う。
表 9.1.15-9 東京 2020 大会時の食品安全管理の概要
区
法令遵守

分

概
要
・飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するために制定された食品衛生法をはじめ、
各種関係法令を厳格に遵守する。
・食材の生産から料理の提供に至るまでのトレーサビリティの確保を構築していく。
自主的衛生管理
・組織委員会が行う飲食提供における衛生管理には世界標準である HACCP5の手法を採用す
るとともに、サプライヤーに対しても可能な限り HACCP による衛生管理を求め、食中毒
の未然防止を図っていく。
・生産地から飲食提供の場までの温度管理が継続できるよう食材等の取扱者の連携を推進
していく。これらの取組により、食品事業者の HACCP や関連する認証への対応を促進す
るとともに、加えて食品事業者が先進的な管理を検討、推進することを通じ、衛生管理
の底上げと国際化への対応を図っていく。
行政機関との協働
・組織委員会は、会場等を所管する地方自治体の保健所をはじめとした各行政機関との良
好な関係を構築し、指導、助言及び支援を受けていく。
食品防御
・行政機関の協力を得ながら、食材等の取扱者の食品安全への取組を強化するとともに、
悪意を持った者によるリスクの予防と対応策を整備していく。
飲食提供対象者との協力 ・組織委員会は飲食提供対象者に対し、手洗いの励行や食品の長時間の携行に対する注意
喚起等、食品衛生を確保する上で重要な行動に関して必要に応じた情報提供を行う。
・提供された飲食に対して飲食提供対象者が気付いた意見や安全に関わる情報の提供を受
けるなど、相互コミュニケーションを通じた協力関係を構築する。その際、不測の事態
に備えた体制についても整備する必要がある。
出典：「東京 2020 大会における飲食提供に係る基本戦略」
（平成 30 年３月 組織委員会）

大会開催中の飲食物の提供業務を受託する事業者は、
「東京 2020 大会において提供される
飲食物の安全確保のためのガイドライン」
（組織委員会）に基づき、東京 2020 大会の施設内
で喫食される飲食物を取り扱う場合は、以下の事項を遵守する。
・
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
（平成９年３月 24 日付衛食第 85 号（最終改正版））
及び「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」
（平成 16
年２月 27 日付食安発第 0227012 号（最終改正版）
）
・ノロウイルスの流行期としての衛生管理
・使用水等の管理（水質検査の実施、貯水槽の清掃等）
・鼠族及び昆虫対策（鼠族及び昆虫の駆除等）
・食品衛生責任者の設置
・食品等の取扱い（HACCP による衛生管理食材の優先使用等）
5 HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の
出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性
を確保しようとする衛生管理の手法。国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）の合同機関である食品規格
（コーデックス）委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたもの。

- 471 -

9.1 全体計画 9.1.15 衛生

・記録の作成及び保存
・回収・廃棄
・検食の実施
・情報の提供
・食品取扱者等の衛生管理
・食品取扱者等に対する教育訓練
・危機管理（健康危害発生時の体制の構築、危機管理訓練等）
また、組織委員会では、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮した調達を行うため、
農産物、畜産物、水産物についての持続可能性に配慮した調達基準を定めている。前述した
東京都 GAP 認証は、
「持続可能性に配慮した農産物の調達基準」
（組織委員会）の要件の一つ
となっている。
エ．法令等の基準等
水道水や食品の衛生に関する法令等については、表 9.1.15-10(1)～(3)に示すとおりであ
る。
表 9.1.15-10(1) 水道水や食品の衛生に係る関係法令等
法令・条例等

責務等

水道法
（この法律の目的）
（昭和 32 年法律第 177 号） 第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとと
もに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、
清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境
の改善とに寄与することを目的とする。
（責務）
第二条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康
を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であ
ることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並び
に水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、
水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ
合理的な使用に努めなければならない。
第二条の二 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水
道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水
道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率
的な運営に努めなければならない。
2 国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策
を策定し、及びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者
及び水道用水供給事業者に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう
努めなければならない。
（水質検査）
第二十条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨
時の水質検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関す
る記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存し
なければならない。
3 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施
設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定
めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた
者に委託して行うときは、この限りでない。
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表 9.1.15-10(2) 水道水や食品の衛生に係る関係法令等
法令・条例等

責務等

食品衛生法
（目的）
（昭和 22 年法律第 233 号） 第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要
な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の
発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
（責務）
第二条 国、都道府県、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第
一項の規定に基づく政令で定める市（以下「保健所を設置する市」という。）
及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知
識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生
に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生
の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を
講じなければならない。
2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施
策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならな
い。
3 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並
びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関
する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するため
に必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別
区（以下「都道府県等」という。）に対し前二項の責務が十分に果たされ
るように必要な技術的援助を与えるものとする。
（監視指導指針及び計画）
第二十二条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う食
品衛生に関する監視又は指導（以下「監視指導」という。）の実施に関す
る指針（以下「指針」という。
）を定めるものとする。
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 監視指導の実施に関する基本的な方向
二 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三 監視指導の実施体制に関する事項
四 その他監視指導の実施に関する重要事項
3 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したと
きは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事、保健所を設置す
る市の市長又は特別区の区長（以下「都道府県知事等」という。）に通知し
なければならない。
第二十四条 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道
府県等が行う監視指導の実施に関する計画（以下「都道府県等食品衛生監
視指導計画」という。
）を定めなければならない。
２ 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるも
のとする。
一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事
項
三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の
確保に関する事項
四 その他監視指導の実施のために必要な事項
3 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食
品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の
地域の実情を勘案して定められなければならない。
4 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれ
を変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・
内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告し
なければならない。
5 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況につ
いて、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければな
らない。
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表 9.1.15-10(3) 水道水や食品の衛生に係る関係法令等
法令・条例等

責務等

食品表示法
（平成 25 年法律第 70 号）

（目的）
第一条 この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保
及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果
たしていることに鑑み、販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の譲
渡を含む。以下同じ。）の用に供する食品に関する表示について、基準の
策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって
一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法（昭和二十二年法律
第二百三十三号）、健康増進法（平成十四年法律第百三号）及び日本農林
規格等に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）による措置と相ま
って、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並び
に消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。
（食品表示基準の策定等）
第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ご
とに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取
し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容
とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならな
い。
一 名称、アレルゲン（食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条
第八項及び第十一条において同じ。
）
、保存の方法、消費期限（食品を摂取
する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条に
おいて同じ。
）
、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食
品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者
等が遵守すべき事項
2 内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する食品に関する表示
の基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、農林水産大
臣及び財務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければ
ならない。

東京都食品安全条例
（平成 16 年東京都条例第
67 号）

（目的）
第一条 この条例は、食品の安全の確保に関し、基本理念を定め、並びに東
京都（以下「都」という。）及び事業者の責務並びに都民の役割を明らか
にするとともに、食品の安全の確保に関する基本的な施策及び健康への悪
影響の未然の防止のための具体的な方策を推進することにより、食品の安
全を確保し、もって現在及び将来の都民の健康の保護を図ることを目的と
する。
（基本理念）
第三条 食品の安全の確保は、事業者が、自ら取り扱う食品等の安全の確保
又は自ら取り扱う生産資材が食品の安全性に及ぼす影響への配慮につい
て第一義的責任を有していることを認識し、その責務を確実に遂行するこ
とを基礎として推進されなければならない。
2 食品の安全の確保は、食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階
において、健康への悪影響を未然に防止する観点から、最新の科学的知見
に基づき、適切に行われなければならない。
3 食品の安全の確保は、都、都民及び事業者が食品の安全の確保に関する
情報及び意見の交流を通じて、それぞれの取組について相互に理解し、協
力することにより行われなければならない。
（都の責務）
第四条 都は、前条に定める食品の安全の確保についての基本理念にのっと
り、第二章に定めるところにより食品の安全の確保に関する施策を総合的
かつ計画的に推進する責務を有する。
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オ．東京都等の計画等の状況
水道水や食品の衛生に関する東京都等の計画等については、表 9.1.15-11 に示すとおりで
ある。
表 9.1.15-11 水道水や食品の衛生に係る計画等
関係計画等

目標・施策等

「TOKYO 高度品質プログラ ■TOKYO 高度品質プログラム（東京都版水安全計画）とは
ム（東京都版水安全計画）
」 ①水道水質に悪影響を及ぼす可能性のある危害の発生時には、水安全計画により、
（平成 31 年 3 月版 東京
マニュアルに基づいた対応を行い、影響を最小化する。
都水道局）
②平常時には、浄水場（所）において、ISO 9001 に準じた品質マニュアルに基づき、
徹底した水質管理を行う。
③これらによって確保された水道水の高いレベルの安全性とおいしさを、ISO/IEC
17025 に基づく精度の高い水質検査で確認する。
以上の取組によって、より安全でおいしい水を安定的に供給する。
■水道水の信頼性の更なる向上を目指して
「TOKYO 高度品質プログラム（東京都版水安全計画）
」を PDCA サイクルにより継続
的に見直ししていくことによって、将来にわたって水質管理に関する技術力の維
持・向上を図る。
「東京都食品安全推進計
画（平成 27 年度～平成 32
年度）」（東京都福祉保健
局）

■推進計画の基本的事項
（１）食品安全条例と推進計画との関係
食品安全条例第７条に基づき、推進計画を策定する。
【食品安全条例第７条】
知事は、食品の安全の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
るため、東京都食品安全推進計画を定めるものとする。
２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食品の安全の確保に関する施策の方向
二 前号に掲げるもののほか、食品の安全の確保に関する重要事項
（２）推進計画の基本的視点
食品安全条例は、食品の安全を確保することにより、
「現在及び将来の都民の
健康保護を図る」ことを目的とし、
「事業者責任を基礎とする安全確保」
、
「最新
の科学的知見に基づく安全確保」及び「都、事業者、都民の相互理解と協力に
基づく安全確保」という三つの基本理念を掲げている。

「東京 2020 大会における ■飲食戦略が目指すもの
飲食提供に係る基本戦略」
○東京 2020 が飲食提供を通して目指すもの
（2018 年 3 月 組織委員
参加選手が良好なコンディションを維持でき、競技において自己ベストを発揮
会）
できる飲食提供を実現することを目標とし、その達成に向けては、大会に向けて
以下に取り組むとともに、大会後も含めて日本の食の分野におけるこれらの一層
の進展を後押しする。
①東京 2020 大会における食品衛生、栄養、持続可能性等への各種配慮事項を網羅
した飲食提供に努めることで、生産・流通段階を含めた大規模飲食サービスの
対応力の向上を図る。
②食品の安全については、東京 2020 大会が盛夏の時期に開催されることに十分配
慮した食中毒予防対策を講じるとともに、国際標準への整合も含め、先進的な
取組を推進する。
③持続可能性については、従来から培われてきた生産から消費までの信頼に加え、
認証やこれに準ずる取組による国際化への対応を促進する。また、食品廃棄物
の抑制に向けた取組を推進する。
④日本の自らの食文化の良さを改めて理解し、発信するきっかけとする。また、
食文化の多様性に配慮しつつ、外国人が受け入れやすい日本の食による「もて
なし」を追求する。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、東京 2020 大会における飲食提供についての安全性とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。
3) 予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の運営計画等から推定する方法によった。
5) 予測結果
我が国の水道水の水質基準は、全国に一律に適用される基準であり、WHO 飲料水水質ガイド
ラインと比較して、同程度又はさらに厳しい基準となっている。また、東京都では、
「TOKYO 高
度品質プログラム（東京都版水安全計画）」を策定し、最高水準の水質管理を目指しており、
一部の浄水場では高度浄水処理を実施している。東京都の水質検査では、全ての地点で水道水
質基準を満足するほか、東京都独自に設定しているおいしさに関する水質目標をほぼ 100％達
成している。
我が国の食品品質に係る基準は、食品衛生法や食品表示法に基づき、食品、添加物等の規格
基準や食品の表示に係る規定が定められている。また、東京都では、「東京都食品安全推進計
画」や「食品衛生監視指導計画」に基づき生産から消費に至る各段階での安全確保の対策を行
っており、食品分類別検査の結果では、違反品目数は検査品目数に対してごく僅かとなってい
る。
東京 2020 大会では、組織委員会の責任において観客、アスリート、ボランティア、大会関
係者等への飲食提供については、
「東京 2020 大会における飲食提供に係る基本戦略」
に基づき、
法令遵守、自主的衛生管理、行政機関との協働、食品防御、飲食提供対象者との協力により、
食品安全管理を行う。また、大会開催中の飲食物の提供業務を受託する事業者は、「東京 2020
大会において提供される飲食物の安全確保のためのガイドライン」に基づき、食品衛生管理、
使用水等の管理、HACCP による衛生管理食材の優先使用等による飲食物を提供する。
これらのことから、東京 2020 大会で提供する水道水や食品に対する安全性の取組は図られ
ているものと予測する。
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(3) ミティゲーション
国や東京都が法令を遵守して実施している水道水質や食品品質の確保のための取組に加え、東
京 2020 大会では、以下の取組を実施する。
・大会開催中に組織委員会の責任において行う競技会場や選手村等で観客、アスリート、ボラ
ンティア、大会関係者等に対する飲食提供については、
「東京 2020 大会における飲食提供に
係る基本戦略」に基づき、法令遵守、自主的衛生管理、行政機関との協働、食品防御、飲食
提供対象者との協力により、食品安全管理を行う。
・組織委員会が策定した「東京 2020 大会において提供される飲食物の安全確保のためのガイ
ドライン」に基づき、大会開催中の飲食物の提供業務を受託する事業者は、食品衛生管理、
使用水等の管理、HACCP による衛生管理食材の優先使用等による飲食物を提供する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、大会開催中の観客、アスリート、ボランティア、大会関係者等に対する飲食
提供の安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
我が国の水道水や食品品質に係る基準は、水道法や食品衛生法等の法令に基づき定められて
いる。また、東京都では、最高水準の水質管理や生産から消費に至る各段階での食品の安全確
保の対策を行っている。
このような中、大会開催中に組織委員会の責任において行う観客、アスリート、ボランティ
ア、大会関係者等に対する飲食提供については、
「東京 2020 大会における飲食提供に係る基本
戦略」に基づき、法令遵守、自主的衛生管理、行政機関との協働、食品防御、飲食提供対象者
との協力により、食品安全管理を行う。また、大会開催中の飲食物の提供業務を受託する事業
者は、組織委員会が策定した「東京 2020 大会において提供される飲食物の安全確保のための
ガイドライン」に基づき、食品衛生管理、使用水等の管理、HACCP による衛生管理食材の優先
使用等による飲食物を提供する。
以上のように、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会
開催中の観客、アスリート、ボランティア、大会関係者等に対する飲食提供の安全性への配慮
が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.1.16 消防・防災
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.16-1に示すとおりである。
表 9.1.16-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①災害等の発生状況
東京 2020 大会の開催に伴い、消防・防災に対する
②自治体が定める現行の災害時の体制・計画 安全・安心を確保することが重要であることから、
③東京 2020 大会に向けた取組
左記の事項に係る調査が必要である。
④法令等の基準等
⑤東京都等の計画等の状況

2) 調査地域
調査地域は、全競技会場等の範囲とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京2020大会の会場整備に伴う消防・防災については、施設が供用された後の施設の消防・
防災を対象に個別競技会場の実施段階環境影響評価として実施してきたが、大会運営に係る消
防・防災に対する安全性は対象としていなかった。
東京2020大会の大会開催中には、選手村をはじめ大会固有の大規模な大会関係施設が設置さ
れるほか、多くの外国人が東京2020大会を訪れる。東京都は開催都市として、世界から訪れる
アスリートや大会関係者、観客の安全・安心を確保していかなければならない。
そのため、本評価書案では、これまでの実施段階環境影響評価として実施してきた個別競技
会場の消防・防災に加え、大会開催中の災害に対する安全性の程度を予測するために必要な事
項として、まず「ア．災害等の発生状況」及び「イ．自治体が定める現行の災害時の体制・計
画」を調査し、その上で、大会開催中の災害に対する取組として「ウ．東京2020大会に向けた
取組」等を調査した。
ア．災害等の発生状況
調査は、以下の資料から通常の東京都における災害等の発生状況、被害状況を整理した。
・「震度データベース検索」
（気象庁ホームページ）
・「平成30年度版 消防白書」（消防庁）
・「過去の水害記録 東京を襲った大水害」（東京都建設局ホームページ）
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イ．自治体が定める現行の災害時の体制・計画
調査は、以下の資料から競技会場がある各都道府県の定める現行の災害時の体制・計画の
状況を整理した。
・競技会場がある各都道府県の「地域防災計画」
・競技会場がある各都道府県の「水防計画」
・「宮城県地震被害想定調査に関する報告書」
（平成 16 年３月 宮城県防災会議地震対策
等専門部会）
・
「茨城県地震被害想定調査報告書（概要版）」
（平成 30 年 12 月 茨城県）
・「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」
（平成 24 年４月 東京都防災会議）
・「一宮町津波ハザードマップ」
（平成 26 年３月 千葉県一宮町）
・「津波浸水想定図」
（平成 31 年３月 神奈川県藤沢市）
・「
「水防法」に基づく高潮浸水想定について」（千葉県ホームページ）
・「高潮浸水想定区域図」
（東京都建設局ホームページ）
・「東京湾沿岸における高潮浸水想定区域について」
（神奈川県ホームページ）
・「洪水浸水想定区域」
（千葉県ホームページ）
・「浸水予想区域図」
（東京都建設局ホームページ）
・「河川の氾濫による洪水浸水想定区域図」（神奈川県ホームページ）
・
「想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域」
（東京都港湾局・建設局ホームページ）
・「高潮浸水想定区域図（浸水深）」
（千葉県ホームページ）
・「高潮浸水想定区域図」
（神奈川県ホームページ）
・
「首都直下地震等対処要領（改訂版）」（平成28年３月 東京都）
・「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成30年３月 東京都）
・「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポート2019」（平成31年３月 東京都）
ウ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、以下の資料から大会開催中の安全・安心の確保に向けた取組の状況を整理した。
・
「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 東京都
オリンピック・パラリンピック準備局）
・「東京2020大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）」（平成31年４月

東京

都オリンピック・パラリンピック準備局）
・各競技会場の「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価
書」
エ．法令等の基準等
調査は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）等の法令等の整理によった。
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「東京都地域防災計画 震災編」等の計画等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．災害等の発生状況
(ｱ) 競技会場がある各都道府県における災害等の発生状況
a.地震
競技会場がある各都道府県において、過去に観測された主な地震（震度５弱以上）の概
要は表 9.1.16-2(1)及び(2)に示すとおりであり、約 100 年間の間に 28 件発生している。
特に競技会場が多く存在する東京都では、約 100 年間の間に９件発生している。近年で最
大震度を観測したのは、2011 年（平成 23 年）３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震
（以下、
「東日本大震災」という。
）であり、東京都では表 9.1.16-3 に示す被害が発生し
ている。
表 9.1.16-2(1) 競技会場がある各都道府県において過去に観測された主な地震の概要
都道
府県
北海道
宮城県

福島県

茨城県

埼玉県
千葉県

発生日

震央地名

2018年(平成30年)
胆振地方中東部
9月6日
2008年(平成20年)
岩手県内陸南部
6月14日
2011年(平成23年)
三陸沖
3月11日
2011年(平成23年)
宮城県沖
4月7日
1927年(大正2年)
宮城県沖
8月6日
1933年(昭和8年)
三陸沖
3月3日
1938年(昭和13年)
茨城県沖
5月23日
1938年(昭和13年)
福島県沖
11月 5日
1938年(昭和13年)
福島県沖
11月 5日
1938年(昭和13年)
福島県沖
11月 6日
1978年(昭和53年)
宮城県沖
6月12日
2011年(平成23年)
三陸沖
3月11日
2011年(平成23年)
宮城県沖
4月7日
2011年(平成23年)
三陸沖
3月11日
2011年(平成23年)
茨城県沖
3月11日
2011年(平成23年)
三陸沖
3月11日
2011年(平成23年)
三陸沖
3月11日

震源
深さ

規模

最大震度

都道府県内
最大震度

37km

M6.7

７

５弱

8km

M7.2

６強

５強

24km

M9.0

７

６弱

66km

M7.2

６強

６弱

25km

M6.7

５

５

0km

M8.1

５

５

0km

M7.0

５

５

43km

M7.5

５

５

30km

M7.3

５

５

10km

M7.4

５

５

40km

M7.4

５

５

24km

M9.0

７

５強

66km

M7.2

６強

５弱

24km

M9.0

７

６弱

43km

M7.6

６強

５強

24km

M9.0

７

５弱

24km

M9.0

７

５強
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備考
北海道胆振東部地震

東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）

東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）

東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）

東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）
東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）
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表 9.1.16-2(2) 競技会場がある各都道府県において過去に観測された主な地震の概要
都道
震源
都道府県内
発生日
震央地名
規模 最大震度
備考
府県
深さ
最大震度
東京都 1922年(大正11年)
神奈川県東部
88km
M6.8
５
５
4月26日
1923年(大正12年)
関東大震災
神奈川県西部
23km
M7.9
６
６
9月 1日
1926年(大正15年)
東京都 23 区
57km
M6.3
５
５
8月 3日
1928年(昭和3年)
千葉県北西部
75km
M6.2
５
５
5月21日
1929年(昭和4年)
神奈川県西部
37km
M6.3
５
５
7月27日
1985年(昭和60年)
茨城県南部
78km
M6.0
５
５
10月 4日
1992年(平成4年)
東京湾
92km
M5.7
５
５
2月 2日
2011年(平成23年)
東北地方太平洋沖地震
三陸沖
24km
M9.0
７
５強
3月11日
（東日本大震災）
2014年(平成26年)
伊豆大島近海
156km M6.0
５弱
５弱
5月 5日
神奈川県 2011年(平成23年)
東北地方太平洋沖地震
三陸沖
24km
M9.0
７
５弱
3月11日
（東日本大震災）
静岡県 2009年(平成21年)
駿河湾
23km
M6.5
６弱
５弱
8月11日
注 1)各都道府県の最大震度は、以下の震度観測点での観測値を示す。
北海道：北海道札幌市豊平区月寒東
福島県：福島県福島市松木町
宮城県：宮城県利府町利府
茨城県：茨城県鹿嶋市宮中
埼玉県：埼玉県さいたま市浦和区高砂
千葉県：千葉県千葉市中央区千葉市役所
東京都：東京都千代田区大手町
神奈川県：神奈川県横浜市中区日本大通
静岡県：静岡県静岡市葵区追手町県庁
2)気象庁のデータベースに記録のある 1922 年（大正 11 年）１月１日から 2019（令和元年）年８月１日までの期間の
1)に示す各震度観測点において震度５弱以上を観測した地震を抽出した。
出典：「震度データベース検索」（2019 年８月１日参照 気象庁ホームページ）
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

表 9.1.16-3 東京都における東日本大震災による被害状況
人的被害
死者
行方不明
負傷者
全壊
半壊
8人
0人
119 人
20 棟
223 棟
出典：「平成 30 年版 消防白書」
（平成 30 年 消防庁）
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住家被害
一部破損
6,568 棟

床上浸水
0棟

床下浸水
0棟

火災
35 件

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災

b.風水害
競技会場がある地域及び各都道府県において、過去に発生した主な風水害は表
9.1.16-4(1)及び(2)に示すとおりであり、約 70 年間の間に 44 件発生している。
特に競技会場が多く存在する東京都における過去の主な水害記録は、表 9.1.16-5 に示
すとおりであり、1958 年(昭和 33 年)９月の狩野川台風の洪水で最大の被害を記録してい
る。
表 9.1.16-4(1) 競技会場がある地域及び各都道府県において過去に観測された主な風水害
人的被害（人）

被害発生
年月日

災害種目

1948 9.15～17

アイオン台風

1949 6.18～22

デラ台風

被害地域
関東、甲信、東北、特に
岩手
九州から東北南部、特に
鹿児島、愛媛

死者

住家被害（棟）

行方
全壊
負傷者
半壊
不明者
（流失）

床上
浸水

床下
浸水

512

326 1,956

5,889 12,127 44,867 75,168

252

216

367

1,410

東日本、特に関東

135

25

479

3,733 13,470 51,899 92,161

風害

九州、北陸、関東

11

109

―

ジェーン台風

四国、近畿中部、北日本、
398
特に近畿

141 26,062

水害

中部以西、特に京都

162

144

東北以西、特に山口

572

371 2,644

ダイナ台風

関東以西、特に静岡

65

70

28

73

7.10～12

水害

中国、四国、近畿、東海

67

73

101

356

238 20,733 21,456

1953 7.16～25

水害

東北以西、特に和歌山

713

411 5,819

7,704

2,125 20,277 66,202

台風第 13 号

全国、特に近畿

393

85 2,559

風害

北日本、近畿

172

498

59

606

9.10～14

台風第 12 号

関東以西、特に南九州

107

37

311

2,162

9.24～27

台風第 15 号（洞爺丸
全国、特に北海道、四国 1,361
台風）

400 1,601

1955 2.19～20

風害

全国

16

104

18

42

100

77

219

1956 4.17～18

風水害

東北、関東、北海道

47

53

―

2

10

1,087

1,320

381 1,138

2,118

8.31～9.1 キティ台風
1950 1.10～14
9.3～4
1951 7.7～17

10.13～15 ルース台風
1952 6.22～24

9.22～26
1954 5.8～12

台風第 22 号（狩野川
近畿以東、特に静岡
888
台風）
近畿、中部、関東、特に
1959 8.12～14
台風第 7 号
188
山梨、長野
台風第 15 号（伊勢湾 全国（九州を除く）、特
9.26～27
4,697
台風）
に愛知
北海道南岸、三陸沿岸、
1960 5.24
浪害（チリ地震津波）
122
志摩半島
山陰、四国、近畿、中部、
1961 6.24～7.5 水害
302
関東
台風第 18 号（第二室
9.15～16
全国、特に近畿
194
戸台風）
1958 9.26～28

10.25～28 水害・台風第 26 号 関東以西、特に大分

358

43

4,005

56

4,627 52,926

―

―

19,131 101,792 93,116 308,960
630

727 13,532 89,766

24,716 47,948 30,110 108,163
89

4,020 35,692

8,604 17,467 144,300 351,575
1,471

―

23

5,749 45,040 136,756

8,396 21,771 17,569 85,964

2,175 132,227 389,488

47 1,528

4,089 10,139 32,298 116,309

401 38,921

40,838 113,052 157,858 205,753

17

872

6,943

2,136 23,322 18,494

55 1,320

1,758

1,908 73,126 341,236

8 4,972

15,238 46,663 123,103 261,017

78

31

86

234

444 10,435 50,313

1962 7.1～8

水害

関東以西、特に九州

110

17

114

263

285 16,108 92,448

1965 9.10～18

台風第 23・24・25
号

全国、特に徳島、兵庫、
福井

153

28 1,206

1,879

3,529 46,183 258,239
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表 9.1.16-4(2) 競技会場がある地域及び各都道府県において過去に観測された主な風水害
人的被害（人）

被害発生
年月日

災害種目

1966 9.23～25

台風第 24・26 号

1967 7.8～9

水害

8.26～29
1972 7.3～15

水害

被害地域

死者

中部、関東、東北、特に
静岡、山梨
中部以西、特に長崎、広
島、兵庫
新潟、東北南部

台風第 6・7・9 号

1974 5.29～8.1 水害・台風第 8 号

住家被害（棟）

行方
全壊
負傷者
半壊
不明者
（流失）

床上
浸水

238

79

824

2,422

102

16

152

163

169 17,213 103,731

83

55

155

449

408 26,641 39,542

全国、特に北九州、島根、
421
広島
静岡、神奈川、三重、兵
145
庫、香川

26 1,056

8,431

床下
浸水

8,834 42,792

2,977 10,204 55,537 276,291

1

496

657

1,131 77,933 317,623
3,674 101,103 433,392

1976 9.8～14

台風第 17 号

全国、特に香川、岡山

161

10

537

1,669

1977 1

雪害

東北、近畿北部、北陸

101

―

834

56

83

1979 10.17～20 台風第 20 号

全国、特に東海、関東、
東北

110

5

543

139

1,287

1980 12～S56.3 雪害

東北、北陸

133

19 2,158

165

301

427

12 1,175

1,120

131

― 1,366

61

全国

220

16 2,925

2005 12～H18.3 雪害

北海道、東北、北陸

152

― 2,145

18

28

12

101

2010 11～H23.3 雪害

北海道、秋田、新潟、山
形

131

― 1,537

9

14

6

62

全国

106

20

519

485

5,735

11～H24.3 雪害

北海道、東北、北陸

133

― 1,990

13

12

3

55

2012 11～H25.3 雪害

北海道、東北、北陸

104

― 1,517

5

7

2

23

2017 11～H30.3 雪害

北海道、東北、北陸

116

― 1,539

9

18

13

40

集中豪雨・台風第 10 全国、特に長崎、熊本、
号
三重
東北、北陸、特に新潟、
1983 12～S59.3 雪害
富山
1982 7～8

2004 6～10

2011 7～10

集中豪雨・台風等

集中豪雨・台風第
6・9・12・15 号

水害（7 月豪雨）・
全国
台風第 12 号
出典：「平成 30 年版 消防白書」
（平成 30 年
2018 6.28～7.29

224

8

459

177

1,367

8,156 47,943
732

7,365

1,919 45,367 166,473
128

70

852

1,471 16,669 42,537 135,130

6,758 10,878

8,894 30,215

8,567 21,913

消防庁）

表 9.1.16-5 東京都における過去の主な水害記録
発生年月

災害種別

気圧
(hPa)

時間最大雨量
(mm/h)

総雨量
(mm)

潮位
(A.P.m)

浸水区域
(km2)

床上浸水
(戸)

1947年
ｶｽﾘｰﾝ台風
992.5
34.7
166.8
2.50
114.32
80,041
(昭和22年)9月
（洪水）
1949年
キティ台風
985.9
12.6
64.9
3.15
92.01
73,751
(昭和24年)8・9月
(高潮)
1958年
狩野川台風
970.7
76.0
444.1
2.91
211.03
123,626
(昭和33年)9月
(洪水)
1993年
第11号台風
965.0
76.0
345.0
－
3.42
2,454
(平成5年)8月
(洪水)
出典：「過去の水害記録 東京を襲った大水害」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/suishin/suigai_kiroku/kako.html
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床下浸水
(戸)
45,167
64,127
340,404
5,079
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イ．自治体が定める現行の災害時の体制・計画
都道府県では、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定に基づき、住民の生命、
身体及び財産を災害から保護するため、地域に係る防災に関する計画（地域防災計画）を作
成する必要がある。また、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）の規定に基づき、水防事務の
調整及びその円滑な実施のため、水防計画を定める必要がある。
(ｱ) 自治体の防災計画・水防計画
災害対策基本法及び水防法に基づき、表 9.1.16-6(1)及び(2)に示すとおり、各自治体で
防災計画及び水防計画が策定されている。
表 9.1.16-6(1) 競技会場がある各都道府県の自治体の防災計画（地震・津波）
自治体

主な防災計画

北海道

「北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編）
」
（平成 30 年５月

宮城県

「宮城県地域防災計画〔地震災害対策編〕
」
（平成 31 年２月
「宮城県地域防災計画〔津波災害対策編〕
」
（平成 31 年２月

福島県

「福島県地域防災計画

地震・津波災害対策編」
（平成 29 年２月

茨城県

「茨城県地域防災計画
「茨城県地域防災計画

地震災害対策計画編」
（平成 30 年３月
津波災害対策計画編」
（平成 30 年３月

埼玉県

「埼玉県地域防災計画」
（平成 26 年 12 月

千葉県

「千葉県地域防災計画（平成 29 年度修正）」
（平成 29 年８月

東京都

「東京都地域防災計画

神奈川県
静岡県

「神奈川県地域防災計画
「静岡県地域防災計画
「静岡県地域防災計画

北海道防災会議）

宮城県防災会議）
宮城県防災会議）
福島県防災会議）
茨城県防災会議）
茨城県防災会議）

埼玉県防災会議）
千葉県防災会議）

震災編（令和元年修正）
」
（令和元年７月

東京都防災会議）

～地震災害対策計画～」
（平成 29 年２月
地震対策編」
（平成 30 年６月
津波対策編」
（平成 30 年６月

神奈川県防災会議）

静岡県防災会議）
静岡県防災会議）

表 9.1.16-6(2) 競技会場がある各都道府県の自治体の防災計画及び水防計画（風水害（洪水・高潮）
）
自治体

主な防災計画

北海道

「北海道水防計画」
（平成 29 年８月

宮城県

「宮城県地域防災計画〔風水害等災害対策編〕
」
（平成 31 年２月
「宮城県水防計画書」
（令和元年 宮城県）

福島県

「福島県水防計画（令和元年修正）
」
（令和元年

茨城県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
静岡県

北海道）
宮城県防災会議）

福島県）

「茨城県地域防災計画 風水害等対策計画編」
（平成 30 年３月 茨城県防災会議）
「平成 30 年度茨城県水防計画」（平成 30 年 茨城県）
「埼玉県地域防災計画」
（平成 26 年 12 月 埼玉県防災会議）
「平成 31 年度埼玉県水防計画」（平成 31 年 埼玉県）
「千葉県地域防災計画（平成 29 年度修正）」
（平成 29 年８月 千葉県防災会議）
「平成 30 年度千葉県水防計画」（平成 30 年 千葉県）
「東京都地域防災計画 風水害編（平成 26 年修正）」
（平成 26 年７月 東京都防災会議）
「平成 31 年度 東京都水防計画」
（平成 31 年 東京都）
「神奈川県地域防災計画 ～風水害等災害対策計画～」
（平成 29 年２月 神奈川県防災会議）
「平成 30 年度 神奈川県水防計画」
（平成 30 年４月 神奈川県）
「静岡県地域防災計画 風水害対策編」
（平成 30 年６月 静岡県防災会議）
「平成 31 年度 静岡県水防計画書」
（平成 31 年 静岡県）
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(ｲ) 災害の被害想定の概要
a.地震
競技会場がある各都道府県の地震に関する想定災害及び被害想定は、表 9.1.16-7(1)及
び(2)に示すとおりであり、特に競技会場が多く存在する東京都においては、人的被害及
び建物被害ともに東京湾北部地震で最大と想定される。
表 9.1.16-7(1) 地震の想定災害及び被害想定
死者

負傷者

建物被害
（合計）

帰宅困難者

避難者

M7.4

55

1,344

11,280

－

55,257

M7.6

96

4,014

44,197

－

90,335

M8.0

164

6,170

58,491

－

122,174

M7.1

620

11,003

55,788

－

173,239

福島盆地西縁断層帯地震

M7.0

1,167

8,667

11,803

－

51,621

会津盆地西縁断層帯地震

M7.0

1,027

9,080

11,373

－

38,366

双葉断層帯地震

M7.0

756

5,856

7,940

－

28,599

福島県沖地震

M7.7

477

3,293

4,891

－

35,798

茨城県南部の地震

M7.3

140

3,840

40,400

－

142,000

F1 断層等の連動の地震

M7.1

630

4,360

35,000

－

91,000

茨城県沖～房総半島沖
の地震

M8.4

80

2,000

41,000

－

167,000

東京湾北部地震

M7.3

442

5,309

56,123

茨城県南部地震

M7.3

107

2,104

36,068

元禄型関東地震

M8.2

31

1,042

11,653

M8.1

2,518

17,509

157,003

M7.4

106

1,817

15,320

千葉県北西部直下地震

M7.3

2,100

25,100

231,900

1,477,000

298,300

東京湾北部地震

M7.3

1,391

41,581

220,076

1,087,816

1,455,977

都道
府県

想定する地震の種類

規模

北海道

十勝平野断層帯主部

宮城県

福島県

茨城県

埼玉県

宮城県沖地震（単独）
（海洋型）
宮城県沖地震（連動）
（海洋型）
長町－利府線断層帯の地震
（内陸直下）

関東平野北西縁断層帯地震
（破壊開始点北）
立川断層帯地震
（破壊開始点南）
千葉県

東京都

神奈川県

人的被害

600,573～
667,146
517,986～
531,986
557,627～
630,959
654,886～
759,074
342,580～
356,211

43,538
27,396
8,041
117,990
10,810

千葉県東方沖地震

M6.8

37

1,698

5,324

577,036

37,379

三浦半島断層群の地震

M6.9

88

2,932

24,715

861,528

121,253

東京湾北部地震

M7.3

9,641

147,611

304,300

5,166,126

3,385,489

多摩直下地震
(プレート境界多摩地震)

M7.3

4,732

101,102

139,436

5,166,126

2,756,681

元禄型関東地震

M8.2

5,875

108,341

184,794

5,166,126

3,200,981

立川断層帯地震

M7.4

2,582

31,690

85,735

5,166,126

1,007,138

都心南部直下地震

M7.3

2,990

62,740

285,750

610,660

1,299,470

東海地震

M8.0

820

1,750

18,070

610,660

86,090

南海トラフ巨大地震

M9.0

1,740

2,590

27,470

610,660

126,170

大正型関東地震

M8.2

31,550

190,320

803,800

610,660

3,745,050
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表 9.1.16-7(2)
都道
府県

想定する地震の種類

静岡県

東海地震等
大正型関東地震
南海トラフ巨大地震
元禄型関東地震

規模

地震の想定災害及び被害想定
人的被害
死者

M8 クラス 約 14,000
M7.9

負傷者

建物被害
（合計）

帰宅困難者

避難者

約 68,000

約 484,000

－

－

約 2,500

約 6,000

約 47,000

－

－

M9 クラス 約 78,000

約 76,000

約 529,000

－

－

約 7,900

約 77,000

－

－

M8.1

約 4,900

注 1)北海道の想定する地震の種類には、マグニチュードが最大である地震を記載した。北海道の被害想定は、冬の早朝に
地震が発生した際のものである。
2)宮城県の被害想定は、冬の夕方 18 時頃に地震が発生し、風速が６m/s とした際のものである。また、避難者は、地震
後に避難所で就寝する者の最大数を想定した短期避難者数である。
3)茨城県の被害想定は、冬の 18 時に地震が発生した際のものであり、避難者は当日の人数である。
4)埼玉県の被害想定は、冬の 18 時に地震が発生し、風速８m/s とした際のものである。
5)千葉県の被害想定は、冬の 18 時に地震が発生し、風速９m/s とした際のものである。また、避難者は１日後の人数で
ある。
6)東京都の被害想定は、被害が最大となる冬の夕方 18 時に地震が発生し、風速８m/s とした際のものである。また、東
京都の建物被害は、ゆれ液状化等による建物全壊と地震火災の重複を除去しているため、被害の合算値とは一致しな
い。
7)神奈川県の被害想定は、冬の平日０時に発災した際のものである。
8)静岡県の被害想定は、冬の夕方に地震が発生した際のものである。また、死者数及び負傷者数は、早期避難率が低い
場合の値である。
出典：「北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編）
（平成 30 年５月 31 日修正）
」
（平成 30 年５月 北海道防災会議）
「宮城県地震被害想定調査に関する報告書」
（平成 16 年３月 宮城県防災会議地震対策等専門部会）
「福島県地域防災計画 地震・津波災害対策編」
（令和元年７月２日修正 福島県防災会議）
「茨城県地震被害想定調査報告書（概要版）
」
（平成 30 年 12 月 茨城県）
「埼玉県地域防災計画」
（平成 26 年 12 月 埼玉県防災会議）
「千葉県地域防災計画（平成 29 年度修正）」
（平成 29 年８月 千葉県防災会議）
「東京都地域防災計画 震災編（令和元年修正）
」
（令和元年７月 東京都防災会議）
「神奈川県地域防災計画 ～地震災害対策計画～」
（平成 29 年２月 神奈川県防災会議）
「静岡県地域防災計画 地震対策編」
（平成 30 年６月 静岡県防災会議）

東京ベイゾーンの競技会場については、沿岸部に競技会場が位置している。東京都では、
東日本大震災を踏まえ、2012 年(平成 24 年)に「首都直下地震等による東京の被害想定報
告書」（東京都防災会議）として取りまとめている。同報告書における東京湾沿岸での最
大津波波高及び浸水分布は、
図 9.1.16-1 に示すとおりである。
最大津波波高は約 1.9～2.5m
であり、東京 2020 大会の競技会場等は、いずれも津波浸水想定区域とはなっていない。
また、同様に沿岸部に位置する釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ（千葉県一宮町）及び江の
島ヨットハーバー（神奈川県藤沢市）については、それぞれ千葉県一宮町及び神奈川県藤
沢市において津波ハザードマップが作成され、浸水予想図や避難所等が公表されている。
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ及び江の島ヨットハーバーの津波浸水予想図は、図 9.1.16-2
及び図 9.1.16-3 に示すとおりであり、釣ヶ崎海岸サーフィンビーチでは沿岸部で 5.0m 以
上、江の島ヨットハーバーでは 5.0～10.0m の浸水が予想されている。
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注）東京湾沿岸での最大津波波高が最大となる「元禄型関東地震」の水門開放での浸水分布を示す。
出典：「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」
（平成 24 年４月 東京都防災会議）をもとに作成

図 9.1.16-1 東京湾沿岸での最大津波波高及び浸水分布
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出典：「一宮町津波ハザードマップ」
（平成 26 年３月

千葉県一宮町）をもとに作成

図 9.1.16-2 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチの津波浸水予想図

江の島ヨットハーバー

出典：「津波浸水想定図」
（平成 31 年３月

神奈川県藤沢市）をもとに作成

図 9.1.16-3 江の島ヨットハーバーの津波浸水予想図
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b.高潮・洪水
沿岸部に競技会場がある各都道府県の高潮に関する想定災害及び被害想定は、表
9.1.16-8 に、洪水に関する想定災害及び被害想定は、表 9.1.16-9(1)及び(2)に示すとお
りであり、図 9.1.16-4～図 9.1.16-6 に示すとおりそれぞれ浸水想定区域図が作成されて
いる。
表 9.1.16-8 水防法に基づく高潮の想定災害及び被害想定
自治体

浸水が想定 想定される
される区域 最大の浸水 浸水が継続する時間
の面積
の深さ

基本的な設定条件

・我が国既往最大規模の台風（室戸台風級：910hPa）を想
定
・東京港に最大の高潮を発生させるような台風の経路を設
１週間以上（排水が
東京都
約 212km2
約 10m
定
完了するまで継続）
・高潮と同時に河川での洪水を考慮
・最悪の事態を想定し、堤防等の決壊を見込む
・我が国既往最大規模の台風（室戸台風の中心気圧と伊勢
湾台風の移動速度）を想定
・主要な河川は、洪水（増水）を考慮
・堤防等は、最悪の事態を想定し決壊を見込む
千葉県
約 236km2
約 10m
1 週間以上
・潮位は、朔望平均満潮位に、過去に東京湾で発生した異
常潮位（13.9cm）を見込む
・排水施設等は、周辺の堤防と共に決壊、又は水没により
機能停止を見込む
・我が国既往最大規模の台風（室戸台風の中心気圧と伊勢
50 ㎝以上の浸水は川
湾台風の移動速度、暴風半径）を想定
崎区以外では概ね 12
・東京湾（神奈川県区間）に最大規模の高潮を発生させる
時間以内に収まる
神奈川県
68.6km2
T.P.+3.29m
台風経路を設定
が、窪地においては
・高潮と同時に河川での洪水を考慮
１週間以上浸水が継
・最悪の事態を想定し、堤防等の決壊を見込む
続する
出典：「
「水防法」に基づく高潮浸水想定について」
（2019 年８月１日参照 千葉県ホームページ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/shinsui/takashio/kouhyou.html
「高潮浸水想定区域図」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasenbu0056.html
「東京湾沿岸における高潮浸水想定区域について」
（2019 年８月１日参照 神奈川県ホームページ）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/takashio/tokyo-bay.html
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表 9.1.16-9(1)
自治体
東京都

対象地域・河川
神田川流域

洪水の防災計画の前提となる想定災害及び被害想定
対象とした降雨
想定最大規模降雨（時間最大雨量
153mm、総雨量 690mm）

関係する区市
千代田区、中央区、新宿区、文京
区、台東区、世田谷区、渋谷区、
中野区、杉並区、豊島区、北区、
荒川区、練馬区、武蔵野市、三鷹
市
隅田川及び新河岸川流域
平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 千代田区、中央区、港区、台東区、
589mm、時間最大雨量 114mm）
墨田区、江東区、豊島区、北区、
荒川区、板橋区、足立区
石神井川及び白子川流域
想定最大規模降雨（時間最大雨量 豊島区、北区、荒川区、板橋区、
153mm、総雨量 690mm）
練馬区、武蔵野市、小金井市、小
平市、西東京市、東村山市
城南地区河川流域
想定最大降雨（時間最大雨量 153mm、港区、新宿区、品川区、目黒区、
総雨量 690mm）
大田区、世田谷区、渋谷区、杉並
区、三鷹市
江東内部河川流域
平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 中央区、港区、墨田区、江東区、
589mm、時間最大雨量 114mm）
品川区、江戸川区
野川、仙川、入間川、谷沢川及び丸 想定最大規模降雨（時間最大雨量 大田区、世田谷区、立川市、武蔵
子川流域
153mm、総雨量 690mm）
野市、三鷹市、府中市、調布市、
小金井市、小平市、国分寺市、狛
江市
黒目川、落合川、柳瀬川、空堀川及 平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 立川市、小平市、東村山市、西東
び奈良橋川流域
589mm、時間最大雨量 114mm）
京市、東大和市、清瀬市、東久留
米市、武蔵村山市
残堀川流域
平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 立川市、青梅市、昭島市、福生市、
589mm、時間最大雨量 114mm）
武蔵村山市、羽村市、瑞穂町
境川流域
想定最大降雨（時間最大雨量 170mm、町田市
総雨量 710mm（鶴瀬橋上流域））（境
川流域全体で総雨量 632mm）
中川・綾瀬川圏域
平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 足立区、葛飾区、江戸川区
589mm、時間最大雨量 114mm）
鶴見川流域
想定最大規模降雨（総雨量 792mm、 町田市、稲城市
時間最大雨量 163mm）
浅川圏域、大栗川及び三沢川流域 平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 八王子市、日野市、多摩市、稲城
589mm、時間最大雨量 114mm）
市
霞川及び多摩川上流圏域
平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 青梅市、奥多摩町
589mm、時間最大雨量 114mm）
秋川及び平井川流域
平成 12 年９月 東海豪雨（総雨量 八王子市、あきる野市、日の出町、
589mm、時間最大雨量 114mm）
檜原村
千葉県
利根川水系
手賀川・手賀沼
手賀沼流域の 48 時間総雨量 815mm
夷隅川水系
夷隅川
夷隅川流域日雨量 267mm
小櫃川水系
小櫃川
小櫃川流域内の日雨量 324mm
養老川水系
養老川
養老川流域の 24 時間雨量 368mm
出典：「洪水浸水想定区域」
（2019 年８月１日参照 千葉県ホームページ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/shinsui/index.html
「浸水予想区域図」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/chusho_seibi/index/menu02.html
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表 9.1.16-9(2) 洪水の防災計画の前提となる想定災害及び被害想定
自治体 対象地域・河川
対象とした降雨
関係する区市
神奈川県 多摩川水系
想定し得る最大規模の降雨 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢
市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、秦野市、厚木市、大和市、
鶴見川水系
伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒
相模川水系
川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開
帷子川水系
成町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村
大岡川水系
宮川水系
侍従川水系
鷹取川水系
平作川水系
松越川水系
下山川水系
森戸川水系
田越川水系
滑川水系
神戸川水系
境川水系
引地川水系
金目川水系
葛川水系
中村川水系
森戸川水系
酒匂川水系
山王川水系
早川水系
新崎川水系
千歳水系
出典：「河川の氾濫による洪水浸水想定区域図」
（2019 年８月１日参照 神奈川県ホームページ）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f3747/p1039490.html
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出典：「想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域」
（2019 年８月１日参照 東京都港湾局・建設局ホームページ）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/30/03.html をもとに作成

図 9.1.16-4 浸水想定区域図（東京都）
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幕張メッセ

出典：「高潮浸水想定区域図（浸水深）
」
（2019 年８月１日参照 千葉県ホームページ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/shinsui/takashio/shinsuishin.html をもとに
作成

図 9.1.16-5 浸水想定区域図（千葉県）
- 494 -

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災

横浜スタジアム

横浜国際総合競技場

出典：「高潮浸水想定区域図」
（2019 年８月１日参照 神奈川県ホームページ）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/takashio/kuikizu.html をもとに作成

図 9.1.16-6 浸水想定区域図（神奈川県）
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(ｳ) 東京都の防災計画
特に競技会場が多く集まる東京都における防災計画の詳細について、以下に示す。
a.首都直下地震等対処要領
特に競技会場が多く集まる東京都では、発災直後の初動対応体制の整備として、対策内
容と役割分担を示す「首都直下地震等対処要領（改訂版）」を策定している。発災後 72 時
間に想定される主な応急対策は、表 9.1.16-10 に示すとおりである。
発災から 72 時間においては、各機関の円滑な連携の下に救出救助活動等が展開できる
よう、主要道路の早期啓開、ライフラインの応急復旧、帰宅困難者の大量発生による混乱
防止などの対策を重層的に実施する必要がある。本要領はこうした発災後 72 時間に行う
ことが想定される主な応急対策活動を中心に整理している。
表 9.1.16-10 発災後 72 時間に想定される主な応急対策の概要
項

目

概
要
応急対策活動に必要な車両等の通行を可能にするため、限りある人員・資機材を最
大限に活用すべく、国、道路管理者及び関係機関等と連携して、迅速にルートを確保
する。
人命救助のためのルート確保
発災直後には、都災害対策本部は、俯瞰的な被害状況等を基に、候補経路の絞り込
みや甚大な被害が生じている地域への経路など、道路調整チーム等を通じて、国や関
係機関等と必要な調整を行い、被災状況を踏まえた都内のルート確保の方針を定める。
都災害対策本部（福祉保健局）は、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）等を
活用して医療機関の状況を把握し、東京 DMAT1、医療救護班等の編成状況や日本 DMAT
被害状況や医療資
などの他道府県からの応援医療チームの参集状況について情報収集を行い、東京都災
源の把握
害医療コーディネーターから医学的な助言を受けながら、都内の医療救護活動を統括
調整する。
都災害対策本部（福祉保健局及び東京都災害医療コーディネーター）は、都内の被
東京 DMAT・都医療
害状況を踏まえて、東京 DMAT、都医療救護班等の編成及び派遣調整を行う。東京 DMAT
救護班等による医
は、原則として災害現場における救護活動を行うこととし、都医療救護班等は区市町
医療救護活動 療救護活動
村からの要請を受けて医療救護所等で救護活動を行うこととする。
都災害対策本部（福祉保健局）は、地域災害医療コーディネーターや区市町村と連
地域医療搬送・広 携して被災地域の収容先医療機関の確保に努めるが、災害拠点病院等において傷病者
域医療搬送
の受入れが困難な場合には、各災害医療コーディネーターが連携して搬送調整を行う
こととする。
医療物資の調達について、発災からおおむね 72 時間までは各医療機関・自治体で備
医療物資の調達
蓄しているものを使用する。福祉保健局は区市町村等から要請があった場合には、都
の備蓄を放出する。
緊急物資等を迅速に避難所まで届けられるよう、区市町村は、区市町村の地域にお
ける緊急物資等の受入れ、配分、被災地（避難所等）への輸送拠点として地域内輸送
拠点を設置し、都災害対策本部は、物流関係団体と協力し、調達物資や他県等からの
緊急物資等の受入れ、一時保管、地域内輸送拠点等への積替・配送等を効率的に行う
物資調達活動
輸送拠点として広域輸送基地を設置する。
都災害対策本部は、大規模な被災で区市町村が物資調達不能となった地域の避難所
等の物資不足に対し、当該区市町村からの要請を待たずに、搬入場所及び概算の必要
数量を調整の上、迅速な支援（プッシュ型支援）を実施する。
都災害対策本部は、被災区市町村からの被災者の移送要請があった場合には、都内
の非（小）被災区市町村、他道府県及び国に対して応援要請を行い、移送先及び移送
避難者対策
手段の調整を行う。広域的な避難の対象として、要配慮者とその付添者を優先的に扱
うこととする。
都災害対策本部は、帰宅困難者の発生を抑制し、救出救助活動への支障を最小限に
抑えるため、都防災ホームページ及び都防災ツイッター等を通して、一斉帰宅の抑制
や利用者保護の徹底についての呼び掛けを行うほか、行き場のない帰宅困難者を一時
帰宅困難者対策
的に受け入れるための施設（以下、
「一時滞在施設」という。
）の開設情報を発信する。
あわせて、公共交通機関の運行状況等について情報収集を行い、都防災ホームページ
及び都防災ツイッター等で情報提供を行う。
出典：「首都直下地震等対処要領（改訂版）
」
（平成 28 年３月 東京都）
1 DMAT（Disaster Medical Assistance Team）とは、大震災等の自然災害や交通事故等の災害現場に派遣される医療
チームのことで、東京都は2004年(平成16年)８月に我が国で初めてDMATを設立した。
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b.東京都地域防災計画 風水害編
東京都においては、近年、市街地の拡大に伴い地域の持つ保水、遊水機能が低下し、河
川や下水道に大量の雨水が一気に流れ込むことから生ずる河川の氾濫や下水道管からの
雨水の吹き出しなど、いわゆる都市型水害と言われている浸水被害にたびたび見舞われて
いる。また、百年に一度、二百年に一度という大雨があった場合、荒川等の大河川が氾濫
し、広範囲の浸水被害を発生させることも考えられる。さらに、強い台風が東京湾を直撃
した場合、最悪の条件が重なると伊勢湾台風のような高潮による被害のおそれもある。
「東
京都地域防災計画 風水害編（平成 26 年修正）」は、実災害から得た教訓等を可能な限り
反映し策定されている。
この計画は、東京都及び防災機関が行うべき風水害対策を予防、応急・復旧の各段階に
応じて具体的に記載しており、表 9.1.16-11 に示す風水害の災害応急・復旧対策計画、表
9.1.16-12 に示す主な応急復旧活動を定めている。
表 9.1.16-11 風水害の災害応急・復旧対策計画の概要
項

目

概
要
大規模な風水害が発生した場合に、東京都災害対策本部又は、東京都応急
初動態勢
対策本部を設置するとともに、都、区市町村その他防災機関は、迅速な初動
態勢により応急活動を開始する。
災害時に各防災機関は、情報連絡体制をとり、被害状況の把握、広報、広
情報の収集・伝達
聴等を行う。
洪水、高潮又は津波による水害を警戒、防御し、これによる被害を軽減す
水防対策
る。
災害時における、都民の生命、身体、財産の保護及び各種の犯罪の予防、
警備・交通規制
取り締まり並びに交通秩序の維持を行い、その他被災地における治安に万全
を期する。
初動医療体制、情報連絡・傷病者の搬送、防疫及び保健衛生等の体制を整
医療救護等対策
備し、災害時に迅速な医療救護等を行う。
風水害時に、被災者の生命、身体の安全確保等について適切な避難対策や、
集中豪雨に関する情報提供や注意喚起を講じる。
避難者対策
避難準備情報、勧告・指示の発令時に区市町村は、速やかに避難所を設置
し、避難者を受け入れる。
被災者に対し、生命維持に最低限必要な食料・水・生活必需品等を供給す
物流・備蓄・輸送対策
る。
輸送車両、輸送拠点等を確保し、災害時の緊急輸送を円滑に行う。
ごみ処理・トイレの確保及び
災害時のごみ、障害物の処理を迅速に行うとともに、トイレの確保及びし
し尿処理・障害物の除去・がれき処理
尿の収集・運搬を行い、都民の生活環境の保持を図る。
上下水道、電気、ガス、通信などのライフライン関係機関における活動態
勢を確立する。
ライフライン施設の応急・復旧対策
ライフライン関係機関が相互に連携を保ちながら応急対策、危険防止のた
めの諸活動を迅速に実施する。
公共土木施設及び鉄道施設並びにその他の公共施設等の機能回復のため、
公共施設等の応急・復旧対策
迅速に応急・復旧措置を行う。
被災者の生活の確保、被災住宅の応急修理、応急仮設住宅の供給を図る。
応急生活対策
児童・生徒の生命及び安全並びに教育活動、都民生活の安定を図るための
応急金融対策を図る。
災害が発生し、区市町村単位の被害が一定以上で、かつ応急的な救助を必
災害救助法の適用
要とする場合、災害救助法の適用による救助を行うことにより、被災者の保
護と社会の秩序の保全を図る。
大規模な被害が発生した場合には、「激甚災害に対処するための特別の財
激甚災害の指定
政援助等に関する法律」(以下、「激甚法」という。)による財政援助等を受
け、迅速かつ適切な復旧を実施する必要がある。
出典：「東京都地域防災計画 風水害編（平成 26 年修正）」
（平成 26 年７月 東京都防災会議）
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「東京都地域防災計画
出典：

」（平成 26 年７月
風水害編（平成 26 年修正）

東京都防災会議）

表 9.1.16-12 風水害における主な応急復旧活動

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災
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c.セーフ シティ東京防災プランによる取組
東京都では、東京 2020 大会開催を見据えたスピード感のある防災対策の取組推進等を
目的として、
「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成 30 年３月 東京都）を策定し、本プ
ランに基づき地震や風水害等の自然災害対策についての取組を推進している。
本プランでは、災害シナリオとして、「区部・多摩地域における地震」及び「都内各地
における風水害」について、2020 年度（令和２年度）までの具体的取組を工程表とともに
記載している。また、本プランの進捗状況を「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポー
ト」として公表している。
「セーフ シティ東京防災プラン」における自然災害対策につい
ての取組及び進捗は、表 9.1.16-13(1)～(6)に示すとおりであり、2020 年度（令和２年度）
に向けて多くの取組が進捗している。
表 9.1.16-13(1) 東京都における自然災害対策についての取組及び進捗
想定しうる
災害シナリオ
区部・多摩地域
における地震

行うべき取組
建物の耐震化、 防災上重要な公共建築
更新等
物の耐震化
住宅等の耐震化
長周期地震動対策
家具類の転倒等対策の
推進
住民による救
出活動の展開

防災拠点となる公共建築物
99.0％(2017 年度末)
住宅 83.8％(2014 年度末)
都営住宅 93.2％(2017 年度末)
都庁舎の対策工事完了
対策未実施率 23.5％(2018 年９月)

消防団の機能強化
住民参加型訓練の実施

「東京くらし防災」の周知活動の実施
都民の防災意識を高めるシンポジウム
の開催
防災館各館の「消火コーナー」の改修
「親子で体験防災館ナイトツアー」を開
催
宿泊訓練実施校 234 校(2017 年度)
女性防災人材育成
6 回開催
－
防災訓練参加者数 240 万人(2017 年度)

応急救護体制の充実強
化

救命講習受講者数延べ
260 万人(2017 年度)

都民一人ひとりの防災
力強化

防災教育の充実
地域防災力の向上

出火・延焼の抑
制
初期消火力の強化

木密地域の不燃化促進

燃え広がらない空間の
確保
安全で迅速な
避難の実現

2020 年度（令和２年度）
の到達目標

進捗

要配慮者支援体制等の
整備

消防団員の能力向上を目的とする e-ラ
ーニングシステムの運用開始
親子蓋付き防火水槽 55 基整備
経年防火水槽の再生工事 67 基実施
大量送水想定コンテナ１基整備 等
不燃領域率 62％
(2016 年度末)

避難場所や防災拠点の計画的・重点的な
整備の推進
市町村に対する補助の実施
市町村立公園の整備促進
区市町村の要配慮者対策への財政的支
援の実施
ヘルプマークやヘルプカードの普及啓
発支援の推進 等

避難場所等の充実

避難場所の見直しの実施
避難有効面積不足の避難場所の解消

避難に資する道路等の
防災性の向上

都道全体地中化率
44％(2019 年度末)

出典：「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成 30 年３月 東京都）
「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポート 2019」
（平成 31 年３月
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耐震化概ね完了
住宅 95％
都営住宅 100％
－
対策の実施率向上

女性視点を含めた都民一人ひ
とりの防災力強化

宿泊防災訓練参加 26 万人
女性視点の防災対策の推進
－
防災訓練累計 1200 万人参加
救命講習受講者数 320 万人以
上
応急手当実施率 50％達成
特別区消防団充足率 90％以上
深井戸特別区 12 基
親子蓋特別区 757 基
不燃領域率 70％
特定整備路線 28 区間
約 25km 全線整備
都立公園新たな開園面積
95ha(2015 年度～)

要配慮者支援体制の更なる充
実
都道バリアフリー化
約 146km 完了
31 公園で防災公園
整備完了
山間部の道路の防災性向上
センター・コアエリア内の都
道の無電柱化完了
都道全体地中化率 47％
マンホール浮上抑制対策対象
区間完了(約 1,250km)

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災

表 9.1.16-13(2) 東京都における自然災害対策についての取組及び進捗
想定しうる災
害シナリオ
区部・多摩地域
における地震

行うべき取組
各種情報の的
確な発信

国と都の本部等との連
携構築

防災設備の整備・更新

迅速な被害情報等の把
握

情報発信力の強化
多言語による災害情報
提供

案内板等の多言語化

帰宅困難者に
よる混乱防止

一斉帰宅抑制の普及啓
発

一時滞在施設の確保

自立分散型電源の導入
促進

帰宅困難者の安全確保
策の推進
ターミナル駅等のトイ
レ機能等の確保
スムーズな帰宅に向け
た支援の推進

2020 年度（令和２年度）
の到達目標

進捗
図上訓練の実施による各機関の連携等
の検証、相互の連携強化
図上訓練を踏まえた発災時の国との連
絡体制についての検討実施
防災行政無線の再整備に向けた取組等
を実施
新しい災害情報システム（DIS）の稼働
に向けた再構築の基本構想の検討
都道の被害状況把握等に向け、レスキュ
ー・ナビゲーションの操作性向上
早期災害情報システムの機能向上に向
け、タブレット端末導入効果の検証
災害情報等リアルタイム共有体制の構
築に向け、関係システムの改修及びシス
テム連携に係る構想・設計の実施
東京都防災アプリにおいて、災害情報等
のプッシュ配信を実施
消防に関する情報を入手できる「消防ア
プリ」のリリース 等
災害発生時において、東京都防災ホーム
ページや防災ツイッター、都内のデジタ
ルサイネージ等多言語による情報発信
の開始
東京都防災アプリにおける多言語での
普及啓発コンテンツの充実化
東 京 の 観 光 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト 「 GO
TOKYO」や観光公式ガイドブック「東京
トラベルガイド」において防災情報を案
内
「東京みちしるべ 2020」に基づき、英
語併記化やピクトグラムの追加 等
条例説明会・講演会の実施、ハンドブッ
クの配布や各種イベントでの PR、中吊
り広告の掲出など、あらゆる機会を活用
した普及啓発の実施
約 40 の駅前滞留者対策協議会や区市町
村を対象に帰宅困難者フォーラムを開
催
帰宅困難者対策に積極的に取り組む「東
京都一斉帰宅抑制推進企業」を 49 社認
定
一時滞在施設 36.3 万人確保(2019 年 1
月)
民間事業者に対して、コージェネレーシ
ョンシステムなどの自立分散型電源の
導入支援等を実施
避難場所となる公園等に、携帯電話の充
電設備や LED 照明を備えた「自立型ソー
ラースタンド」の設置を支援
町田市と合同の帰宅困難者訓練の実施
東京都一斉帰宅抑制推進企業及び東京
都一斉帰宅抑制推進モデル企業を認定
下水道管耐震化累計
3,692 か所(2017 年度末)

災害時帰宅支援ステーション累計
11,046 か所

出典：「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成 30 年３月 東京都）
「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポート 2019」
（平成 31 年３月
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発災時における国と都の円滑
な連携の構築

－

被害情報の一元的な管理によ
る迅速な復旧活動の確保

－

外国人等の安全確保に向けた
情報提供体制の充実

－

一時滞在施設の確保を推進

－

行き場のない帰宅困難者(92
万人)の安全確保
下水道管耐震化
累計 4,155 か所整備完了
避難所・ターミナル駅等の給
水管耐震化率 100％
－
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表 9.1.16-13(3) 東京都における自然災害対策についての取組及び進捗
想定しうる災
害シナリオ
区部・多摩地域
における地震

行うべき取組
円滑な避難所
の開設・運営

防災上重要な公共建築
物等の耐震化
避難所等のトイレ機能
等の確保

避難所運営体制等の構
築

避難所生活衛生等の確
保
災害ボランティア体制
の強化
避難生活の安全安心の
確保
発災後の生活
を可能とする
飲料水や備蓄
品の確保と輸
送

水道施設の耐震化・バッ
クアップ機能の強化

応急給水体制の整備

備蓄体制の強化

輸送等体制の強化

日常備蓄の浸透・定着

家庭におけるエネルギ
ー利用の高度化

2020 年度（令和２年度）
の到達目標

進捗
防災拠点となる公共建築物
99.0％(2017 年度末)
避 難 所 等 へ の 給 水 管 耐 震 化 率 83 ％
(2017 年度)

「避難所管理運営の方針」を区市町村に
周知し、指針を踏まえた区市町村の取り
組みを支援
女性や要配慮者の視点を踏まえた避難
所運営に向けた取組を推進
公立学校のトイレ改修や災害用トイレ
の整備を行う区市町村の支援を実施
緊急時に専門的なこころのケアを円滑
かつ迅速に行う体制整備
災害ボランティアコーディネーター受
講者数累計 1,108 人(2013～2017 年度)
災害発生時に乳児用液体ミルクを緊急
に調達し提供することを目的に、民間事
業者と協定を締結
配水池耐震施設率 71％(2017 年度末)
排水管耐震継手率 43％(2017 年度末)
避難所・主要駅の給水管耐震化率 83％
(2017 年度末)
災害時給水ステーション（給水拠点）に
おいて、水道局・区市町職員及び地域住
民が連携した訓練を実施
区市町が地域住民と連携し消火栓・排水
栓を活用した応急給水を実施すること
ができる体制の構築
応急給水の対応力向上のために区市町
が地域住民向けに行う訓練を東京消防
庁と連携して支援する事業を開始
発災後３日分の食料及び生活必需品の
確保に向け、新たに 63 万食を追加購入
多摩広域防災倉庫について、2019 年度
の施設全体の活用に向け、改修工事を着
実に実施、運用体制の検討の実施
大規模災害時における給油所の混乱を
抑制するため、日常的に車両の燃料を満
タンにしておく「満タン運動」を展開
イベントへの出展、リーフレット、ポス
ター等各種広報媒体のほか、東京くらし
防災や東京都防災アプリを活用し、様々
な世代を対象に、日常備蓄の考え方や備
蓄ユニット等の普及啓発を推進
非常用電源としても有効な家庭用燃料
電池や蓄電池等の設置を支援

出典：「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成 30 年３月 東京都）
「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポート 2019」
（平成 31 年３月
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東京都）

耐震化概ね完了
避難所等のトイレ機能 90％確
保
避難所・ターミナル駅等の給
水管耐震化率 100％
女性視点の防災対策の推進
全区市町村で避難所管理運営
マニュアル策定

公立小中学校トイレ洋式化
80％以上、災害用トイレ整備
災害ボランティアコーディネ
ーター受講者約 1,000 人確保
－

災害時における飲料水の安定
的な供給の実現

大規模停電時における給水確
保率 97％

都・区市町村併せて 3 日分の
食料・生活必需品備蓄を維持

－

家庭内における備蓄 90％以上

－
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表 9.1.16-13(4) 東京都における自然災害対策についての取組及び進捗
想定しうる災
害シナリオ
区部・多摩地域
における地震

行うべき取組

進捗

公助による救
出救助活動等
の展開
緊急輸送道路等の閉塞
等を防ぐ取組の実施

重機類、資機材等確保

緊急輸送ルートの確保
河川等を活用したルー
ト確保
東京港の機能確保に向
けた取組

都立公園等の防災機能
強化

応援部隊の受入体制確
保

専門部隊の整備等

外国人にも対応した救
急隊の整備

災害時における医療機
能強化
過去の災害教訓等を踏
まえた防災体制強化

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
率 84.8％(2018 年 12 月末)
都道地中化率 44％(2019 年度末)

発災後の道路障害物除去等を円滑に行
うための道路防災ステーションについ
て、区部の全建設事務所に各１か所以上
の整備を完了
発災時の道路啓開等に係る新たな協定
締結に向け、関係機関等との調整を実施
関係機関と連携した緊急輸送ルートの
確保に向け、国をはじめとする道路管理
者、関係機関等との事例検討等を重ね、
発災時の対応力を強化
災害時の水上輸送の拠点となる防災船
着場等の整備や、運用に係る訓練等を実
施
水上輸送ルートの活用に向け、訓練等の
検証を通じて取組の実効性を向上
緊急物資等を受け入れるふ頭の耐震強
化岸壁について、2 バースの工事を実施
防災上の位置付けのある都立公園 61 か
所のうち、新たに 17 か所の工事に着手
するほか、８か所の基本計画策定
海上公園の防災機能強化に向け、4 か所
で工事を実施
緊急消防援助隊等の大規模な受援施設
の整備が完了し、新たに運用を開始
バスケット付きの放水塔体を装備した
タグボート型の大型消防救助艇「おおえ
ど」を就航し、船舶火災を始めとした災
害への対応力を強化
消防ヘリコプター「ちどり」を更新し、
都市型救助活動体制等を強化
発災時に活用する重機の運転技能者の
拡充や民間事業者との訓練等を実施
東京 2020 大会開催に向け、英語対応救
急隊を 26 署 70 隊体制に整備するため、
英語対応救急隊員の育成を継続したほ
か、多言語音声翻訳アプリ「救急ボイス
トラ」を導入
災害拠点病院指定 82 施設(2019 年 3 月)
災害拠点病院 BCP 策定率 100％(2019 年
3 月)
区市町村に対する BCP 策定に係るガイ
ドラインを基に説明会を実施
全庁の防災対応力を強化するため、「東
京都 BCM 推進委員会調整部会」を開催

2020 年度（令和２年度）
の到達目標
特定緊急輸送道路沿道建築物
の耐震化率 90％かつ、特に倒
壊の危険性の高い建築物の解
消
緊急輸送道路等の橋梁の耐震
化補強完了
センター・コアエリア内の都
道の無電柱化完了
都道地中化率 47％

区部の全建設事務所管内に 1
か所整備

緊急輸送ルート確保の実効性
向上

陸上と併せた緊急輸送ルート
の多重化

大規模救出救助活動拠点、オ
リンピック・パラリンピック
関連公園 31 公園で防災機能
強化、海上公園 22 公園で防災
機能強化

－

26 署 70 隊体制を整備

医療機能の更なる強化

区市町村における BCP 策定促
進及び受援体制整備の推進

訓練等による対策の実
効性向上

－

－

大会に向けた安全・安心
への取組

東京 2020 大会に備え、対処要領を踏ま
えた図上訓練を繰り返し、対処要領の検
証及び改善を図る

東京 2020 大会の円滑な運営
及び大会時に培った危機管理
に関するノウハウの活用

出典：「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成 30 年３月 東京都）
「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポート 2019」
（平成 31 年３月
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表 9.1.16-13(5)東京都における自然災害対策についての取組及び進捗
想定しうる災
害シナリオ
区部・多摩地域
における地震

進捗

2020 年度（令和２年度）
の到達目標

首都圏三環状道路整備率 82％(2018 年
度末)

首都圏三環状道路整備率 9 割
道路ネットワーク機能の強化

行うべき取組
迅速な復旧・復
興による早期
生活再建

道路ネットワークの構
築

物資の調達、輸送体制の
強化

燃料の確保

早期生活再建支援体制
の基盤整備

災害廃棄物処理体制の
構築

施設の耐震化・耐水化

予防保全管理の推進

多摩広域防災倉庫の改修工事の実施、運
用体制の検討の実施
区市町村や国との意見交換の実施、WG
物資調達・輸送体制の強化
を開催する等の検討の実施
協定締結事業者との通信訓練や物資輸
送訓練を実施し、連携体制を強化
給油所と直接協定等を締結し、燃料確保
対策を継続するとともに、国や自治体、
石油団体等で構成される連絡協議会を
実施し、発災後の円滑な供給体制の構築
－
に向けた検討の実施
車両の燃料を満タンとする「満タン運
動」として、ポスター作成等の普及啓発
を実施
東京都震災復興マニュアルの見直しに
向けた復興対策の課題整理等の検討
島しょ部を除いた区市町村の被災者生 全区市町村の震災復興体制の
活再建支援システムの導入完了
強化
都や区市町村職員向けに、都市復興手順
の習熟等を目的とした訓練を実施 等
東京都災害廃棄物処理計画に基づき実
務的な業務手順を整理した、東京都災害
廃棄物対策マニュアルを策定
－
区市町村の計画策定支援等のための演
習等を実施
最大級の地震が発生した場合において
も、各施設が機能を保持し、津波等によ
る浸水を防止するため、堤防、水門・排
－
水機場、下水道施設、地下鉄施設等の耐
震・耐水化を推進
最新の点検結果を反映させた予防保全
型管理による橋りょうやトンネル、地下
－
調節池等の長寿命化工事等を実施し、港
湾施設等の健全度調査を実施

出典：「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成 30 年３月 東京都）
「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポート 2019」
（平成 31 年３月
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表 9.1.16-13(6) 東京都における自然災害対策についての取組及び進捗
想定しうる災
害シナリオ
都内各地にお
ける風水害

行うべき取組
風水害時の円
滑な避難の実
現

河川や大雨等の情報提
供

水防災総合情報システムにおけるスマ
ートデバイス向けのホームページを、
GPS 機能を活用し分かりやすく閲覧で
きるよう対応

2020 年度（令和２年度）
の到達目標
情報発信の強化
洪水浸水予想(想定)区域図の
更新(12 区域)
高潮浸水想定区域図の作成、
高潮特別警戒水位の設定

東京都防災センターの改修工事を引き
続き実施
発災時、有線通信途絶時にも機能する防
災行政無線の再整備を推進
GIS、ビッグデータ等、最新の情報通信
関連技術の活用を考慮した災害情報シ
ステム(DIS) の再構築に向けた基本構
想を実施
これまでに行った風水害への備えや取
組の実施状況は、「特に何も備えや取組
を行っていない
大雨や台風が来ることが予想される場
合の準備についての取組は、「何もしな
い」が 28.5％（前年度比 8.7％減）
新宿や新橋など 12 地区にて地下街管理
者や鉄道事業者、地元区等で構成された
部会を行い、緊急連絡体制や避難誘導方
法を定めた浸水対策計画の策定を実施
時間 50 ミリに対応する護岸整備に加
え、新たな目標整備水準（区部 75 ミリ、
多摩 65 ミリ）に対応する環状七号線地
下広域調節池などの整備を推進

大規模水害時の広域避難対策
に係る指針(案)策定

下水道の浸水対策、鉄道
施設浸水対策、
流域対策

50mm 降雨対策 13 地区整備完了(2017 年
度末)

50mm 降雨対策 18 地区完了
75mm 降雨対策 7 地区完了

地震・津波・高潮対策

水門・排水機場の耐震・耐水化を推進す
るとともに、京浜運河をはじめとする防
潮堤整備や内部護岸の整備を実施

土砂災害警戒区域等の
指定

15,000 か所指定完了

行政間の情報連絡体制
の構築

避難対策の推進

地下街浸水対策
浸水・土砂災害
対策の充実・強
化

進捗

中小河川対策

ハード対策
水害等の活動体制の充
実

浸水時の緊急連絡体制や利用
者の避難誘導など浸水対策を
一層充実

治水安全度達成率 82％

－
指定完了 15,000 か所

砂防、地すべり対策、急傾斜地崩壊対策
事業を実施
浸水地における対応力強化のため、がれ
き等により損傷しても沈まないウレタ
ンボートを整備するなど、水防活動能力
を強化

出典：「セーフ シティ東京防災プラン」
（平成 30 年３月 東京都）
「セーフ シティ東京防災プラン進捗レポート 2019」
（平成 31 年３月

－

－
新型消防艇(タグボート型)の
整備

東京都）

d.火災予防対策
東京は、人口や産業が集中する巨大都市である一方、現在も、木造住宅密集地域が広く
分布している。また、高層建築物や大規模な地下街も多く、火災などが発生した場合、大
規模な事故災害になる可能性がある。そのため、
「東京都地域防災計画 大規模事故編（平
成 21 年修正）
」
（東京都防災会議）において、以下の火災予防対策を示している。
〇都民に対する防火指導
・パンフレット、ポスター、ホームページ等各種の媒体を用いて、防火思想の普及を
図る。
・出火防止、初期消火及び応急救護の要領について教育、訓練を実施し、都民の防火
意識と防災行動力の向上を図る。
・都民防災教育センターを活用し、都民の防火意識と防災行動力の向上を図る。
〇事業所の防火管理及び防火管理指導
・防火管理及び防災管理指導を通じて、事業所における防火管理及び防災管理体制の
充実強化を図る。
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・統括防火管理者、統括防災管理者、防火管理者、防災管理者、防火管理技能者、火
元責任者その他の防火管理及び防災管理業務に従事する者に対して自衛消防に係
る指導を行うことにより、事業所の防災行動力を向上させる。
ウ．東京 2020 大会に向けた取組
東京都は、大会開催中のアスリートや大会関係者、観客の安全・安心を確保していかなけ
ればならない。また、都民の生命・健康の確保、都民生活と社会機能の維持に万全を期すと
ともに、安定的な大会運営を脅かす事案への適切な対処が求められる。
これらの大会開催中の都市運営に係る体系は、
図 9.1.16-7 に示すとおりであり、
「東京 2020
大会における都市運営に係る基本方針」
（平成 30 年３月 東京都オリンピック・パラリンピ
ック準備局）を踏まえた「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 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）と「東京 2020 大会の安全・安
心の確保のための対処要領」との整合性を相互に確保させながら、検証・改善を進めている。
「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」及び「東京 2020 大会の
安全・安心の確保のための対処要領」の概要は、以下に示すとおりである。
都市運営基本方針
(平成 30 年３月)
東京 2020 大会の
安全・安心の確保のための対処要領

反映

都市オペレーションセンター
運営計画
(平成 31 年３月)

図 9.1.16-7 大会開催中の都市運営に係る体系
(ｱ) 東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領
東京 2020 大会開催中における災害時の基本的な対応は、
「東京都地域防災計画

震災編

（令和元年修正）
」、
「首都直下地震等対処要領（改訂版）」
、
「東京都地域防災計画 風水害
編（平成 26 年修正）
」に則って実施し、東京都全体に影響を及ぼす大規模災害等は東京都
災害対策本部で対応する。
一方で、大会開催中は国内外から多くの観客が競技会場等に集中することが想定される
ことから、災害対策等の視点から、大会時に想定される様々なリスクを抽出し、想定され
る各種事態への対応方針、活動の主体・内容を定めた「東京 2020 大会の安全・安心の確
保のための対処要領（第一版）」
（平成 30 年３月 東京都オリンピック・パラリンピック
準備局）を策定した。その後、実地訓練や図上訓練での検証や、専門アドバイザーによる
意見などを踏まえて、危機的事態のリスクに応じた関係機関との連携や観客等の一時的な
避難場所の確保などについて見直し、
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要
領（第二版）
」
（平成 31 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）として改
善を行った。
都市オペレーションセンター2で対応する事案分類のうち「CRISIS3」については、都災

2 都市オペレーションセンターとは、円滑な大会運営を支援するとともに、都民生活への影響の軽減を図るため、都
庁関係局、組織委員会、輸送センター、国、警察機関、消防機関、競技会場周辺自治体など大会時の都市運営に関わ

- 505 -

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災

害対策本部のもと、都市オペレーションセンターは大会運営に関係する対応を行う。大会
開催中に首都直下地震等が発生し、都災害対策本部が設置された場合、東京都災害対策本
部は、災害対応業務を迅速かつ的確に実施するため、図 9.1.16-8 に示すとおり国、関係
機関、自衛隊、会場所在区市等との密接な連携を図るとともに、都市オペレーションセン
ターを経由して、競技会場周辺の被害情報やメインオペレーションセンターに集約された
大会運営に係る情報等の集約を行う。

出典：「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
」
（平成 31 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

図 9.1.16-8 大会開催中の東京都災害対策本部の連携体制（イメージ）

る多様な組織間での情報共有・連絡調整の中心的な役割を果たすものである。
3 CRISISとは、都市運営に影響を及ぼしうる事案を分類したうち、死傷者の発生等の最も危険度の高いレベルを指す。
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また、本対処要領では、「イ．自治体が定める現行の災害時の体制・計画」に示した現
行の体制・計画を最大限に活用することに加え、大会開催中は、図 9.1.16-9 に示すとお
り現行の取組の充実・強化や、外国人対応等の新たな取組を示している。
首都直下地震等が発生した際には、関係機関相互の行動を予測しつつ、より迅速で効率
的な応急対策活動を連携して実施できるよう、発災時に東京都及び関係機関が行う主な応
急対策活動をタイムラインとして整理している。首都直下地震等が発生した場合の大会開
催中に取組の充実・強化、新たな取組を行う主な応急対策活動は、図 9.1.16-10(1)～(7)
及び表 9.1.16-14 に示すとおりである。大会開催中は、国内外から多くの観客が競技会場
等に集中することが想定されることから、現行の取組の充実・強化や外国人対応等の新た
な取組を実施する。

出典：「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
」
（平成 31 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

図 9.1.16-9 東京都における現行の体制・計画との関係

- 507 -

- 508 -

国及び大会関係機関等との連絡体制（通信手段、連絡窓口）の確立
土地勘のない訪都者の増加により、観光地や公園等でパニックが生じ、大混乱となることを避けるため、首都
直下地震対策ポータルサイト「防災ポータル」（国土交通省提供）等の活用のほか、SNS（Twitter)及びその他
の効果的な手段を用いて、発災時の行動ルールなどの情報発信を実施
都内における訪都者の被災状況を俯瞰的に把握
防災上位置づけのある都立公園などにおいて、放送設備やデジタルサイネージなども活用して、継続的な情報
提供を実施
東京2020組織委員会と連携のうえ、報道機関に対し、正確且つ最新の情報を提供する。
所管局からの情報提供に基づき、東京都公式ホームページ、SNS等を活用した都民への情報提供の他、都政
広報番組での発信や広報東京都の臨時号の発行についても検討する。
「TOKYO FREE Wi-Fi」を活用した都防災ホームページからの情報入手の促進
都民及び訪都者に対して都及び国（外国人に対しては在京大使館等）の情報を積極的に収集し、デマ等に注
意するよう呼びかけ
都外の救出救助機関等へ応援を要請する際、活動場所等について改めて周知
関係機関等の要請があった際、必要に応じ現地連絡調整所の設置と職員派遣
都内被害状況やメインオペレーションセンターに集約された大会運営に係る情報等、東京2020大会開催・継続
の可否等の判断に必要な情報を都市オペレーションセンター経由で収集する
都市オペレーションセンターを通じて組織委員会等と連携し、会場等の被害状況や、大会関連情報などを都災
害対策本部にて共有、会場等の被害状況や大会関連情報等を踏まえ対処方針等を決定
東京2020大会開催エリアが立地する区市に対し、観客等の安全確保に必要な配慮を要請。また、東京2020
大会関係者の安全確保に必要な配慮を東京2020組織委員会と連絡調整して要請
東京2020大会開催エリアが都外に立地する市町村の被害及び対応状況について情報収集
観客等に対してSNS等を用いて東京2020大会関連情報を提供
大規模救出救助活動拠点の現況を踏まえ、施設管理者等と連携して活動場所等の確保を行う

図 9.1.16-10(1) 大会開催中に取組の充実・強化、新たな取組を行う主な応急対策活動（本部態勢（発災～72 時間）
）

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を基に作成

取組

新たな

（平成 31 年４月
」
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
出典：

・応援部隊の受入れ、その他

・災害対策本部会議の開催

・都民への情報発信、都民からの問合せ対応、報道対応

・被害等の情報収集

東京都における現行の体制・計画

充実・強化

取組の

大会期間中における発災を想定した非常配備態勢に基づき都職員が参集
道路管理者と連携して競技会場周辺等の道路における渋滞や放置車両の状況につ
いて情報を収集
交通テレビシステム、車両感知器、映像表示システム、情報共有システム、テレビ会
議システム等を用いて被害状況及び交通状況について情報を収集
多重化された通信手段を活用し、被害情報を収集

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災
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図 9.1.16-10(2)

警視庁や東京消防庁、自衛隊、海上保安庁などの各機関に代替地の調整状況を改めて情報提供

災害現場上空の航空機の安全運航、大会開催中の災害時における航空機の安全な運行

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を基に作成

取組

新たな

航空運用調整班の設置判断及び安全運航に必要な初動措置

大会開催中に取組の充実・強化、新たな取組を行う主な応急対策活動（救出・救助、消火（発災～72 時間））

（平成 31 年４月
」
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
出典：

・広域的な応援

・治安維持活動

・道路状況把握交通規制緊急道路障害物除去

・救出救助に係る体制整備

・人命救助・消火

東京都における現行の体制・計画

充実・強化

取組の

競技会場周辺等にて活動する消防隊員等が把握した状況等について収集
交通テレビシステム、車両感知器、映像表示システム、情報共有システム、テレビ会
議システム等を用いて被害状況及び交通状況について情報を収集
道路管理者と連携して競技会場周辺等の道路における渋滞や放置車両の状況につ
いて情報を収集
道路点検等により緊急輸送ルートの被害状況や通行不可能状況の情報を収集
道路管理者及び交通管理者等からの道路点検結果を災害情報システムに入力し、各
機関で共有

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災
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図 9.1.16-10(3)

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を基に作成

大会開催中に取組の充実・強化を行う主な応急対策活動（道路調整（発災～72 時間）
）

（平成 31 年４月
」
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
出典：

・港湾・空港・河川・公園の被害情報収集

・人命救助のためのルート確保・緊急輸送ネットワークの確保

・緊急道路障害物除去資機材の配分

・道路被害情報の収集・整理

東京都における現行の体制・計画

充実・強化

取組の

大会開催に伴い関係者輸送ルートに指定された緊急輸送ルートも地域防災計画に基
づき確保に向けた調整を実施

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災
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図 9.1.16-10(4)

外国人患者受入れ医療機関認証制度体制（ＪＭＩＰ）の認証を受けた都立病院における外国人への適切な処
置の実施

競技会場周辺の医療機関と連携した、負傷者の迅速な受入れに向け調整

全ての都立病院で、大会期間中の熱中症患者の受入体制を確保する

競技会場内に設置された選手・観客用医務室への負傷者搬送等の支援を東京2020組織委員会に要請

競技会場外の負傷者のトリアージや応急処置のため必要があると判断した際には、ペリメーターの開放を都市
オペレーションセンターを通じ東京2020組織委員会に要請

東京2020大会スタッフ等と連携した熱中症患者の対応を実施

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を基に作成

取組

新たな

東京2020大会スタッフ等による観客等の熱中症患者への対応支援を東京2020組織委員会に要請

医療スタッフや普通救命講習等を受講した東京2020大会スタッフ等による簡単な応急処置を東京2020組織委
員会に要請

光化学スモッグ注意報発令等において、訪都者等に対して光化学スモッグの注意喚起

訪都者等に対する熱中症等の注意喚起

大会開催中に取組の充実・強化、新たな取組を行う主な応急対策活動（医療救護（発災～72 時間）
）

（平成 31 年４月
」
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
出典：

・医療物資の調達

・地域医療搬送・広域医療搬送

・東京DMAT・都医療救護班等による医療救護活動

・医療救護に係る体制整備

東京都における現行の体制・計画

充実・強化

取組の

医療需要の高い被災現場等に東京ＤＭＡＴを派遣
医療需要の高い被災現場等に医療救護班を派遣
訪都者等が多数被災していると想定される大会開催エリア周辺、観光地周辺の病院・
避難所等への医薬品の供給

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災
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図 9.1.16-10(5)

他県市や国等と連携し、広域的な支援の受入

熱中症対策等に係る用品について、協定締結事業者等に支援を要請

競技会場内にて保護・収容した観客等への物資配布に向け、東京2020大会パートナー等に、災害時物資調
達支援協定等に基づき協力を要請。要配慮者への対応も念頭に、一時的に会場内に留まる観客等への支援
のため、必要な物資の確保に向けた対策の検討を行う。

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を基に作成

取組

新たな

会場周辺や観光地も含めた、応急給水の実施

大会開催中に取組の充実・強化、新たな取組を行う主な応急対策活動（支援物資対策（発災～72 時間）
）

「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
（平成 31 年４月
出典：
」

・物資の搬送

・物資の調達・搬送

・プッシュ型支援・備蓄物資の放出

・物資調達等に係る体制整備

東京都における現行の体制・計画

充実・強化

取組の

食料品・生活必需品等の物資不足が見込まれる施設等に協定締結事業者による支
援の実施

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災
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図 9.1.16-10(7)

会場周辺や観光地も含めた、応急給水の実施

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を基に作成

取組

新たな

大会開催中に取組の充実・強化、新たな取組を行う主な応急対策活動（ライフライン（発災～1 週間）
）

（平成 31 年４月
」
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
出典：

・ライフラインの復旧等

・ライフライン復旧等に係る体制整備

東京都における現行の体制・計画

充実・強化

取組の

東京都オリンピック・パラリンピック準備局）を基に作成

大会開催中に取組の充実・強化を行う主な応急対策活動（避難者対策（発災～72 時間）
）

首都中枢機関及び災害拠点病院等の重要施設への供給ルートの被害状況を把握す
るとともに、通水確保のための作業を実施

図 9.1.16-10(6)

（平成 31 年４月
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
」
出典：

・避難者の移送（広域避難）

・避難所の開設・運営

・避難誘導

東京都における現行の体制・計画

充実・強化

取組の

「福祉保健局災害対策活動マニュアルに沿って、避難所に関する区市町村への支援
区市町村の要請に応じた防災（語学）ボランティアの避難所等への派遣のための情報
把握等
被災者の円滑な避難に向けたデジタルサイネージや防災アプリ等、ＩＣＴツール等の活
用を検討するなど、区市町村の避難者対策を支援

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災

9.1 全体計画 9.1.16 消防・防災

表 9.1.16-14 大会開催中に新たな取組を行う主な応急対策活動
項目

取組

訪都者等の避難誘導対策 「TOKYO FREE Wi-Fi」を活用した都防災ホームページからの情報入手の促進
（発災～１週間）
競技会場周辺の状況に応じて、応急給水に関する調整を水道局と実施
会場周辺や観光地も含めた、応急給水の実施
東京 2020 組織委員会をはじめとする関係機関と連携し、多言語等に配慮した、観客等の適切
な誘導に係る調整実施
東京 2020 組織委員会等から、一時的な避難場所の開設等の情報収集を行い、SNS（Twitter）
やその他の効果的な情報発信方策を用いて、広く情報提供
東京 2020 組織委員会等を通じて、
一時的な避難場所での受入状況についての情報収集に努め、
災害対策本部会議等を通じ各局に情報共有
東京 2020 組織委員会と連携し、競技会場等の施設安全点検等を実施し、被災状況等に応じて、
競技会場等及び周辺の一時的な滞在施設等において観客等の円滑な受入を実施
バリアフリー化された設備や、多言語対応したスタッフ体制等が確保されている一時的な避
難場所等に、支援が必要な要配慮者等を受け入れ
競技会場周辺における使用可能な大会関連施設において、要配慮者等を一時的に受け入れ、
安全を確保するよう東京 2020 組織委員会及び施設管理者に対し要請。また、要配慮者等の適
切な誘導について東京 2020 組織委員会等関係機関と調整する。
東京 2020 組織委員会及び施設管理者が実施する競技会場などの施設点検の結果や、競技会場
内の状況に関する情報収集を、都市オペレーションセンターを通じ実施
施設点検の結果、競技会場内の観客等を競技会場外へ避難させることとなった際、都市オペ
レーションセンターを通じ観客等の避難状況に関する情報収集を実施
競技会場内に安全な空きスペースがあるようであれば、ペリメーターの開放にあわせ周辺滞
留者等の競技会場内での安全確保を、都市オペレーションセンターを通じ組織委員会に要請
競技会場内外にて東京 2020 組織委員会及びオリンピック・パラリンピック準備局が行う避難
誘導の措置が効率的に行われるよう、自治体等と連携の上、積極的な現場広報を行うととも
に、あらかじめ指定されている避難場所等に観客等を誘導
外国人旅行者等を含む訪都旅行者等に対する熱中症等の注意喚起
都災害対策本部が区市町村や民間事業者等を通じて入手した、一時的な避難場所等に受け入
れられている外国人の情報につき、速やかに在京大使館等へ情報提供
都災害対策本部が収集した都内被害状況について、複数の災害時通信手段を活用して在京大
使館等と情報共有。在京大使館等からの情報・要望を都災害対策
外国人対策（発災～１週 外国人患者受入れ医療機関認証制度体制（ＪＭＩＰ）の認証を受けた都立病院における要配
間）
慮者への適切な処置の実施
外国人旅行者等を含む訪都旅行者等に対する熱中症等の注意喚起
都災対本部が入手した一時滞在施設等に受け入れられた外国人の情報について、速やかに各
国大使館等へ提供
都災対本部が収集した都内被害状況や訪都者の被災状況について、複数の災害時通信手段を
活用して各国大使館等と情報共有
外国人のご遺体の搬送と安置（警視庁）、都災対本部が入手した外国人のご遺体に関する情
報を速やかに各国大使館等へ提供
出典：「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領（第二版）
」
（平成 31 年４月 東京都オリンピック・パラリ
ンピック準備局）を基に作成
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(ｲ) 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
国内外から多数の来訪者が見込まれる東京 2020 大会において、東京都は組織委員会の
円滑な大会運営を支援するとともに、大会が都民生活や経済活動に与える影響の軽減に取
り組む必要があることから、組織委員会など関係機関との緊密な連携と、競技会場周辺に
おける観客の案内や休憩所の設置・運営をはじめとする各種取組等への対応を担う「都市
オペレーションセンター」を設置する。
都市オペレーションセンターは、2020 年（令和２年）７月１日から同年９月 13 日まで
設置し、開催期間中は、原則 24 時間体制で運営する。都市オペレーションセンターでは、
表 9.1.16-15 に示すとおり都市運営に影響を及ぼしうる事案を「INFORMATION」、
「ISSUE」
、
「INCIDENT」及び「CRISIS」の４つに分類し、事案分類ごとに対応者・権限範囲を定める
ことにより対応する。
表 9.1.16-15 事案分類毎の主な事例とオペレーション
事案分類
INFORMATION
[参考情報として共有す
る事案]
ISSUE
[単一会場及びその周辺
へ影響する事案]

主な事例
急病人等の発生
外国人等の集団による
滞留発生
人身事故による観客利用
想定駅での電車運休
熱中症患者の集団発生

オペレーション
・応急救護、119 番通報
・シティキャスト・警備員等による道案内、誘導

・代替歩行ルート設定及び観客誘導
・代替交通機関の手配、観客の競技会場内待機依頼
・応急救護、119 番通報
・現地における注意喚起の実施
ラストマイル周辺での
・110 番、119 番通報、初期消火、通行規制、代替歩行ルート設定
ぼや・火災の発生
及び観客誘導
INCIDENT
ゲリラ豪雨に伴う電車
・代替歩行ルート設定及び観客誘導
[複数の会場又は関係機 運休・競技スケジュール ・代替交通機関の手配
関に影響し、大会運営に 変更
・会場チームとの観客誘導調整（観客の競技会場内待機等）
影響する事案]
大会関係者の感染症り患 ・発症者への医療提供
・感染拡大防止策の検討・実施
・広報対応
都内の大規模停電
・大会運営への影響把握
・電力会社からの停電復旧見込の把握
・公共施設や大会関連施設の優先復旧要請
・広報対応
大型台風の上陸予報
・台風の進路・気象予報の確認
・事前対策の検討・実施（競技の延期、仮設設備・シティドレッシ
ングの退避、広報等）
・上陸後の被害状況の把握、応急復旧
・広報対応
CRISIS
群衆事故による死傷者の ・110 番、119 番通報
[大規模災害や多数の死 発生
・ラストマイル上での被害状況・対応状況の確認
傷者の発生等、大会運営
・大会運営への影響把握
に著しい影響を及ぼす事
・対応方針の検討（競技会場内待機、代替歩行ルート設定、観客誘
案]
導、代替交通機関の手配等）
・再発防止策の実施、雑踏警備の強化
・広報対応
大会期間中の首都直下
・競技会場内外の被害状況・支援ニーズの把握
地震発生
・都災害対策本部との連絡・調整（競技会場内及びラストマイル上
の対応に関わる都庁各局への支援要請等）
・東京 DMAT(災害派遣医療チーム)派遣、競技会場内での医療支援
・夏季酷暑対策（熱中症患者救護、応急給水）
・外国人対応（多言語による情報伝達、大使館との連絡調整等）
・広報対応
出典：「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 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
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(ｳ) 東京 2020 大会の競技会場における防火設備設置計画
東京 2020 大会の競技会場においては、表 9.1.16-16(1)～(3)に示すとおりの防火設備等
を設置する計画としており、建築基準法、東京都建築安全条例、消防法及び東京都火災予
防条例の基準を満たす、公共性の高い施設として、耐火建築物としての基準を満足する計
画としている。
表 9.1.16-16(1) 各競技会場における防火設備設置計画
分類

日本武道館

オリンピック
スタジアム

消火設備等

本館

発見・通報 自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
非常電話
非常警報設備
火災通報装置
総合操作盤
ガス漏れ火災警報器
避難誘導
非常照明設備
誘導灯及び誘導標識
避難器具

初期消火

本格消火

その他

○
○
○（厨房・熱源機械室）○
○
－
○
○（非常放送）
電話機で代替
○
○（防災センター） －
－
－
○
○
○
○
－
－
○防火・防煙ダンパ
排煙設備
－
ー
消火器具
○
○
○（電気室、高圧電気
大型消火器
○
室）
屋内消火栓設備
○
○
一部○（1,2 階（ピロ
屋外消火栓設備
－
ティ含む））
スプリンクラー設備
○
○アリーナ面放水銃
○（特高電気室、発電
不活性ガス消火設備
機室、収蔵庫、アンプ －
室・熱源機械室）
移動式粉末消火設備
△
－
泡消火設備
○（駐車場等）
－
フード等用簡易自動消火 △（レストラン、店舗
－
装置
等）
非常用エレベーター
非常用進入口
○
設置により免除
排煙設備（消防排煙含む）○
－
連結送水管
○
○
消防用水
○
－

中道場棟
○
○
－
○（非常放送）
○
－
－
○
○
－
○防火・防煙ダン
パー
○

武蔵野の森総合スポ
ーツプラザ
○
－
－
○（非常警報装置）
◎（中央監視室）
○（中央監視室）
○（熱源機械室）
○
○
○
－

○

○
○（熱源機械室、副
電気室）
○

－

－

○

－
－

○
●（中央監視室）、
○（電気室、発電機
室）
－
○（駐車場）

－

－

－

○（メインアリーナ）

－
○
－
○たれ壁・シャッ
ター

－
－
○

－

－

消防排煙設備

－

○シャッター

排煙設備

－

○

○

連結散水設備

－

－

－

非常電源設備
避雷設備
総合操作盤

○
○
－

○
－
－

雷保護設備

－

○
－
○
○擬宝珠、大屋根先
端部 8 箇所、煙突

△（全館避難安全検
証の結果に応じて設
置）
△（地下階 床面積
700m2 以上となる場
合）
－
－
－

－

－
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表 9.1.16-16(2) 各競技会場における防火設備設置計画
有明テニスの森
分類

消火設備等

発見・通報 自動火災報知設備
非常電話

初期消火

非常警報設備

○（非常警報装置）

○（非常警報装置）

○（非常放送設 ○（非常放送設
備）
備）

火災通報装置

○

電話にて代替

○（加入電話） ○（加入電話）

－

－

－

－
○
○
○
○
○
○
○
－
○
－
○
○（協議により 2 階屋
－
外コンコースに設置）

－
○
○
○
○
○

ガス漏れ火災警報器
非常照明設備
誘導灯及び誘導標識
消火器具
大型消火器
屋内消火栓設備

○（中央監視制御設
備）
－
○
○
○（全館）
－
○

屋外消火栓設備

－

スプリンクラー設備

○（閉鎖型スプリンク
○（1F 展示場部分は、
ラー設備：全館）（小
放水銃にて警戒。2 階
規模放水銃システ
屋外コンコースは協 －
ム：サブアリーナ）
（大
議により湿式スプリ
規模放水銃システ
ンクラー）
ム：メインアリーナ）

－

不活性ガス消火設備

○（熱源機械室・電気
－
室等）

－

－

－

－

－

－

－

－

泡消火設備

－
○（人工地盤下駐車
場）

－

水噴霧消火設備等（泡・
－
CO2・ハロン・粉末）
排煙設備
－
消防用水
－

○（３Ｆ機械室、移動
－
式粉末消火設備）
○（自然排煙窓設置） －
○
－

非常用進入口

○

－

－

－

連結送水管
消防用水

－
－

－
－

－
－

－

－

－

－

○

－

非常電源設備

○
○
全館避難検証により
適用しない
〇スプリンクラー設
備により代替
○

○

－

－

避雷設備

○

○

－

○

－

○

○

－
－

○
－

○
－

排煙設備
屋外消火栓設備
その他

クラブハウス・
ショーコート 1
インドアコート
○
○
－
－

○
－

移動式粉末消火設備

本格消火

有明体操競技場

○
○

総合操作盤
避難誘導

有明アリーナ

非常電源（自家発電装
－
置）
非常電源（蓄電池設備） －
散水・融雪設備
－
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表 9.1.16-16(3) 各競技会場における防火設備設置計画
分類

消火設備等

発見・通報 自動火災報知設備
非常電話
非常警報設備
火災通報装置

大井ホッケー競技
海の森水上競技場
場
第一
第二
グランド
フィニッシュ
艇庫棟
球技場 球技場 スタンド棟
タワー
○
○
○
○
○
－
－
－
－
－
○（非常警 ○（非常警 ○（非常警報装
－
－
報装置）
報装置）
置）
○（加入 ○（加入
－
－
－
電話）
電話）

カヌー・ 東京アクア
スラローム ティクス
センター
センター
○
－
○
○

○
○
○（ガス漏れ
警報設備）
○

○（中央監視
制御設備）
漏電火災報知設備
－
－
－
－
－
○
－
避難誘導 非常照明設備
○
○
○
○
－
－
○
誘導灯及び誘導標識 ○
○
○
○
○
○
○
避難器具
○
－
－
－
－
○
－
初期消火 消火器具
○
○
○
○
○
○
○
屋内消火栓設備
○
－
○
○
－
－
○
スプリンクラー設備 －
－
－
－
－
－
○
不活性ガス消火設備 －
－
－
－
－
－
○
泡消火設備
－
－
－
－
－
－
○
本格消化 非常用進入口
－
－
－
－
○
－
○
連結送水管
－
－
－
－
－
－
○
消防用水
－
－
－
－
－
－
○
排煙設備
－
－
○
－
－
－
○
屋外消火栓設備
－
－
－
－
－
－
○
その他
非常電源設備
○
－
○
○
－
－
○
○（外部雷保
避雷設備
○
－
○
○
－
－
護設備、内部
雷保護設備）
注 1)オリンピックスタジアム、日本武道館、有明アリーナ、有明体操競技場、有明テニスの森、大井ホッケー競技場、
東京アクアティクスセンターは、○は「設置」
、△は「条件により設置」
、－は「設置なし」を示す。
注 2)武蔵野の森総合スポーツプラザは、○は「義務設置」
、●は「自主設置」
、◎は「主装置設置」
、△は「条件により設
置」を示す。
注 3)海の森水上競技場及びカヌー・スラロームセンターは、○は「設置義務のあるもの」
、－は「設置義務のないもの」
を示す。
出典：
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（新国立競技場（オリンピックスタジ
アム）
）」
（平成 28 年 10 月 東京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（日本武道館）
」
（平成 30 年４月 東
京都）
「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（武蔵野の森総合スポーツ施設）
」
（平
成 27 年８月 東京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（有明アリーナ）
」
（平成 29 年１月 東
京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（有明体操競技場）
」
（平成 29 年８月
東京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（有明テニスの森）
」
（平成 29 年 10 月
東京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（大井ホッケー競技場）
」
（平成 30 年
１月 東京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（海の森水上競技場）」
（平成 28 年７
月 東京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（カヌー・スラローム会場）
」
（平成 29
年６月 東京都）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（オリンピックアクアティクスセンタ
ー）
」
（平成 28 年 10 月 東京都）
総合操作盤

－

－

－
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－

－

－
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エ．法令等の基準等
消防・防災に関する法令等については、表 9.1.16-17(1)～(3)に示すとおりである。
表 9.1.16-17(1) 消防・防災に関する関係法令等
法令・条例等
責務等
災害対策基本法
（目的）
（昭和 36 年法律
第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に
第 223 号）
関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立
し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復
旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的
かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保
に資することを目的とする。
（関係行政機関等に対する協力要求）
第二十一条 都道府県防災会議及び市町村防災会議（地方防災会議の協議会を含む。以下次条
において「地方防災会議等」という。
）は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める
ときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、
指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意
見の表明その他必要な協力を求めることができる。
（都道府県災害対策本部）
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に
おいて、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域
防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
２ 都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充て
る。
３ 都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の
職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
４ 都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務
を行う。
一 当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための
方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
三 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係
指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相
互間の連絡調整を図ること。
５ 都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、
災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災
害対策本部を置くことができる。
６ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当
該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必
要な指示をすることができる。
７ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確
かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機
関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにそ
の他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることがで
きる。
８ 前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条
例で定める。
（指定行政機関の防災業務計画）
第三十六条 指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計
画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正
しなければならない。
２ 指定行政機関の長は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、す
みやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに都道府県知事及び関係指定公共機関に通知す
るとともに、その要旨を公表しなければならない。
３ 第二十一条の規定は、指定行政機関の長が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又
は修正する場合について準用する。
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表 9.1.16-17(2) 消防・防災に関する関係法令等
法令・条例等
責務等
水防法
（目的）
（昭和 24 年法律
第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこ
第 193 号）
れによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
（都道府県の水防責任）
第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように
確保すべき責任を有する。
（都道府県の水防計画）
第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計
画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、こ
れを変更しなければならない。
２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従
事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項
の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河
川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当
該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。
）による河川に関する情報の提供、水防訓
練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力
が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協
議し、その同意を得なければならない。
４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のた
めの活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。
５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようと
するときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会
をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百
二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。
）に諮らなければならない。
６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して
当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報
告した水防計画の変更についても、同様とする。
７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更
したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。
（洪水浸水想定区域）
第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につ
いて、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につ
いて、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による
被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得
る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。
）に
より当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するも
のとする。
（雨水出水浸水想定区域）
第十四条の二 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等につい
て、市町村長は、同条第二項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑
かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るた
め、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設
に雨水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施設（当該指定に係るポンプ施設
又は貯留施設に接続する排水施設を含む。
）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水
を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定する
ものとする。
（高潮浸水想定区域）
第十四条の三 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指定した海岸について、高潮時の
円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図
るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通
大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に
浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。
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表 9.1.16-17(3) 消防・防災に関する関係法令等
法令・条例等
責務等
消防法
第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災
（昭和 23 年法律
から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による
第 186 号）
傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資するこ
とを目的とする。
第七条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用につい
て許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建
築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条の二第一項（同法第八十七条第一項 にお
いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。
）の規定による確認を行う指定確認検
査機関（同法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条
において同じ。
）は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による
確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なけ
れば、当該許可、認可若しくは確認又は同項 の規定による確認をすることができない。た
だし、確認（同項の規定による確認を含む。
）に係る建築物が都市計画法（昭和四十三年法
律第百号）第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住
宅（長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。
）である場合又は建築主事が建築基準
法第八十七条の二において準用する同法第六条第一項 の規定による確認をする場合にお
いては、この限りでない。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定め
る大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定め
る二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。
）その他多数の者が出入し、勤務し、又
は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定め
る資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対
象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、
消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用
又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員
の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途
防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に
供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。
）につい
て消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定め
る技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
東京都震災対策条例
（目的）
（平成 12 年東京都条例 第一条 この条例は、地震による災害（以下「震災」という。
）に関する予防、応急及び復興
第 202 号）
に係る対策（以下「震災対策」という。
）に関し、都民、事業者及び東京都（以下「都」と
いう。
）の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関す
る施策の基本的な事項を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て現在及び将来の都民の生命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする。
（基本的責務）
第二条 知事は、震災対策のあらゆる施策を通じて、都民の生命、身体及び財産を震災から
保護し、その安全を確保するとともに、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復
興を図るため、最大の努力を払わなければならない。
2 前項の目的を達成するため、知事は、震災対策に関する事業（以下「震災対策事業」とい
う。）の計画（以下「震災対策事業計画」という。）を策定し、その推進を図らなければな
らない。
東京都建築安全条例
（趣旨）
（昭和 46 年東京都条例 第一条 建築基準法（以下「法」という。
）第四十条（法第八十八条第一項において準用する
第 121 号）
場合を含む。
）による建築物の敷地、構造及び建築設備並びに工作物に関する制限の附加、
法第四十三条第二項による建築物の敷地及び建築物と道路との関係についての制限の附
加、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。
）第百二十
八条の三第六項による地下街に関する令と異なる定め並びに令第百四十四条の四第二項に
よる道に関する令と異なる基準については、この条例の定めるところによる。
（適用の範囲）
第九条 この章の規定は、次に掲げる用途に供する特殊建築物に適用する。
二 共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「共同住宅等」という。)
七 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(不特定多数の人の集会の用に供する建
築物で、一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)その他
これらに類するもの(以下「興行場等」という。)
十二 倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの、荷
貨物集配所又は卸売市場
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オ．東京都等の計画等の状況
消防・防災に関する東京都等の計画等については、表 9.1.16-18(1)及び(2)に示すとおり
である。
表 9.1.16-18(1) 消防・防災に関する計画、目標等
関係計画等
目的・施策等
「東京都地域防 ○計画の目的
・東京都地域防災計画震災編は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 40 条の規定に基
災計画 震災編
づき東京都防災会議が策定する計画である。
（令和元年修
・その目的は、都、区市町村、防災機関、事業者、地域の防災組織及び都民が総力を結集し、各主
正）本冊」
体の持てる能力を発揮し、主体間で連携を図ることにより、
「自助」「共助」「公助」を実現し、
（令和元年７月
都の地域における地震災害の予防対策、応急・復旧対策及び震災復興を実施し、都民の生命・身
東京都防災会
体及び財産を保護するとともに、都市の機能を維持することにより、東京の防災力を向上し、
「首
議）
都東京の防災力の高度化」を図ることにある。
○計画の構成
・この計画には、都、防災機関、事業者及び都民が行うべき震災対策を、項目ごとに予防、応急・
復旧の各段階に応じて具体的に記載している。
構成
主な内容
第1部
○ 首都直下地震等の被害想定、減災目標等
東京の防災力の高度化に向けて
第2部
○ 都及び防災機関等が行う予防対策、都民及
施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧
び事業者等が行うべき措置
計画）
○ 地震発生後に都及び防災機関等がとるべ
き応急・復旧対策、災害救助法の適用等
第3部
○ 被災者の生活再建や都市復興を図るため
災害復興計画
の対策等
第4部
○ 南海トラフ地震等に対する島しょ（伊豆諸
南海トラフ地震等防災対策
島及び小笠原諸島）の防災対策
○ 東海地震事前対策（都内全域を対象とした
警戒宣言等に関する計画）

「東京都地域防 ○計画の目的
・この計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 40 条の規定に基づき、東京都防災会
災計画 風水害
議が作成する計画である。その目的は、都、区市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定
編（平成 26 年修
地方公共機関等の防災機関が、その有する全機能を有効に発揮して、都の地域において風水害等
正）本冊」
に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、都の地域並びに住民の生命、
（平成 26 年７
身体及び財産を災害から保護し、
「風水害に強い東京の実現」を図ることにある。
月 東京都防災
○計画の構成
会議）
・この計画は、都及び防災機関が行うべき風水害対策を予防、応急・復旧の各段階に応じて具体的
に記載しており、その構成と主な内容は、次のとおりである。
構成
主な内容
第1部
東京の概況と災害、河川、港湾及び下水道等
風水害に強い東京を目指して
の概要、都及び防災機関の役割 等
第2部
都及び防災機関等が行う予防対策、都民及び
災害予防計画
事業者等が行うべき措置 等
第3部
風水害発生後に都及び防災機関等がとるべき
災害応急・復旧対策計画
応急・復旧対策、災害救助法の適用 等

「首都直下地震 ○目的
・本要領は、首都直下地震等が発生した時に、都が、各機関と効果的・効率的な連携の下、円滑な
等対処要領（改
応急対策活動を展開できるよう、相互の共通認識を図るものである。
訂版）
」
・特に、発災から
72 時間においては、各機関の円滑な連携の下に救出救助活動等が展開できるよ
（平成 28 年３
う、主要道路の早期啓開、ライフラインの応急復旧、帰宅困難者の大量発生による混乱防止など
月 東京都）
の対策を重層的に実施する必要がある。本要領はこうした発災後 72 時間に行うことが想定され
る主な応急対策活動を中心に整理している。
（なお、早期の生活再建に向けた取組など、72 時間
を超えて実施する事項も、一部盛り込んでいる。
）
○本要領の適用範囲
本要領が適用される災害として、平成 24 年 4 月に公表した「首都直下地震等による東京の被害想
定」で示された東京湾北部地震、多摩直下地震のような震度 6 弱以上の大規模地震が東京 23 区、
多摩地域で発生し、東京都災害対策本部が設置された場合を想定している。
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表 9.1.16-18(2) 消防・防災に関する計画、目標等
関係計画等
目的・施策等
「東京 2020 大 ○本計画の位置づけ
・本計画は、
「東京 2020 大会における都市運営に係る基本方針」
（平成 30 年 3 月）に基づき都が設
会における都市
置する「都市オペレーションセンター」について、運営体制、組織構成、オペレーションの概要
オペレーション
を定めるものである。
センター運営計
○都が策定する他計画との関係
画」
・
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」
（以下「対処要領」という。）は、治安対
（平成 31 年３
策、サイバーセキュリティ、災害対策、感染症対策の 4 つの視点から、危機的事態が発生した場
月 東京都オリ
合の対応方針、都庁各局を中心とした活動の主体・内容、関係機関との連携等を定めるものとし
ンピック・パラ
て、第一版を平成 30 年 3 月に公表した。
リンピック準備
・大会期間中の都市運営とセキュリティは一体的に進める必要があることから、本計画に示す内容
局）
は、対処要領との整合性を相互に確保しながら、検証・改善を進めていく。
○計画の見直し・改善
・本計画は暫定的な内容であり、今後、都市運営に関係する各関係機関との協議、センター設備や
ICT ツールの整備状況等を踏まえて、継続的に見直し・改善を図る必要がある。
・今後、都市運営に関する計画・マニュアルと、訓練そのものの２つの継続的改善によって、より
実効性のある都市運営体制を構築していく必要がある。
・平成 31 年度には、都市オペレーションセンターのマニュアルの詳細化に取り組む。関係機関と
の図上訓練、テストイベントを活用した実地訓練等、多様な訓練の企画・実施を通じ、組織体制、
連絡系統、判断基準等の見直しを行う。
・平成 32 年度からは、上記に加え、実際に都市オペレーションセンター内の設備・ICT ツールを
活用しながら、都市オペレーションセンターの要員研修を実施する。計画・マニュアルに基づく
対応の理解・習熟を図るとともに、大会運営・都市運営に影響を及ぼす事案が発生した場合の対
応能力の向上を目指す。
「東京 2020 大 ○目的
・大会期間中における、アスリートや大会関係者、観客、都民の安心・安全の確保、都民生活と社
会の安全・安心
会機能の維持並びに安定的な大会運営を脅かす事案への速やかな対応及び被害軽減を目的とす
の確保のための
る。
対 処 要 領 (第 二
○都が策定する他計画との関係
版)」
・東京都は、東京 2020 組織委員会による円滑な大会運営を支援するとともに、大会開催に伴う都
（平成 31 年４
民生活への影響の軽減に取り組むために設置する「都市オペレーションセンター」について、運
月 東京都オリ
営体制、組織構成、オペレーションの概要を定める「東京 2020 大会における都市オペレーショ
ンピック・パラ
ンセンター運営計画」を平成 31 年 3 月に公表した。
リンピック準備
・大会期間中の都市運営と危機的事態への対応については一体的に進める必要があることから、本
局）
対処要領に示す内容は、都市オペレーションセンター運営計画との整合性を相互に確保しなが
ら、検証・改善を進めていく。
○利用対象者
・治安対策、サイバーセキュリティ、災害対策及び感染症対策の各分野に主体的に係わる都職員等
○対象期間
・本対処要領の対象期間は、平成 32 年 7 月 1 日から同年 9 月 13 日までとする。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、東京 2020 大会の運営面での消防・防災に対する安全性とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。
3) 予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の運営計画等から推定する方法とした。
5) 予測結果
競技会場がある各都道府県においては、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、
地域に係る防災に関する計画を各種定めて運用している。競技会場が多く存在する東京都にお
いては、東京 2020 大会開催を見据えて自然災害対策についての取組を推進しており、東京都
の地域における災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、
身体及び財産を保護することを目的として、「東京都地域防災計画

震災編」、「東京都地域防

災計画 風水害編」及び「東京都地域防災計画 大規模事故編」等を策定している。発災直後
の初動対応体制の整備としては、対策内容と役割分担を示す「首都直下地震等対処要領（改訂
版）
」を策定している。東京都では、これらの計画により、既に地震、水害、火災等の災害発
生時における東京都の体制や計画を構築しており、災害時の基本的な対応を実施している。
東京 2020 大会の開催期間中は、特に競技会場が集中する東京都においては、現行の体制・
計画を最大限に活用する一方で、国内外からの多くの観客が競技会場等に集中することを想定
し現行の取組の充実・強化や外国人対応などの新たな取組が必要となることから、東京都は、
各種事態を想定した「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」を策定している。
組織委員会は、都外会場において大会期間中の火災や大規模地震等の発生時に対処するため、
日々の防火管理業務の状況をメインオペレーションセンター等で把握するとともに、有事の際
には各競技会場の情報を一元管理できる体制の構築を検討している。
さらに、大会開催に向けて、実地訓練などを通じた検証、改善を進め、世界から訪れるアス
リートや大会関係者、観客の安全・安心の確保に万全を期す。
東京都は、大会開催中には都市オペレーションセンターを設置し、都市運営に影響を及ぼし
うる事案を分類し、事案分類ごとに対応者・権限範囲を定めることにより対応する。また、組
織委員会は、各競技会場における施設配置や避難誘導経路等のハード面の特性と、地理的立地
条件や会場収容人数と輸送サービスレベル等の各競技会場に特有の会場周辺状況等を考慮し、
競技会場ごとの課題を抽出した上で、避難誘導計画を含めた競技会場ごとの運営計画を検討中
である。
これらのことから、東京 2020 大会の運営面での消防・防災に対する安全性の取組は図られ
ているものと予測する。
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(3) ミティゲーション
東京都が実施している自然災害対策についての取組に加え、東京 2020 大会では、以下の取組
を実施する。
・東京 2020 大会の都内の競技会場においては、防火設備等を設置する計画としており、建築
基準法、東京都建築安全条例、消防法及び東京都火災予防条例の基準を満たす、公共性の高
い施設として、耐火建築物としての基準を満足する計画としている。
・組織委員会は、各競技会場における施設配置や避難誘導経路等のハード面の特性と、地理的
立地条件や会場収容人数と輸送サービスレベル等の各会場に特有の会場周辺状況等を考慮
し、会場ごとの課題を抽出した上で、避難誘導計画を含めた会場ごとの運営計画を検討中で
ある。
・津波浸水想定区域に位置する競技会場については、津波発生時の安全が確保できる観客数を
設定する。
・東京都では大会開催中に都市オペレーションセンターを設置し、都市運営に影響を及ぼしう
る事案を分類し、事案分類ごとに対応者・権限範囲を定めることにより対応する。また、都
外会場における大会開催中の火災や大規模地震等の発生時に対処するため、組織委員会は
日々の防火管理業務の状況をメインオペレーションセンター等で把握するとともに、有事の
際には各会場の情報を一元管理できる体制の構築を検討している。
・
「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」におけるタイムラインに基づき、大
会開催中は現行の取組の充実・強化や外国人対応等の新たな取組による応急対策活動を行う。
・大会開催に向けて、実地訓練などを通じた検証、改善を進め、都民の生命・健康の確保、都
民生活と社会機能の維持に万全を期す。
・東京 2020 大会の安全・安心を確保し、大会を契機として誰もが安心して暮らせる東京のま
ちづくりについて都民の協力を得るため、東京都が実施している取組を紹介するとともに、
防災や防犯を中心に日頃から取り組むことができる対策について考える「東京 2020 大会に
向けた安全・安心シンポジウム」を開催した。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、東京 2020 大会の運営面での消防・防災に対する安全性への配慮が事業者の
実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
競技会場がある各都道府県においては、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、
地域に係る防災に関する計画を各種定めて運用している。
そのうえで、特に競技会場が集中する東京都においては、現行の体制・計画を最大限に活用
する一方で、国内外からの多くの観客が競技会場等に集中することを想定し現行の取組の充
実・強化や外国人対応などの新たな取組が必要となることから、東京都は、各種事態を想定し
た「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」を策定している。組織委員会は、
都外会場において大会開催中の火災や大規模地震等の発生時に対処するため、日々の防火管理
業務の状況をメインオペレーションセンター等で把握するとともに、有事の際には各競技会場
の情報を一元管理できる体制の構築を検討している。
さらに、大会開催に向けて、実地訓練などを通じた検証、改善を進め、世界から訪れるアス
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リートや大会関係者、観客の安全・安心の確保に万全を期す。
東京都は、大会開催中には都市オペレーションセンターを設置し、都市運営に影響を及ぼし
うる事案を分類し、事案分類ごとに対応者・権限範囲を定めることにより対応する。また、組
織委員会は、各競技会場における施設配置や避難誘導経路等のハード面の特性と、地理的立地
条件や会場収容人数と輸送サービスレベル等の各競技会場に特有の会場周辺状況等を考慮し、
競技会場ごとの課題を抽出した上で、避難誘導計画を含めた競技会場ごとの運営計画を検討中
である。
以上のように、競技会場等でのハード対策や地域性を考慮した避難誘導等のソフト対策につ
いて、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっており、東京 2020 大会の運営面
での消防・防災に対する安全性への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考
える。
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9.1.17

交通渋滞

(1) 現況調査
1)

調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.17-1に示すとおりである。
表 9.1.17-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①交通量等の状況
②東京都の交通流円滑化の取組
③東京 2020 大会に向けた取組
④東京都等の計画等の状況

2)

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い、大会関係車両
の走行による交通量、交通流の変化が考え
られることから、左記の事項に係る調査が
必要である。

調査地域
調査地域は、大会開催中の関係者輸送ルート及びその周辺の範囲とした。

3)

調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京2020大会開催中は、大会関係車両が走行することに加え、観客が世界から訪れること

から、交通量、交通流の変化が考えられる。
そのため、本評価書案では、大会開催中の交通渋滞の程度を予測するために必要な事項と
して、「ア．交通量等の状況」を調査するとともに、「イ．東京都の交通流円滑化の取組」を
調査し、その上で、大会開催中の交通渋滞に対する取組として「ウ．大会に向けた取組」等
を調査した。
ア．交通量等の状況
調査は、以下の資料から通常の東京都における交通量、交通渋滞等の状況を整理した。
・
「第5回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」
（平成30年４
月 組織委員会）
・「第2回 北海道輸送連絡調整会議資料」（平成30年３月 組織委員会）
・「第4回 宮城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
・「第4回 福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
・「第4回 茨城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）
・「第2回 神奈川県輸送連絡調整会議資料」（平成30年４月 組織委員会）
・「第4回 静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織委員会）
・「平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省ホームページ）
・「道路交通センサス（各年度版）」（国土交通省）
・
「平成29年中の都内の交通渋滞統計(一般道路、首都高速道路)」
（警視庁ホームページ）
・「大会輸送影響度マップ 競技会場周辺Ver.2.0」（東京都オリンピック・パラリンピッ
ク準備局）
・「大会輸送影響度マップ 道路(高速道路・一般道路)Ver.2.0」（東京都オリンピック・
パラリンピック準備局）
・「東京都

主要渋滞箇所」
（国土交通省）

・「埼玉県

主要渋滞箇所」
（国土交通省）

・「千葉県

主要渋滞箇所」
（国土交通省）
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・「神奈川県

主要渋滞箇所」（国土交通省）

イ．東京都の交通流円滑化の取組
調査は、以下の資料から東京都等における交通渋滞緩和などに向けた取組の状況につい
て整理した。
・「東京都統計年鑑」
（東京都ホームページ）
・
「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」
（平成28年３月

東京都・

特別区・26市２町）
ウ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、以下の資料から東京都等による大会開催中の交通渋滞に対する取組の状況につ
いて整理した。
・
「大会輸送影響度マップ」
（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）
・「重点取組地区」（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）
・「第８回

輸送連絡調整会議【資料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)」
（令和元年６月

東京都・組織委員会）

・「都庁2020アクションプラン」（平成31年４月

東京都）

エ．東京都等の計画等の状況
調査は、「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～」（平
成28年12月

東京都）等の既存資料の整理によった。
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4)

調査結果

ア．交通量等の状況
(ｱ) 交通量の状況
主な関係者輸送ルートは、表9.1.17-2(1)及び(2)、図9.1.17-1(1)～(11)に示すとおり
である。関係者輸送ルートは、主に高速道路を設定しており、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している。
表 9.1.17-2(1) 主な関係者輸送ルート
区分
東京圏会場

道路種別
高速自動車国道

都市高速道路

一般国道

都道府県道

道路名(通称名)
東京外環自動車道
中央自動車道
関越自動車道
東北自動車道
東関東自動車道
新空港自動車道
首都高速都心環状線
首都高速３号渋谷線
首都高速４号新宿線
首都高速５号池袋線
首都高速６号向島線
首都高速９号深川線
首都高速10号晴海線
首都高速11号台場線
首都高速湾岸線
首都高速埼玉大宮線
首都高速埼玉新都心線
首都高速神奈川１号横羽線
首都高速神奈川５号大黒線
首都高速神奈川７号横浜北線
国道１号(日比谷通り)
国道14号(京葉道路)
国道16号(京葉道路)
国道20号(甲州街道)
国道122号
国道126号(千葉東金道路)
国道246号(青山通り)
国道357号(湾岸道路)
国道468号(圏央道)
都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線(有明通り)
都道306号王子千住南砂町線(明治通り)
都道308号千住小松川葛西沖線(船堀街道)
都道311号環状八号線(環八通り)
都道319号環状三号線(外苑東通り)
都道402号錦町有楽町線
都道406号皇居前鍛冶橋線
都道418号北品川四谷線(外苑西通り)
都道463号上野月島線(清澄通り)
都道474号浜町北砂町線(清洲橋通り)
都道482号台場青海線
都道484号豊洲有明線(環二通り)
埼玉県道88号和光インター線
埼玉県道261号笠幡狭山線
千葉県道15号千葉船橋海浜線
千葉県道30号飯岡一宮線(九十九里ビーチライン)
神奈川県道13号横浜生田線
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24時間交通量
76,053～93,065
93,073
91,725～98,696
93,057～95,066
49,152～111,141
10,691～27,117
22,348～120,258
66,742～108,193
64,295～105,158
60,004～156,986
107,583～138,188
44,522～58,311
10,189
45,964～57,887
41,549～163,404
18,929～50,550
5,541～18,929
50,679～89,876
13,460
－
44,467
105,297
81,311～93,339
39,929
36,933～53,289
24,379～28,729
45,876
25,596～48,163
61,249
27,840
38,816
27,718
70,648
29,481
27,835
38,052
21,427
18,208～20,204
18,502
4,294
35,252
6,376
11,745
12,083
5,135～7,246
7,575～41,746

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

表 9.1.17-2(2) 主な関係者輸送ルート
区分
地方会場
北海道
(東京圏外)

道路種別
高速自動車国道
一般国道
都道府県道
高速自動車国道
一般国道

道路名(通称名)
24時間交通量
道央自動車道
22,620～51,690
国道５号
34,323～42,435
道道130号新千歳空港線
3,744
宮城県
東北自動車道
32,348～37,279
国道47号(仙台北部道路)
17,070
国道48号(仙台西道路)
55,131
都道府県道
宮城県道３号塩釜吉岡線
11,641
福島県 一般国道
国道４号
38,056
国道13号
27,171
国道115号
19,218～22,751
都道府県道
福島県道５号上名倉飯坂伊達線
9,994
茨城県 高速自動車国道
東関東自動車道
12,468
一般国道
国道51号
9,645
国道124号
36,540
都道府県道
茨城県道50号水戸神栖線
31,800
茨城県道256号鹿島港潮来インター線
11,777
神奈川県 一般国道
国道１号(西湘バイパス)
36,324
国道134号
24,533～47,758
都道府県道
神奈川県道305号江の島線
－
静岡県 一般国道
国道136号(修善寺道路)
7,875～30,358
都道府県道
静岡県道19号伊東大仁線
6,364～13,423
注1)東京圏会場とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市)にあり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)
2)地方会場(東京圏外)とは、北海道、宮城県、福島県、茨城県、神奈川県(藤沢市)、静岡県にあり分村・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)
3)24時間交通量は、「平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査」における調査結果を示し、同一の関係者輸送ルート上に
複数の調査地点がある場合は、最小値と最大値を示す。－は、交通量調査を実施していないことを示す。
出典：「第5回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」（平成30年４月 組織委員会）、「第2回 北
海道輸送連絡調整会議資料」
（平成30年３月 組織委員会）
、
「第4回 宮城県輸送連絡調整会議資料」
（令和元年８月 組
織委員会）、「第4回 福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）、「第4回 茨城県輸送連絡調整会議
資料」
（令和元年８月 組織委員会）
、
「第2回 神奈川県輸送連絡調整会議資料」
（平成30年４月 組織委員会）
、
「第4回
静岡県輸送連絡調整会議資料」
（令和元年７月 組織委員会）
、
「平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査」
（2019年８
月１日参照 国土交通省ホームページ）http://www.mlit.go.jp/road/census/h27/をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルー
ト【素案】
」（平成 30 年４月 組織委員会）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

図 9.1.17-1(2)
関係者輸送ルート
(埼玉県)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルー
ト【素案】
」（平成 30 年４月 組織委員会）をもとに作成
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図 9.1.17-1(3)
関係者輸送ルート
(千葉県)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「第 5 回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルー
ト【素案】
」（平成 30 年４月 組織委員会）をもとに作成
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図 9.1.17-1(4)
関係者輸送ルート
(横浜市)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「第 5 回
ト【素案】
」（平成 30 年４月 組織委員会）をもとに作成
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輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルー

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

図 9.1.17-1(5)
関係者輸送ルート
(北海道)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「第 2 回 北海道輸送連絡調整会議資料」
（平成 30 年３月 組織
委員会）をもとに作成
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図9.1.17-1(6)

交通量図＋関係者輸送ルート（宮城県）

出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、「第４回 宮城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織
委員会）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

図 9.1.17-1(7)
関係者輸送ルート
(福島県)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「第 4 回
委員会）をもとに作成
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福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

図 9.1.17-1(8)
関係者輸送ルート
(茨城カシマスタジアム)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「第 4 回
委員会）をもとに作成
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茨城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

図9.1.17-1(9)

交通量図＋関係者輸送ルート（神奈川県）

図 9.1.17-1(9)
関係者輸送ルート
(神奈川県)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「第 2 回 神奈川県輸送連絡調整会議資料」
（平成 30 年４月 組
織委員会）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

図 9.1.17-1(10)
関係者輸送ルート
(静岡県)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「第 4 回 静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織
委員会）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「第 4 回 静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月 組織
委員会）をもとに作成
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(ｲ) 交通渋滞の状況
a．都内における交通渋滞の状況
競技会場が集中する都内における1999年度(平成11年度)から2010年度(平成22年度)
にかけての一般道の混雑度別の延長割合の推移は、図9.1.17-2に示すとおりである。
区部、多摩部ともに混雑は減少傾向にあり、2010年度(平成22年度)の混雑度1.25以上
の割合は、1999年度(平成11年度)と比較して、区部で34％から22％、多摩部で38％か
ら18％へと減少している。
混雑度

混雑度（交通量と交通容量から算定される指標）
1.0未満：円滑に走行が可能であり、渋滞はほとんどない。
1.0～1.25：ピーク時に渋滞が発生。
1.25～1.75：ピーク時だけでなく、ピークを中心とした連続的な渋滞が発生。
1.75以上：慢性的な混雑状態。
出典：「道路交通センサス（各年度版）」（国土交通省）

図9.1.17-2

混雑度別延長割合の推移（一般道）

また、都内の2013年(平成25年)から2017年(平成29年)にかけての一般道及び首都高
速道路の交通渋滞発生状況は、図9.1.17-3に示すとおりである。
一般道における渋滞距離は、2013年(平成25年)で137kmであったものが2017年(平成
29年)には125km(対2013年(平成25年)比91％)となり、減少傾向を示している。速度は
22.6km/hから23.1km/hに若干増加している。
首都高速道路における渋滞距離は、2013年(平成25年)で81㎞であったものが2017年
(平成29年)には73㎞(対2013年(平成25年)比90％)となり、減少傾向を示している。速
度は39.0km/hから40.8km/hに若干増加している。
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出典：「平成29年中の都内の交通渋滞統計(一般道路、首都高速道路)」（2019年８月１日参照 警視庁ホームページ）
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/jokyo_tokei/tokei_jokyo/ippan.html

図 9.1.17-3

一般道路及び首都高速道路の年次別交通渋滞発生状況（平日）

a．競技会場周辺の主要渋滞箇所1
競技会場周辺の主要渋滞箇所は、図9.1.17-4(1)～(21)に示すとおりである。
東京都内では、オリンピックスタジアム・東京体育館、国立代々木競技場、皇居外苑・
東京国際フォーラム、国技館、馬事公苑、武蔵野の森総合スポーツプラザ・東京スタジ
アム、有明アリーナ、有明体操競技場・有明アーバンスポーツパーク・有明テニスの森、
大井ホッケー競技場、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・東京
辰巳国際水泳場の周辺に主要渋滞箇所が存在する。
東京都外では、埼玉スタジアム2002、横浜スタジアム、横浜国際総合競技場の周辺に
主要渋滞箇所が存在する。

1 主要渋滞箇所は、国土交通省が渋滞関係データから渋滞が多発している箇所や特定日に混雑している箇所を抽出し、
特定したもの。
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・競技会場の南側及び西側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(1)
主要渋滞箇所
(オリンピックスタジアム・東京体育館)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の東側及び西側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(2)
主要渋滞箇所
(国立代々木競技場)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場周辺に主要渋滞箇所は存在しない。

図 9.1.17-4(3)
主要渋滞箇所
(日本武道館)
出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の北側、南側及び西側の交差点に主要渋滞箇所が存在
する。

図 9.1.17-4(4)
主要渋滞箇所
(皇居外苑・東京国際フォーラム)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の東側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(5)
主要渋滞箇所
(国技館)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の北側、南側及び西側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(6)
主要渋滞箇所
(馬事公苑)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の北側、東側及び西側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

武蔵の森総合スポーツプラザ・東京スタジアム武蔵の森総合スポーツプラザ・東京スタジ
アム

図 9.1.17-4(7)
主要渋滞箇所 (武蔵野の森総合スポー
ツプラザ・東京スタジアム)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の北側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(8)
主要渋滞箇所
(有明アリーナ)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の北側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(9)
主要渋滞箇所 (有明体操競技場・
有明アーバンスポーツパーク・
有明テニスの森)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場周辺に主要渋滞箇所は存在しない。

図 9.1.17-4(10)
主要渋滞箇所 (お台場海浜公園・潮風
公園・青海アーバンスポーツパーク
)
出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の南側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(11)
主要渋滞箇所
(大井ホッケー競技場)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場周辺に主要渋滞箇所は存在しない。

図 9.1.17-4(12)
主要渋滞箇所 (海の森水上競技場・
海の森クロスカントリーコース)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場周辺に主要渋滞箇所は存在しない。

図 9.1.17-4(13)
主要渋滞箇所
(カヌー・スラロームセンター)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成

- 556 -

競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の南側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(14)
主要渋滞箇所 (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・
東京辰巳国際水泳場)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）、
「東京都 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ
Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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競技会場周辺

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場周辺に主要渋滞箇所は存在しない。

図 9.1.17-4(15)
主要渋滞箇所
(幕張メッセ)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「千葉県 主要渋滞箇所」
（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ 道路(高速道路・
一般道路)Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場周辺に主要渋滞箇所は存在しない。

図 9.1.17-4(16)
主要渋滞箇所
(さいたまスーパーアリーナ)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「埼玉県 主要渋滞箇所」
（国土交通省）
、
「大会輸送影響度マップ 道路(高速道路・
一般道路)Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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・競技会場の北側及び東側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

ビーチ）

図 9.1.17-4(17)
主要渋滞箇所
(陸上自衛隊朝霞訓練場)
出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）
、「東京都 主要渋滞箇所」（国土交通省）、
「埼玉県 主要渋滞箇所」
（国土交通省）
、
「大会輸送影響度マップ 道路(高速道路・一般道路)Ver.2.0」（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場周辺に主要渋滞箇所は存在しない。

図 9.1.17-4(18)
主要渋滞箇所
(霞ヶ関カンツリー倶楽部)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「埼玉県 主要渋滞箇所」
（国土交通省）
、
「大会輸送影響度マップ 道路(高速道路・
一般道路)Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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・競技会場の南側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(19)
主要渋滞箇所
(埼玉スタジアム 2002)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」
（国土交通省）
、
「埼玉県 主要渋滞箇所」
（国土交通省）
、
「大会輸送影響度マップ 道路(高速道路・
一般道路)Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

・競技会場の北側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(20)
主要渋滞箇所
(横浜スタジアム)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）
、「神奈川県 主要渋滞箇所」
（国土交通省）
、
「大会輸送影響度マップ 道路(高速道
路・一般道路)Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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・競技会場の東側、南側及び西側の交差点に主要渋滞箇所が存在する。

図 9.1.17-4(21)
主要渋滞箇所
(横浜国際総合競技場)
出典：
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）
、「神奈川県 主要渋滞箇所」（国土交通省）、
「大会輸送影響度マップ 道路(高速道
路・一般道路)Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map をもとに作成
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イ．東京都の交通流円滑化の取組
(ｱ) 道路等の状況
東京都における一般国道、主要地方道、一般都道、区市町村道等の道路の総延長は、
図9.1.17-5に示すとおりである。前回大会の1964年(昭和39年)に19,590kmであったもの
が、2018年(平成30年)には24,623kmとなり、55年間で25％増加している。
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出典：「東京都統計年鑑」（2019年８月１日参照 東京都ホームページ）
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/tn-index.htm

図9.1.17-5

道路の総延長の推移（東京都）

(ｲ) 都市計画道路の整備
東京都等では、慢性的な渋滞等の様々な課題に対応するため計画的な都市計画道路の
整備を進めている。区部における都市計画道路ネットワーク形成経緯は、図9.1.17-6に、
多摩地域における都市計画道路ネットワーク形成経緯は、図9.1.17-7に示すとおりであ
る。
区部では、1981年(昭和56年)に第一次事業化計画、1991年(平成３年)に第二次事業化
計画、2004年(平成16年)に第三次事業化計画を策定している。多摩地域においては、1989
年(平成元年)に第一次事業化計画、1996年(平成８年)に第二次事業化計画、2006年(平成
18年)に第三次事業化計画を策定している。
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9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

出典：「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」（平成28年３月

図9.1.17-6

東京都・特別区・26市２町）

都市計画道路ネットワークの形成経緯（区部）
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出典：「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」（平成28年３月

図9.1.17-7

東京都・特別区・26市２町）

都市計画道路ネットワークの形成経緯（多摩地区）
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ウ．東京 2020 大会に向けた取組
東京都と組織委員会は、大会時に多数訪れる大会関係者や観客等に質の高い輸送サービス
を提供し、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っていく必要があるた
め、東京2020大会に向けて以下のような取組を実施している。
(ｱ) 2020TDM 推進プロジェクト
東京都、国及び組織委員会では、東京2020大会開催中における交通混雑緩和に向けた
交通需要マネジメント（TDM）2の取組を「2020TDM推進プロジェクト」として推進し、安
全・円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送と都市活動の安定との両立を目指している。
「2020TDM推進プロジェクト」では、大会開催中に何も交通対策を行わなかった場合に、
道路に生じる影響についてまとめた「大会輸送影響度マップ」3を公表するとともに、交
通需要マネジメント（TDM）推進に向けた企業向け説明会の開催、テレワーク導入等に関
するコンサルタントによる無料相談、サテライトオフィス設置等に対する補助金事業を
実施している。また、各企業での「2020アクションプラン4」の作成を支援するため、
「ア
クションプラン作成支援の簡易ツール」と「TDMハンドブック」
（令和元年７月

2020TDM

推進プロジェクト運営事務局）を提供している。
高速道路及び一般道路における大会輸送影響度は、「大会輸送影響度マップ

道路(高

速道路・一般道路)Ver2.0」に示すとおりであり、表9.1.17-3に示す重点取組地区5では、
地区内に競技会場が存在しない地区も含め、全ての地区で移動する際の所要時間に遅れ
が生じる時間帯が出現している。その他の地区では、おおむね競技が実施される日時に
移動する際の所要時間に遅れが生じる時間帯が出現しているが、都内の世田谷周辺、練
馬周辺、調布周辺では、競技が実施されない日時においても移動する際の所要時間に遅
れが生じる時間帯が出現している。
また、競技会場等が集中する臨海部は、特に大会関係車両による交通量の増加が予想
される一方、臨海部はコンテナふ頭を利用する物流関係車両を始めとして交通量の集中
するエリアとなっている。そのため、臨海部の交通混雑の詳細な情報を「大会輸送影響
度マップ

道路(臨海部)Ver1.0」として情報提供し、有明・台場地域を迂回する東京港

臨海道路の利用や早朝や夜間の輸送の有効性を発信している。

2 交通需要マネジメント（Travel Demand Management:TDM）は、自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換
など、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などの交通需要の調整を行うことにより、道路
交通の混雑を緩和していく取組。東京2020大会においては、道路交通だけでなく、鉄道等の公共交通機関も含めた
交通需要調整の取組のことを指す。
3 大会輸送影響度マップ：https://2020tdm.tokyo/map/
なお、大会輸送影響度マップは、一定の前提を置き、
「何も交通対策を行わなかった場合」に生じる影響についてま
とめたものであり、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ない。
4 2020アクションプラン：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もの。
5 重点取組地区とは、活発な経済活動の維持を図るため、「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」という観点から抽出した地区。
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表9.1.17-3
重点取組
地区

その他

地区
①新宿
②渋谷
③品川
④浜松町・田町
⑤新橋・汐留
⑥大手町・丸の内・有楽町
⑦八重洲・日本橋
⑧神田・秋葉原・お茶ノ水
⑨九段下・飯田橋
⑩番町・麹町
⑪青山・表参道
⑫赤坂・六本木
⑬霞ヶ関・虎ノ門
⑭晴海・有明・台場
・豊洲・大井ふ頭

⑮池袋
⑯大崎
東京都

埼玉県

千葉県
神奈川県

両国周辺
世田谷周辺
練馬周辺
調布周辺
浦和周辺
さいたま新都心周辺
川越周辺
釣ヶ崎海岸周辺
幕張周辺
新横浜周辺
横浜周辺

一般道路の地区区分
地区内または周辺の競技会場
－

国立代々木競技場
－
－
－
皇居外苑、東京国際フォーラム
－
－
日本武道館
－
オリンピックスタジアム、東京体育館
－
－
有明アリーナ、有明体操競技場、有明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、潮風公園、青海アーバンスポーツパーク、大井ホッ
ケー競技場、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、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、東京辰巳国際水泳場
－
－
国技館
馬事公苑
陸上自衛隊朝霞訓練場
武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京スタジアム、武蔵野の森公園
埼玉スタジアム2002
さいたまスーパーアリーナ
霞ヶ関カンツリー倶楽部
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
幕張メッセ
横浜国際総合競技場
横浜スタジアム

注)重点取組地区の番号は、図9.1.17-8の番号に対応する。
出典：「重点取組地区」（2019年８月１日 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）
https://2020tdm.tokyo/juten/index.html
「大会輸送影響度マップ」（2019年８月１日 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）
https://2020tdm.tokyo/map/をもとに作成

出典：「重点取組地区」（2019年８月１日 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）
https://2020tdm.tokyo/juten/index.html
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図9.1.17-8

重点取組地区

(ｲ) 交通システムマネジメント（TSM）
東京2020大会開催中は、交通需要マネジメント（TDM）のほか、TDMの効果等を踏まえ、
状況に応じた段階的・局所的な交通システムマネジメント（TSM）を計画・実施する。
交通システムマネジメント（TSM）の実施イメージは、図9.1.17-9に示すとおりであり、
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、関係者輸送ルートの円滑な交通状況を維持する。

出典：「第８回 輸送連絡調整会議【資料 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)」
（令和元
年６月 東京都・組織委員会）

図9.1.17-9

交通システムマネジメント（TSM）による流入調整のイメージ
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(ｳ) 交通マネジメント推進に向けた 2019 年(令和元年)夏の試行
東京2020大会開催中の交通混雑緩和に向けた取組を総合的にテストするため、2019年
(令和元年)７月22日(月)から９月６日(金)に交通需要マネジメント（TDM）や交通システ
ムマネジメント（TSM）を試行した。試行期間のうち、オリンピック・パラリンピックの
期間に相当する７月22日(月)から８月２日(金)及び８月19日(月)から８月30日(金)を集
中取組期間とした。
交通需要マネジメント（TDM）の主な試行内容は、企業等への働きかけ、政府・都庁の
取組等である。また、試行期間のうち、オリンピック開会式の１年前である2019年(令和
元年)７月24日(水)、期間中に交通量が多いと予想される７月26日(金)には、交通システ
ムマネジメント（TSM）の試行として、高速道路での本線料金所での流入調整及び入口閉
鎖による本線流入調整、一般道での環七通り内側への流入抑制（信号調整）を実施した。
今後は、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
策の検討等を行う。
(ｴ) 大会開催中の交通混雑緩和に向けた「都庁 2020 アクションプラン」
東京都は、快適な通勤環境や企業の生産性の向上を図る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、全ての人々がいきいきと働き、活躍できる社会
の実現に向け、2020大会の交通混雑緩和に向けた交通需要マネジメント（TDM）とテレワ
ーク、時差Bizなどの取組を一体的に推進している。
2019年(平成31年)４月には、大会開催中の交通混雑緩和に向けた「都庁2020アクション
プラン」を取りまとめた。
「都庁2020アクションプラン」の取組内容は、表9.1.17-4(1)及
び(2)に示すとおりであり、オリンピック及びパラリンピック期間中の取組のほか、各局
と連携した企業や団体等へのTDMの周知や東京都施設等での来庁者へのTDMの周知等の取
組については、大会時まで継続的に実施中である。また、オリンピック・パラリンピック
の期間に相当する2019年(令和元年)７月22日(月)から８月２日(金)及び８月19日(月)か
ら８月30日(金)までの集中取組期間については、「都庁2020アクションプラン」の取組を
大会時を想定して実施した。
表9.1.17-4(1)
取組項目
年休・夏休の計画的
取得
時差出勤・フレック
スタイム・テレワー
クの実施

計画的な業務執行
による期間中の移
動の回避

都庁2020アクションプランの取組内容

取組内容
職員（都立学校教員を含む）に、年休と夏休の計画的な取得を推
奨する。
大会期間中にオフピーク通勤を実施する。
（テレワークや時差出勤、フレックスタイム等）
テレワークについて、大会関連業務や都民との直接対応が必要な
職員を除いた本庁職員（本庁職員の約半数の5,000人程度）が週
１回以上実施する。
競技会場が集中する臨海部や競技会場周辺等への出張や現場視
察等のほか、会議を大会前後に実施するなど、大会期間中の実施
を控える。
大会期間中は、事業者の来訪を受けないよう業務の調整を図る。
都民に送付する文書を大会前後に郵送するなど、期間中の送付を
避ける。
他自治体等からの行政視察等に関して、大会期間中を避けるよう
日程変更の協力依頼を行う。

出典：「都庁2020アクションプラン」（平成31年４月

東京都）

- 571 -

取組期間
大会時まで
・オリンピック期間の平日
・パラリンピック期間の平日

・オリンピック期間
・パラリンピック期間

9.1 全体計画 9.1.17 交通渋滞

表9.1.17-4(2)

都庁2020アクションプランの取組内容

取組項目
研修等の実施時期
の変更
庁有車利用の抑制

取組内容
例年７月中旬から９月上旬に実施している研修を、大会期間中の
実施を避けるよう2020年度の研修計画を策定する。
大会期間中は、庁有車の利用を控える。利用する場合も高速道路
の利用を控え、競技会場周辺等を避けたルートを通行する。
備品やコピー用紙、 在庫管理を徹底し、事務用品全般やコピー用紙を大会前にまとめ
広 報 誌 等 の 納 品 時 て納品することで、大会期間中に納品しない。
期の変更
広報誌やチラシ・パンフレット、ポスター等の印刷物を大会前後
に納品するなど、大会中に納品しないよう調整を図る。
コピー用紙・ごみの 大会期間中のごみ総量を削減する。
削減、水筒・弁当箱 •会議資料の電子化、両面コピーの徹底、資料の最低限印刷等に
持参等の推奨
より、コピー用紙の使用量を削減し、紙廃棄量を抑制
•古紙(雑誌・段ボール等)やシュレッダー紙等を大会前後にまと
めて搬出し、大会中の搬出を控える
•水筒・弁当箱の持参を職員に呼びかける
各 局 と 連 携 し た 企 都の政策連携団体や関係事業者のほか、イベントや会議等の参加
業や団体等へのTDM 企業に、TDMチラシ等を配布し、「2020TDM推進プロジェクト」の
の周知
登録や交通混雑緩和の協力を呼びかける。
都 施 設 等 で の 来 庁 都民が訪れる都施設や都庁各局の受付窓口等で、TDMチラシの配
者へのTDMの周知
布やポスターの掲示等により、大会時の交通混雑緩和に向けた周
知を実施する。
都 庁 発 注 工 事 の 調 大会関係地域等（会場周辺や大会関係者輸送ルート、観客輸送ル
整
ート、重点取組16地区等）において、路上工事の調整に関する具
体策を検討し実施する。
（発注時期調整、夜間振替、一時休止等）
競技会場や大会関係者輸送ルート等がない区部や多摩地域（圏央
道内側）において、工事関係車両の削減に関する具体策を検討し
実施する。（発注時期調整、工事車両の出入り時間の調整、夜間
振替等）
出典：「都庁2020アクションプラン」（平成31年４月

東京都）
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取組期間
2019年度中に調整、2020年5月頃
までに決定
・オリンピック期間
・パラリンピック期間
・オリンピック期間
・パラリンピック期間
大会時まで随時調整
・オリンピック期間
・パラリンピック期間

大会時まで実施

大会時まで実施

・オリンピック開会式前日から
閉会式翌日まで
・パラリンピック開会式前日か
ら閉会式翌日まで
・オリンピック期間の平日
・パラリンピック期間の平日
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エ．東京都等の計画等の状況
交通渋滞に関する計画等については、表9.1.17-5に示すとおりである。
表9.1.17-5

交通渋滞に関する計画等

関係計画等
目標・施策等
都民ファーストでつくる「新 ○交通・物流ネットワークの形成
しい東京」～2020 年に向けた
三環状道路が約９割開通するなど、東京オリンピック・パラリンピック競技大
実行プラン～
会を支える道路の整備を強化し、その後も首都東京の潜在力を最大限生かす骨格
(平成 28 年 12 月 東京都)
幹線道路などの道路ネットワークの充実を図り、東京の最大の弱点である渋滞を
大きく改善することで、人やモノのスムーズな流れを実現する。
「３つのシティ」の実現に向
No.
政策目標
目標年次
目標値
けた政策の強化（2019 年度）
１
整備率
2020 年度 約９割開通
三環状道
～2020 年に向けた実行プラン
２
外環道（関越道～東名高速） 2020 年
整備促進
路の整備
～
３
圏央道
2020 年度 約９割開通
（平成 31 年 1 月 東京都）
中央道の
４
調布付近
2019 年
渋滞緩和
渋滞対策
５ 首都高晴海線（豊洲～晴海間）
2017 年度 完成
６
国道 357 号
2018 年度 東京港トンネル全線開通
７
区部環状・放射道路
2020 年度 環状 95％、放射 96％整備
８
多摩南北・東西道路
2020 年度 南北 89％、東西 74％整備
幹線道路
９
区部環状・放射道路・多摩南北道路
2024 年度 おおむね完成
ネットワ
10
多摩東西道路
2024 年度 約８割完成
ークの形
404 か所の踏切を
11 成
2020 年度
除却(累計)
連続立体交差事業
446 か所の踏切を
12
2024 年度
除却(累計)
・三環状道路をはじめとする高速道路ネットワーク
➢
三環状道路の整備を一層促進し、京浜三港や首都圏の空港など陸・海・空
の拠点を結ぶ広域的な高速道路ネットワークを整備する。
・幹線道路ネットワーク
➢
東京の防災力を高め、潜在力を引き出す幹線道路ネットワークを形成する
ため、区部放射・環状道路、多摩南北道路を 2024 年度までにおおむね完
成させる。
・連続立体交差事業の推進
➢
多数の踏切を除却して道路ネットワーク形成を促進するとともに、交通渋
滞や地域分断を解消し、地域の活性化や防災性の向上を図る。
・渋滞対策などの交通円滑化
➢
東京 2020 大会に関連する道路における信号機の多現示化や、アクセシブ
ルルートにおける視覚障害者用付加装置の設置等を通して、道路交通の円
滑化と、誰もが円滑かつ快適に利用できるバリアフリー化を推進する。
・歩行者区間の整備
➢
歩行者の通行を優先し、通過交通を抑制するゾーン 30 地区の拡大や、地
区内の荷捌き車両への対応などに取り組み、より安全な歩行者空間を確保
する。
東京における都市計画道路の 都市計画道路は、多様な機能を有する都市を形成する最も基本的なインフラであり、
整備方針（第四次事業化計画） 成熟した首都東京の魅力づくりと国際競争力の強化、防災性の向上の観点から、重要
（平成 28（2016）年３月 東 な施設である。東京都が目指すべき将来像の実現に向け、都市計画道路の整備に関わ
京都・特別区・26 市２町）
る基本目標を以下のとおり設定する。
・都市活力の強化
・都市防災の強化
・安全で快適な都市空間の創出
・都市環境の向上
本指針の計画期間は、2016 年度（平成 28 年度）から 2025 年度（令和７年度）まで
の 10 年間とする。
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(2) 予測
1)

予測事項
予測事項は、大会開催中の交通の状況とした。
なお、東京 2020 大会開催中の鉄道駅の混雑については、「9.1.18 公共交通へのアクセシビ

リティ」で対象とし、ここでは、関係者輸送ルート及びその周辺の範囲の自動車交通の状況
を対象とした。
2)

予測地域
予測地域は、大会開催中の関係者輸送ルート及びその周辺の範囲とした。

3)

予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての東京都等の取組や活動状況を参考として、

東京 2020 大会開催中の交通の状況を類推する方法とした。
4)

予測結果
大会開催中は、選手等の関係者の輸送のため、都内や都外の高速道路や一般道路における所

要時間が長くなる箇所、時間帯が生じることが考えられる。都内においては、重点取組地区で
は、地区内に競技会場が存在しない地区も含め、全ての地区で移動する際の所要時間に遅れ
が生じる時間帯が出現する可能性がある。その他の地区では、おおむね競技が実施される日
時に移動する際の所要時間に遅れが生じる時間帯が出現すると考えられるが、世田谷周辺、
練馬周辺、調布周辺では、競技が実施されない日時においても移動する際の所要時間に遅れ
が生じる時間帯が出現する可能性がある。
このため、選手等の大会関係者を輸送する関係者輸送ルートであるオリンピック・ルート・
ネットワーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）は、市民の生活や
都市活動に与える影響も含めて考慮して高速道路を主として設定されている。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通
機関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による
来場の抑制を徹底することを目指している。
東京都、国及び組織委員会では、交通混雑緩和に向けた交通需要マネジメント（TDM）の取
組を「2020TDM 推進プロジェクト」として推進し、大会開催中は、交通需要マネジメント（TDM）
のほか、TDM の効果等を踏まえ、状況に応じた段階的・局所的な交通システムマネジメント（TSM）
を計画・実施する。これらの交通需要マネジメント（TDM）や交通システムマネジメント（TSM）
については、2019 年(令和元年)に試行し、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を行う。
また、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄
道などの公共交通も含めた交通需要マネジメント（TDM）における取組を促すよう説明会を行
う等の情報発信を行うことにより、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に働きかけて
いる。
これらのことから、東京 2020 大会に係る円滑な輸送を実現しつつ、大会開催中の都市交通
への影響を極力低減する取組は図られているものと予測する。
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(3) ミティゲーション
1)

輸送計画全般に係る取組
・大会開催中の選手等の関係者輸送ルートを設定する。設定に当たっての基本コンセプトは
以下の３点である。関係者輸送ルートを設定することにより大会関係車両の安全、円滑、
迅速な輸送サービスを提供するとともに、大会関係車両が一般車両に混入することによる
交通渋滞の低減を図る。
①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。
②一般道においては、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。
③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。
・観客、会場スタッフの移動には、公共交通機関（鉄道、バス等）を最大限活用することに
より、小型車両での分散した移動を抑制するほか、一部の競技会場では、シャトルバスに
よる観客輸送を行う。
・東京 2020 大会開催中は、交通需要マネジメント（TDM）のほか、TDM の効果等を踏まえ、
状況に応じた段階的・局所的な交通システムマネジメント（TSM）を計画・実施する。
・東京 2020 大会開催中の交通混雑緩和に向けた取組を総合的にテストするため、2019 年(令
和元年)７月 22 日(月)から９月６日(金)に交通需要マネジメント（TDM）や交通システム
マネジメント（TSM）を試行した。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を行う。
・競技会場周辺には、トラフィックペリメーター（境界）を設定し、一般交通の通過交通の
進入を抑制するため、一般車両の迂回道路として、トラフィックペリメーター外側の幹線
道路を設定する。迂回道路となる幹線道路上の歩道橋に横断幕の設置や、既存の交通情報
板から情報発信を行い、広域的に車両の迂回を促すとともに、円滑な一般車両の誘導のた
め、迂回案内看板や必要に応じ交通誘導員等を配置する。

2)

個別競技会場周辺での取組
・競技会場周辺の道路が、交通容量の小さい２車線道路が多い馬事公苑については、シャ
トルバスによる観客の輸送を検討している。

3)

その他の取組
・東京 2020 大会輸送と企業活動との両立に向けて、企業向け説明会の開催、テレワーク導
入等に関するコンサルタントによる無料相談等を実施している。また、各企業での「2020
アクションプラン」の作成を支援するため、「アクションプラン作成支援の簡易ツール」
と「TDM ハンドブック」（令和元年７月

2020TDM 推進プロジェクト運営事務局）を提供

している。
・快適な通勤環境や企業の生産性の向上を図る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、全ての人々がいきいきと働き、活躍できる社会の実現に向け、
東京 2020 大会の交通混雑緩和に向けた交通需要マネジメント（TDM）とテレワーク、時差
Biz などの一体的な取組の推進を目指して、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に
働きかけている。
・2019 年(令和元年)夏の試行期間と、大会本番となる 2020 年(令和２年)夏の期間における、
物流の効率化、配送ルートの変更、荷さばき時間帯の変更など効率的な物流につながる取
組を、東京都と組織委員会が連携して企業に働きかけている。
・大会開催中の交通混雑緩和に向けた都庁自らの取組として、「都庁 2020 アクションプラ
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ン」に基づき、年休・夏休の計画的取得、時差出勤・フレックスタイム・テレワークの
実施、庁有車利用の抑制、都庁発注工事の調整等を行う。また、最重点取組として、2019
年(令和元年)夏季より、都庁完全オフピークの実施、出勤者の徹底抑制、本庁職員全員
のテレワークの実施を行う。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、東京 2020 大会開催中の交通渋滞に対する配慮が事業者の実施可能な範囲で
最大限行われることとした。
2) 評価の結果
選手等の大会関係者を輸送する関係者輸送ルートであるオリンピック・ルート・ネットワー
ク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク（PRN）は、市民の生活や都市活動に与
える影響も含めて考慮して高速道路を主として設定されていることから、一般交通への影響を
低減する効果がある。
観客・大会スタッフについては、各会場別の交通環境や競技時間などを踏まえ、公共交通機
関（鉄道、バス等）及びシャトルバスによる輸送を前提に計画しており、自家用車による来場
の抑制を徹底することを目指していることから、会場周辺への一般交通への影響の低減も図ら
れる。
また、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄道
などの公共交通も含めた交通需要マネジメント（TDM）における取組を促すよう説明会を行う
等の情報発信を行うことにより、東京都と組織委員会が連携して企業・個人に働きかけている。
以上のように、大会関係車両及び通常の都市活動による一般交通への影響低減にもつながる
取組を、東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、東京 2020 大
会開催中の交通渋滞に対する配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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.1.18 公共交通へのアクセシビリティ
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.18-1に示すとおりである。
表 9.1.18-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①公共交通機関の状況
東京 2020 大会の開催に伴い、公共交通へのア
②東京 2020 大会に向けた取組 クセシビリティの変化が考えられることから、
②規制等の状況
左記の事項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、全競技会場の範囲とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京2020大会の競技開催日の競技会場周辺の鉄道駅は、多数の観客の利用が考えられる。
そのため、本評価書案では、大会開催中の「ア．公共交通機関の状況」
、
「イ．大会に向けた
取組」及び「ウ．規制等の状況」を調査した。
ア．公共交通機関の状況
調査は、以下の資料から競技会場周辺の公共交通機関の状況を整理した。
・
「第５回輸送連絡調整会議【資料4-2-3】東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（組織委員会ホームページ）
・「第７回輸送連絡調整会議【資料2-3】競技会場のグロスキャパシティ」（組織委員会ホ
ームページ）
・「国土数値情報 駅別乗降客数データ」
（国土交通省国土政策局国土情報課）
・「第３回北海道輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
・「第３回宮城県輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
・「第３回福島県輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
・「第３回茨城県輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
・「第３回神奈川県輸送連絡調整会議資料」（組織委員会ホームページ）
・「第３回静岡県輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
・
「第６回輸送連絡調整会議【資料3-2】観客輸送ルートの検討状況（埼玉県、千葉県、横
浜市の各会場）
」
（組織委員会ホームページ）
イ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、以下の資料から東京都等による大会開催中の交通に対する取組の状況について
整理した。
・「重点取組地区」（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）
・
「大会輸送影響度マップ」
（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）
・「第８回

輸送連絡調整会議【資料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)」
（令和元年６月

東京都・組織委員会）
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・「都庁2020アクションプラン」（平成31年４月

東京都）

ウ．規制等の状況
調査は、以下の資料から大会開催中の競技会場周辺の規制の状況を整理した。
・
「第７回輸送連絡調整会議【資料4】会場周辺における交通対策（案）」
（組織委員会ホー
ムページ）
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4) 調査結果
ア．公共交通機関の状況
東京 2020 大会の競技会場における観客利用想定駅及び競技日程は、
表 9.1.18-2(1)及び(2)
に示すとおりである。東京都では、大会開催中に何も交通対策を行わなかった場合に、鉄
道に生じる影響についてまとめ、大会開催中の鉄道利用を考える際の参考となる「大会輸
送影響度マップ」1を公表している。鉄道駅における大会輸送影響度は、「大会輸送影響度
マップ

鉄道(路線・駅)Ver2.0」に示すとおりであり、これらの競技開催日の競技会場周

辺の鉄道駅は、多数の観客の利用が考えられる。
表 9.1.18-2(1) 各競技会場における観客利用想定駅及び競技日程
競技会場（グロスキャパシティ）
オリンピックスタジアム
（新国立競技場）（68,000 人）
東京体育館（7,000 人）

観客利用想定駅
JR
都営地下鉄
東京メトロ

国立代々木競技場（10,200 人）
日本武道館（11,000 人）

東京国際フォーラム（5,000 人）
国技館（※）
馬事公苑（9,300 人）

JR
東京メトロ
都営地下鉄
東京メトロ
JR
東京メトロ
JR
都営地下鉄
小田急
東急

東京スタジアム（48,000 人）
武蔵野の森総合スポーツプラザ
（7,200 人）
有明アリーナ（15,000 人）

有明体操競技場（12,000 人）
有明アーバンスポーツパーク
（7,000 人）
有明テニスの森（19,900 人）
お台場海浜公園（5,500 人）
潮風公園（12,000 人）
青海アーバンスポーツパーク
（8,400 人）

京王

東京メトロ
東京臨海新交通

信濃町駅
千駄ケ谷駅
国立競技場駅
青山一丁目駅
外苑前駅
青山一丁目駅
北参道駅
原宿駅
明治神宮前〈原宿〉駅
九段下駅
九段下駅
竹橋駅
有楽町駅
有楽町駅
両国駅
両国駅
経堂駅
千歳船橋駅
桜新町駅
用賀駅

乗降客数
(人/日)
51,192
35,988
9,285
76,116
78,309
115,907
23,051
147,466
103,552
106,043
170,878
49,452
334,848
172,303
77,802
32,739
76,363
57,112
70,588
63,204

西調布駅

17,009

飛田給駅

24,364

東京臨海高速鉄道
東京臨海新交通

豊洲駅
豊洲駅
新豊洲駅
東雲駅
有明テニスの森駅

208,012
24,003
4,522
13,100
3,237

東京臨海高速鉄道

国際展示場駅

68,500

東京臨海新交通

お台場海浜公園駅
台場駅
東京国際ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾐﾅﾙ駅
東京テレポート駅
大井競馬場前駅
葛西臨海公園駅

17,488
24,252
3,682
63,600
10,034
26,650

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

競技日程
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

7/24～8/ 9

8/25～9/ 6

7/25～8/ 9

8/26～8/30
9/ 2～9/ 6

7/25～8/ 1
8/ 6～8/ 8

8/28～8/30

7/25～7/29
8/ 1～8/ 5
7/25～8/ 2
8/ 4～8/ 9
7/25～7/26
7/28～7/29
7/31～8/ 1
8/ 3～8/ 5
8/ 7～8/ 8
7/22～7/23
7/25～8/ 3
8/ 6～8/ 8

8/27～8/31
－

8/27～8/31

8/26～8/30

7/25～8/ 9

8/27～9/ 6

7/25～8/ 9

8/28～9/ 5

7/25～8/ 8

8/29～9/ 1
9/ 3
9/ 5

東京臨海高速鉄道
大井ホッケー競技場（15,000 人）
東京モノレール
7/25～8/ 7
－
カヌー・スラロームセンター
JR
7/26～7/31
－
（7,500 人）
夢の島公園アーチェリー場
JR
潮見駅
26,190
新木場駅
148,300
（5,600 人）
東京アクアティクスセンター
東京メトロ
辰巳駅
29,975
7/24～8/ 9
8/26～9/ 5
（15,000 人）
新木場駅
107,955
東京辰巳国際水泳場（4,700 人）
東京臨海高速鉄道
新木場駅
63,700
注) 2018 年 11 月 30 日 IOC 理事会において、グロスキャパシティーの検討を含む、ボクシング協議の計画は凍結されているため、公表を行わない。
出典：
「第５回輸送連絡調整会議【資料 4-2-3】東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」（2019 年８月 1 日参照 組織委員会ホームペ
ージ）https://www.2020games.metro.tokyo.jp/2e511c5f4ef4117e3a9feb6828b10aa0.pdf、
「国土数値情報 駅別乗降客数データ」
（国土交
通省国土政策局国土情報課）、
「第７回輸送連絡調整会議【資料 2-3】競技会場のグロスキャパシティ」
（2019 年８月 1 日参照 組織委員会
ホームページ）をもとに作成

1 大会輸送影響度マップ：https://2020tdm.tokyo/map/
鉄道については、2020年の大会時の一般利用者及び観客・大会スタッフの鉄道利用状況に関する需要推計・分析を
行い、路線については混雑度合いを、駅については混雑や観客による影響をとりまとめている。
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表 9.1.18-2(2) 各競技会場における観客利用想定駅及び競技日程
競技会場（グロスキャパシティ）
札幌ドーム（41,000 人）

観客利用想定駅
JR
市営地下鉄

白石駅
新札幌駅
南郷 18 丁目駅
新さっぽろ駅
平岸駅
真駒内駅

宮城スタジアム（49,000 人）

JR

市営地下鉄

福島あづま球場（14,300 人）

茨城カシマスタジアム
（40,000 人）

さいたまスーパーアリーナ
（21,000 人）
霞ヶ関カンツリー倶楽部
（25,000 人）
埼玉スタジアム 2002
（64,000 人）

JR
阿武隈急行
福島交通
JR
JR・鹿島臨海鉄道

JR

仙台駅
利府駅
多賀城駅
仙台駅
泉中央駅
荒井駅
福島駅
福島駅
福島駅
鹿島神宮駅
鹿島サッカースタジ
アム駅

169,928
5,600
13,416
122,174
52,058
4,622
33,216
4,191
4,781
2,038
894

JR
埼玉高速鉄道

浦和美園駅

16,600

朝霞駅
和光市駅

幕張メッセ A・B・C ホール
（22,500 人）
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
（6,000 人）
横浜スタジアム（35,000 人）

JR

海浜幕張駅

JR

上総一ノ宮駅

JR
市営地下鉄
横浜高速鉄道

日本大通り駅

JR

新横浜駅

富士スピードウェイ（22,000 人）

8,460

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

競技日程
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

7/22～7/23
7/25～7/26
7/29

－

7/22
7/25
7/28～7/29
7/31～8/ 1

－

7/22～7/23
7/29

－

7/23
7/26
7/28
7/31～8/ 1
8/ 3～8/ 4
8/ 6

－

7/26～8/ 9

－

13,694

96,742
18,176
6,020

東武鉄道
東武鉄道・東京メトロ

江の島ヨットハーバー（3,600 人）

21,010

さいたま新都心駅
北与野駅
笠幡駅

陸上自衛隊朝霞訓練場（6,800 人）

横浜国際総合競技場
（72,000 人）

乗降客数
(人/日)
8,182
14,599
10,956

7/30～8/ 2
8/ 5～8/ 8
7/25～7/26
7/28～7/29
7/31～8/ 1
8/ 4
8/ 7

－

－

67,221
172,336

7/25～8/ 3

8/31～9/ 6

126,450

7/25～8/ 8

8/26～9/ 6

5,958

7/26～8/ 2

－

関内駅

109,950

関内駅

44,928

7/25～7/28
7/30～8/ 6
8/ 8

－

7/23
7/26
7/28～7/29
7/31～8/ 1
8/ 3
8/ 8

－

7/26～8/ 5

－

25,632
122,710

小机駅

20,672

市営地下鉄

新横浜駅

70,549

小田急
江ノ島電鉄
湘南モノレール
JR・小田急

片瀬江ノ島駅
江ノ島駅
湘南江の島駅
御殿場駅

21,440
7,579
4,576
－

7/25～7/26
7/29

9/ 1～9/ 4

伊豆ベロドローム（3,600 人）
JR・伊豆急行
伊東駅
15,352
7/27～7/28
伊豆マウンテンバイクコース
8/26～8/29
伊豆箱根鉄道
修善寺駅
3,124
8/ 3～8/ 9
（11,500 人）
出典：「第３回北海道輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）、
「第３回宮城県輸送連絡調整会議資料」（組織委員会ホームページ）、
「第３回福島県輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
、「第３回茨城県輸送連絡調整会議資料」（組織委員会ホームページ）
、
「第３回神奈川県輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
、
「第３回静岡県輸送連絡調整会議資料」
（組織委員会ホームページ）
、
「第６回輸送連絡調整会議【資料 3-2】観客輸送ルートの検討状況（埼玉県、千葉県、横浜市の各会場）
」
（2019 年８月 1 日参照 組織委員
会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/games/transportation/situation/、
「国土数値情報 駅別乗降客数データ」
（国土交通省国土
政策局国土情報課）
、「第７回輸送連絡調整会議【資料 2-3】競技会場のグロスキャパシティ」
（2019 年８月 1 日参照 組織委員会ホームペ
ージ）をもとに作成
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イ．東京 2020 大会に向けた取組
東京都と組織委員会は、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ってい
く必要があるため、東京 2020 大会に向けた取組を実施している。取組の内容は、
「9.1.17 交
通渋滞 (1) 現況調査 4) 調査結果 ウ．東京 2020 大会に向けた取組」に示したとおりで
ある。
ウ．規制等の状況
大会開催中は、図 9.1.18-1 に示すように競技会場の周辺にはセキュリティを確保するた
め、セキュリティペリメーター（会場を囲む物理的な境界線）を設置することから、大会関
係者や観客を除きセキュリティペリメーター内の立入りは禁止となる。セキュリティペリメ
ーターの設置範囲及び設置期間については検討中であり、詳細については、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、事前周知を図る。

出典：「第７回輸送連絡調整会議【資料 4】会場周辺における交通対策（案）
」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/e3b5f068c7c82b2169a56e07eb66ef8e.pdf

図 9.1.18-1 会場周辺の交通対策のイメージ図

- 581 -

9.1 全体計画 9.1.18 公共交通へのアクセシビリティ

(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、公共交通機関までのアクセス性の状況とした。
なお、公共交通機関から競技会場までのラストマイルにおける移動の安全のためのバリアフ
リー化の程度については、
「9.1.14 安全」で対象とし、ここでは、競技会場の周辺から公共交
通機関までのアクセス性の程度を対象とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。
3) 予測地域
予測地域は、全競技会場のラストマイルとした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の運営計画等から推定する方法によった。
5) 予測結果
大会開催中は、競技会場の周辺には進入禁止エリア（セキュリティペリメーター）が設定さ
れる計画であることから、大会関係者や観客を除きセキュリティペリメーター内の立入りは禁
止となる。そのため、一般利用者が鉄道駅へアクセスする際にセキュリティペリメーターを迂
回する必要がある場合には、アクセス性は低下するものと考えられる。セキュリティペリメー
ターの設置に当たっては、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事前周
知を図る。また、セキュリティペリメーターの設置期間中は、迂回案内看板や必要に応じて交
通誘導員等を配置し、迂回路の誘導を行い、公共交通機関までのアクセスを確保する。
また、大会開催中の競技会場周辺の鉄道駅は、多数の観客による混雑により、駅周辺のアク
セス性は低下するものと考えられる。特に、競技会場が集中する都内においてはアクセス性が
低下する駅があると考えられる。そのため、鉄道駅の混雑について事前周知を行うとともに、
競技開催日には、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道等に交通誘導員やシティキャ
スト（都市ボランティア）を配置し、観客のスムーズな誘導により、鉄道駅の一般利用者の日
常生活への影響を極力低減する。
これらのことから、東京 2020 大会開催中の公共交通機関までのアクセス性への影響を極力
低減する取組は図られているものと予測する。
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(3) ミティゲーション
・セキュリティペリメーターの設置範囲や設置期間については、極力、競技会場周辺の交通ア
クセスが可能となるよう、関係機関と連携しながら検討する。
・セキュリティペリメーターの設置に当たっては、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、事前周知を図る。
・セキュリティペリメーターの設置期間中は、迂回案内看板や必要に応じて交通誘導員等を配
置し、迂回路の誘導を行う。
・競技開催日には、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道等に交通誘導員やシティキ
ャスト（都市ボランティア）を配置し、観客のスムーズな誘導により、鉄道駅の一般利用者
への影響を極力低減する。
・大会開催中の鉄道駅の混雑について、大会輸送影響度マップ2を公表し、鉄道駅利用者への事
前周知を行っている。
・東京都及び組織委員会は、大会開催中の列車の混雑や深夜時間帯における競技会場からの帰
宅の需要に対応するため、東京圏の鉄道事業者各社局とともに深夜時間帯の列車運行につい
て協議・調整を行い、現状の平日ダイヤと比べて遅い時刻まで運行を検討している路線を周
知している。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、大会開催中の公共交通へのアクセシビリティへの配慮が事業者の実施可能な
範囲で最大限実施行われることとした。
2) 評価の結果
競技会場周辺には進入禁止エリア（セキュリティペリメーター）が設定される計画であり、
アクセス性は低下するものと考えられるが、関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体
を活用して事前周知を図るとともに、迂回案内看板や必要に応じて交通誘導員等を配置し、迂
回路の誘導を行い、公共交通機関までのアクセスを確保する。
大会開催中の競技会場周辺の鉄道駅は、多数の観客による混雑により、特に競技会場が集中
する都内においてはアクセス性が低下する駅があると考えられるが、鉄道駅の混雑予測につい
て事前周知を行うとともに、競技開催日には、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道
等に交通誘導員やシティキャスト（都市ボランティア）を配置し、観客のスムーズな誘導によ
り、鉄道駅の一般利用者への影響を極力低減する。
以上のように、競技会場周辺や鉄道駅での一般利用者への影響を最小化するように、東京都
及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催中の公共交通へのア
クセシビリティに対する配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。

2 大会輸送影響度マップ：https://2020tdm.tokyo/map/
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（空白のページ）
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9.1.19 交通安全
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.19-1に示すとおりである。
表 9.1.19-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①関係者輸送ルート及び 東京 2020 大会の開催に伴い交通安全の変化が考え
ラストマイルの状況
られることから、左記の事項に係る調査が必要であ
②規制等の状況
る。

2) 調査地域
調査地域は、大会開催中の関係者輸送ルートとした。関係者輸送ルートは、「7. 東京2020
大会の全体計画・競技の内容

7.1 全体計画の内容

7.1.2 東京2020大会の運営計画

(3)

輸送・交通に係る取組」図7.1-5(1)～(9)に示したとおりである。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
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）、国際競技連盟（IF）、メディア、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、迅速な輸送サービスを提供する。これらの輸送サービスは、関係者輸送ルー
トを設定し提供する。
そのため、本評価書案では、大会開催中の「ア．関係者輸送ルート及びラストマイルの状況」
及び「イ．規制等の状況」を調査した。
ア．関係者輸送ルート及びラストマイルの状況
調査は、以下の資料から関係者輸送ルート及びラストマイルの状況を整理した。
・「第 5 回
年４月

輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」（平成 30
組織委員会）

・「第 2 回

北海道輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年３月

組織委員会）

・「第 4 回

宮城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月

組織委員会）

・「第 4 回

福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月

組織委員会）

・「第 4 回

茨城県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月

組織委員会）

・「第 2 回

神奈川県輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年４月

・「第 4 回

静岡県輸送連絡調整会議資料」（令和元年７月

・
「第 5 回

輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）」
（平

組織委員会）

組織委員会）

成 30 年４月 組織委員会）
・「大会輸送影響度マップ 競技会場周辺Ver.2.0」（東京都オリンピック・パラリンピッ
ク準備局）
イ．規制等の状況
調査は、以下の資料から大会開催中の競技会場周辺の規制の状況を整理した。
・
「第７回輸送連絡調整会議【資料 4】会場周辺における交通対策（案）」
（組織委員会ホ
ームページ）
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4) 調査結果
ア．関係者輸送ルートの状況
主な関係者輸送ルートの概要は、表 9.1.19-2(1)及び(2)に示すとおりである（位置図は、
「7.1.2 東京 2020 大会の運営計画 (3)輸送・交通に係る取組」図 7.1-5(1)～(10)参照）
。
関係者輸送ルートは、安全性を考慮し、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している。また、一般道においても自動車専用道路のほか、交通容量の
大きい４車線以上の道路を優先して選定しており、自動車専用道路以外のほとんどの一般道
においても歩道が設置されており、縁石やガードレール等により歩行者と自動車の動線が分
離されている。
表 9.1.19-2(1) 主な関係者輸送ルートの概要
区分
東京圏会場

道路種別

道路名(通称名)

高速自動車国道

東京外環自動車道
中央自動車道
関越自動車道
東北自動車道
東関東自動車道
新空港自動車道
首都高速都心環状線
首都高速３号渋谷線
首都高速４号新宿線
首都高速５号池袋線
首都高速６号向島線
首都高速９号深川線
首都高速10号晴海線
首都高速11号台場線
首都高速湾岸線
首都高速埼玉大宮線
首都高速埼玉新都心線
首都高速神奈川１号横羽線
首都高速神奈川５号大黒線
首都高速神奈川７号横浜北線
国道１号(日比谷通り)
国道14号(京葉道路)
国道16号(京葉道路)
国道20号(甲州街道)
国道122号
国道126号(千葉東金道路)
国道246号(青山通り)
国道357号(湾岸道路)
国道468号(圏央道)
都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線(有明通り)
都道306号王子千住南砂町線(明治通り)
都道308号千住小松川葛西沖線(船堀街道)
都道311号環状八号線(環八通り)
都道319号環状三号線(外苑東通り)
都道402号錦町有楽町線
都道406号皇居前鍛冶橋線
都道418号北品川四谷線(外苑西通り)
都道463号上野月島線(清澄通り)
都道474号浜町北砂町線(清洲橋通り)
都道482号台場青海線
都道484号豊洲有明線(環二通り)

都市高速道路

一般国道

都道府県道
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歩車分離状況
歩道
縁石
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
有
有
有
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
有
有
有
有
有
有
－(自動車専用道路)
有
有
有
－(自動車専用道路)
－(自動車専用道路)
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
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表 9.1.19-2(2) 主な関係者輸送ルートの概要
区分
東京圏会場

道路種別

道路名(通称名)

都道府県道

歩道
有
有
有

歩車分離状況
縁石
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等
有
有
有
無
有
無
－(自動車専用道路)

埼玉県道88号和光インター線
埼玉県道261号笠幡狭山線
千葉県道15号千葉船橋海浜線
千葉県道30号飯岡一宮線
(九十九里ビーチライン)
神奈川県道13号横浜生田線
有
有
有
地方会場
北海道 高速自動車国道
道央自動車道
－(自動車専用道路)
(東京圏外)
一般国道
国道５号
有
有
有
都道府県道
道道130号新千歳空港線
有
有
無
宮城県 高速自動車国道
東北自動車道
－(自動車専用道路)
一般国道
国道６号(仙台東部道路・仙台南部道路)
－(自動車専用道路)
国道47号(仙台北部道路)
－(自動車専用道路)
国道48号(仙台西道路)
－(自動車専用道路)
都道府県道
宮城県道３号塩釜吉岡線
有
有
無
宮城県道20号仙台空港線
有
有
有
福島県 一般国道
国道４号
有
有
有
国道13号
有
有
有
国道115号
有
有
有
都道府県道
福島県道５号上名倉飯坂伊達線
有
有
有
茨城県 高速自動車国道
東関東自動車道
－(自動車専用道路)
一般国道
国道51号
有
有
有
国道124号
有
有
有
都道府県道
茨城県道50号水戸神栖線
有
有
有
茨城県道256号鹿島港潮来インター線
有
有
有
神奈川県 一般国道
国道１号(西湘バイパス)
－(自動車専用道路)
国道134号
有
有
有
都道府県道
神奈川県道305号江の島線
有
有
有
静岡県 一般国道
国道136号(修善寺道路)
－(自動車専用道路)
静岡県道19号伊東大仁線
有
有
有
注1)東京圏会場とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市)にあり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)
2)地方会場(東京圏外)とは、北海道、宮城県、福島県、茨城県、神奈川県(藤沢市)、静岡県にあり分村・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)
出典：「第5回 輸送連絡調整会議【資料４－１－１】関係者輸送ルート【素案】」（平成30年４月 組織委員会）、「第2回 北
海道輸送連絡調整会議資料」
（平成30年３月 組織委員会）
、
「第4回 宮城県輸送連絡調整会議資料」
（令和元年８月 組
織委員会）、「第4回 福島県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）、「第4回 茨城県輸送連絡調整会議
資料」
（令和元年８月 組織委員会）
、
「第2回 神奈川県輸送連絡調整会議資料」
（平成30年４月 組織委員会）
、
「第4回
静岡県輸送連絡調整会議資料」
（令和元年７月 組織委員会）をもとに作成

競技会場のラストマイルと関係者輸送ルートの状況は、図 9.1.19-1(1)～(22)に示すと
おりである。
国立代々木競技場、日本武道館、カヌー・スラロームセンター、札幌ドーム、茨城カシ
マスタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜スタジアム、横浜国際総合競技場については、
ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間及び交差箇所は存在しない。
その他の競技会場では、ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間又は交差箇所が
存在するが、霞ヶ関カンツリー倶楽部を除き、重複区間の歩車分離や交差箇所での交通安
全設備が整備されている。
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・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られている。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

図 9.1.19-1(1) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(2) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(3) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間はない。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

図 9.1.19-1(4) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られている。
・ラストマイルと関係者輸送ルートとの交差箇所はない。

図 9.1.19-1(5) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

図 9.1.19-1(6) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られているが、歩
道幅員は狭い。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間はない。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道、歩道橋が整備されている。

図 9.1.19-1(7) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

図 9.1.19-1(8) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られている。

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られている。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

図 9.1.19-1(9) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間はない。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

図 9.1.19-1(10) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

図 9.1.19-1(11) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られている。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(12) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られている。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

図 9.1.19-1(13) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ 競技会場周辺 Ver.2.0」
（2019 年８月 1 日参照 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）https://2020tdm.tokyo/map を
もとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(14) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 4 回

北海道輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(15) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 3 回

茨城県輸送連絡調整会議資料」（平成 30 年 11 月 組織委員会）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間はない。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

図 9.1.19-1(16) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ道路(一般道路)Ver.1.0」（平成 30 年 10 月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間はない。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されていない。

図 9.1.19-1(17) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ道路(一般道路)Ver.1.0」（平成 30 年 10 月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(18) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ道路(一般道路)Ver.1.0」（平成 30 年 10 月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

図 9.1.19-1(19) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間はない。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、歩道橋が整備されている。

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ道路(一般道路)Ver.1.0」（平成 30 年 10 月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(20) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ道路(一般道路)Ver.1.0」（平成 30 年 10 月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

・ラストマイルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はない。

図 9.1.19-1(21) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

出典：
「第 5 回 輸送連絡調整会議資料 東京都内の競技会場における観客ルート（素案）
」
（平成 30 年４月 組織委員会）、
「大会輸送影響度
マップ道路(一般道路)Ver.1.0」（平成 30 年 10 月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

図 9.1.19-1(22) ラストマイル周辺の関係者輸送ルート

・ラストマイルの一部が関係者輸送ルートと重複するが、歩道が整備されており、歩車分離が図られている。
・ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所は、信号や横断歩道が整備されている。

出典：
「第 4 回

神奈川県輸送連絡調整会議資料」（令和元年８月 組織委員会）をもとに作成
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

イ．規制等の状況
大会開催中は、安全・円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸送を確保するため、図 9.1.19-2
に示すように競技会場周辺にトラフィックペリメーターを設定し、一般車両の通過交通の進
入を抑制（トラフィックペリメーター内側の生活・業務等に係る交通は対象外）する。トラ
フィックペリメーターの設定に伴い、周辺の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）を迂回道路とし、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て交通誘導員等を配置する。トラフィックペリメーターの設定
範囲については検討中であり、詳細については、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、事前周知を図る。
また、競技会場の直近においては、一般車両の通行禁止、関係者輸送ルート上の駐車対策
（パーキングメーター休止等）、信号の調整、通行区分（直進・右折車線等）等の対策を必
要に応じて実施する。

出典：「第７回輸送連絡調整会議【資料 4】会場周辺における交通対策（案）
」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/e3b5f068c7c82b2169a56e07eb66ef8e.pdf

図 9.1.19-2 会場周辺の交通対策のイメージ図
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、東京 2020 大会の運営面での交通安全の取組の程度とした。
なお、公共交通機関から競技会場までのラストマイルにおける移動の安全のためのバリアフ
リー化の程度については、
「9.1.14 安全」で対象とし、ここでは、東京 2020 大会の関係車両
の走行に係る交通安全を対象とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催中とした。
3) 予測地域
予測地域は、大会開催中の関係者輸送ルートとした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の運営計画等から推定する方法によった。
5) 予測結果
大会開催中の関係者輸送ルートは、安全性を考慮し、高速道路（自動車専用道路）を主とし
て設定している。一般道においても自動車専用道路のほか、交通容量の大きい４車線以上の高
規格の道路を優先して選定しており、自動車専用道路以外の道路においては、ほぼ歩行者と自
動車の動線の分離が図られている。自動車専用道路以外における関係者輸送のための車両の走
行に当たっては、交差点進入時や右左折時における一般歩行者や自転車の安全確認等の安全走
行を徹底する。
競技会場周辺では、トラフィックペリメーターにより一般車両の通過交通の進入を抑制（ト
ラフィックペリメーター内側の生活・業務等に係る交通は対象外）するほか、競技会場の直近
においては、一般車両の通行が禁止となる。競技会場周辺のラストマイルでは、多数の観客に
よる混雑が想定されるが、ラストマイルは極力歩道幅員の広い道路に設定するほか、入場・退
場ルートを分散することにより、観客の歩行者サービス水準を確保する。また、競技開催日に
は、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道等に交通誘導員やシティキャスト（都市ボ
ランティア）を配置し、観客のスムーズな誘導により、観客の安全確保を図る。
国立代々木競技場、日本武道館、カヌー・スラロームセンター、札幌ドーム、茨城カシマス
タジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜スタジアム及び横浜国際競技場については、ラストマイ
ルと関係者輸送ルートとの重複区間や交差箇所はないが、それら以外の競技会場では、重複区
間又は交差箇所が存在する。これらの重複区間には、歩道による歩車分離が図られている。ま
た、交差箇所では、おおむね信号や横断歩道が整備されているが、霞ヶ関カンツリー倶楽部の
交差箇所には、信号や横断歩道が整備されていないため、交通誘導員を配置し、観客の安全確
保を図る。馬事公苑については、競技会場周辺の歩道幅員が狭く、観客の歩行者サービス水準
の確保に課題があることから、シャトルバスによる観客輸送を検討する。
これらのことから、東京 2020 大会の運営面での交通安全の取組が図られているものと予測
する。
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9.1 全体計画 9.1.19 交通安全

(3) ミティゲーション
1)

輸送計画全般に係る取組
・大会開催中の関係者輸送ルートは、安全性を考慮し、高速道路（自動車専用道路）を主と
して設定している。一般道においても自動車専用道路のほか、交通容量の大きい４車線以
上の高規格の道路を優先して選定している。
・自動車専用道路以外の関係者輸送ルートでの車両の走行に当たっては、交差点進入時や右
左折時における一般歩行者や自転車の安全確認等の安全走行を徹底する。
・競技会場周辺のラストマイルについては、極力歩道幅員の広い道路に設定するほか、入場・
退場を分散することにより、観客の歩行者サービス水準を確保する。また、徒歩でのアク
セスが困難な一部の競技会場については、シャトルバスによる観客輸送を行う。
・競技開催日には、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道等に交通誘導員やシティ
キャスト（都市ボランティア）を配置し、観客のスムーズな誘導により、観客の安全確保
を図る。
・パラリンピック競技期間中は、競技会場周辺の教育施設や保育園の児童の登下校時間や登
降園時間においては、一時停止等の歩行者の安全確認を徹底する。

2)

個別競技会場周辺での取組
・馬事公苑については、競技会場周辺の歩道幅員が狭いことから、シャトルバスによる観客
輸送を検討する。
・霞ヶ関カンツリー倶楽部ラストマイルと関係者輸送ルートが交差する箇所では、信号交差
点が設置されていないため、交通誘導員を配置し、観客の安全確保を図る。

(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、大会開催中の一般歩行者や観客の交通安全への配慮が事業者の実施可能な範
囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
大会開催中の関係者輸送ルートは、安全性を考慮し、高速道路（自動車専用道路）を主とし
て設定している。一般道においても自動車専用道路のほか、交通容量の大きい４車線以上の高
規格の道路を優先して選定しており、自動車専用道路以外の道路においては、ほぼ歩行者と自
動車の動線の分離が図られている。自動車専用道路以外における関係者輸送のための車両の走
行に当たっては、交差点進入時や右左折時における一般歩行者や自転車の安全確認等の安全走
行を徹底する。
競技会場周辺では、トラフィックペリメーターにより一般車両の通過交通の進入を抑制（ト
ラフィックペリメーター内側の生活・業務等に係る交通は対象外）するほか、競技会場の直近
においては、一般車両の通行が禁止となる。競技会場周辺のラストマイルでは、多数の観客に
よる混雑が想定されるが、ラストマイルは極力歩道幅員の広い道路に設定するほか、入場・退
場ルートを分散することにより、観客の歩行者サービス水準を確保する。また、競技開催日に
は、競技会場周辺の鉄道駅周辺や交差点・横断歩道等に交通誘導員やシティキャスト（都市ボ
ランティア）を配置し、観客のスムーズな誘導により、観客の安全確保を図る。
以上のように、大会関係車両の安全走行やラストマイルでの交通安全対策を東京都及び組織
委員会が連携して取り組む計画となっていることから、大会開催中の一般歩行者や観客の交通
安全への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.1.20 経済波及、雇用
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.20-1に示すとおりである。
表 9.1.20-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①経済指標の統計結果
東京 2020 大会の開催に伴い、経済状況や雇用の変
②雇用に関する統計結果 化が考えられることから、左記の事項に係る調査が
③観光関連事業の状況
必要である。
④ビジネス支援及び新規
ビ ジ ネ スの 発 生等 の状
況
⑤過去事例における経済
波及効果、雇用創出効果
の状況
⑥東京 2020 大会に向けた
取組
⑦法令等の基準等
⑧東京都等の計画等の状
況

2) 調査地域
調査地域は、東京都とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会の開催に伴い、様々な直接的な投資・支出により、東京都の経済への波及効
果や雇用誘発効果が生じることが考えられる。
そのため、本評価書案では、東京都のマクロ経済の指標として「ア．経済指標の統計結果」、
「イ．雇用に関する統計結果」
、
「ウ．観光関連事業の状況」、
「エ．ビジネス支援及び新規ビジ
ネスの発生等の状況」を整理するとともに、ロンドンにおける「オ．過去事例における経済波
及効果、雇用創出効果の状況」
、
「カ．東京2020大会に向けた取組」等を調査した。
ア．経済指標の統計結果
調査は、以下の資料から都内総生産（GDP）
、産業別生産額、消費者物価指数、不動産価格、
生産年齢人口比率の状況等を整理した。
・「都民経済計算年報 平成28年度」
（令和元年７月 東京都）
・「平成28年度 国民経済計算年報」
（平成30年５月 内閣府経済社会総合研究所）
・「東京の物価 －東京都区部消費者物価指数－」
（東京都ホームページ）
・「東京の土地 2017（土地関係資料集）」
（平成30年11月 東京都都市整備局）
・
「国勢調査 第６表 年齢（３区分）
，男女別人口及び年齢別割合－都道府県，市区町村
（昭和55年～平成27年）
」
（東京都ホームページ）
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イ．雇用に関する統計結果
調査は、以下の資料から有効求人倍率、労働力人口比率、就業率、完全失業率の状況を整
理した。
・「職業安定業務年報 平成 29 年度」
（厚生労働省東京労働局）
・「東京の労働力（労働力調査結果）」
（東京都ホームページ）
ウ．観光関連事業の状況
調査は、以下の資料から訪都旅行者数、宿泊施設数・宿泊者数・客室稼働率、観光消費額
の状況を整理した。
・「東京都観光客数等実態調査」
（東京都産業労働局）
・「宿泊旅行統計調査報告」（国土交通省観光庁）
エ．ビジネス支援及び新規ビジネスの発生等の状況
調査は、以下の資料から開業率、東京都におけるビジネス支援の状況を整理した。
・「雇用保険事業年報」
（厚生労働省）
・
「東京都創業NET」
（東京都産業労働局ホームページ）
オ．過去事例における経済波及効果、雇用創出効果の状況
調査は、以下の資料から 2012 年(平成 24 年)ロンドン大会の経済波及効果、雇用創出効果
の状況を整理した。
・「住民基本台帳による世帯と人口 平成25年」
（東京都総務局ホームページ）
・「都民経済計算年報 平成28年度」
（令和元年７月 東京都）
・「LONDON DATASTORE」
（Office for National Statisticsホームページ）
・「Post Games evaluation: Meta-evaluation of the impacts and legacy of the London
2012 Olympic and Paralympic Games」
（2013年７月 Department for Digital, Culture,
Media ＆ Sport）
カ．東京 2020 大会に向けた取組
調査は、以下の資料から東京都による新しいワークスタイルや企業活動に対する取組の
状況について整理した。
・「スムーズビズ」（東京都都市整備局ホームページ）
・「都庁2020アクションプラン」（平成31年４月

東京都）

キ．法令等の基準等
調査は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成 11 年法律第 18 号）
、雇用
対策法（昭和 41 年法律第 132 号）
、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第
123 号）の法令等の整理によった。
ク．東京都等の計画等の状況
調査は、「「東京と地方が共に栄える、真の地方創生」の実現を目指して ～東京都総合戦
略～」等の計画等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．経済指標の統計結果
(ｱ)都内総生産（GDP）
東京都における都内総生産（名目）1、国内総生産（GDP）に対する割合及び都内実質経済
成長率2の推移は、表 9.1.20-2 に示すとおりである。都内総生産（名目）は、東京 2020 大
会の招致が決定した 2013 年度(平成 25 年度)以降、増加傾向を示している。都内実質経済
成長率は、2014 年度(平成 26 年度)を除き増加傾向を示している。
表 9.1.20-2 東京都における都内総生産及び実質経済成長率の推移
区

分

都内総生産（名目）[百万円]
都内総生産（名目）の対全国比[％]

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

101,269,875

101,827,444

103,804,735

104,470,026

20.0％

19.6％

19.4％

19.4％

2.0％

-1.5％

1.8％

0.6％

都内実質経済成長率[％]

出典：「都民経済計算年報 平成 28 年度」
（令和元年７月 東京都）
「平成 28 年度 国民経済計算年報」
（平成 30 年５月 内閣府経済社会総合研究所）

(ｲ)産業別生産額
東京都における産業別生産額は、表 9.1.20-3 に示すとおりであり、産業別では卸売・
小売業の生産額が多くなっている。
表 9.1.20-3 東京都における産業別生産額（2016 年度（平成 28 年度）
）
単位：百万円
項目
経済活動の種類
農林水産業
鉱業
製造業
電気・ガス・水道・廃棄物処理業

産出額

中間投入

都内総生産

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

全体の比率

78,638

32,977

45,661

0.04%

116,166

52,910

63,256

0.06%

15,462,605

6,226,879

9,235,725

8.85%

2,898,210

1,214,966

1,683,244

1.61%

建設業

11,516,888

5,795,145

5,721,743

5.48%

卸売・小売業

34,649,519

13,840,821

20,808,698

19.94%

運輸・郵便業

8,539,416

3,736,088

4,803,328

4.60%

宿泊・飲食サービス業

5,857,285

3,419,330

2,437,954

2.34%

情報通信業

24,936,305

13,906,790

11,029,515

10.57%

金融・保険業

13,558,213

4,915,278

8,642,935

8.28%

不動産業

16,705,447

4,598,993

12,106,454

11.60%

専門・科学技術、業務支援サービス業

22,291,082

10,428,292

11,862,790

11.37%

公務

9,011,006

4,819,881

4,191,126

4.02%

教育

4,400,341

1,198,770

3,201,571

3.07%

保健衛生・社会事業

7,839,383

3,711,657

4,127,726

3.95%

その他のサービス

7,522,052

3,113,015

4,409,037

4.22%

81,011,793

104,470,026

100%

合計
出典：「都民経済計算年報

185,382,557
平成 28 年度」
（令和元年７月

東京都）

1 都内総生産：都内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額
2 都内実質経済成長率：都内総生産（実質）の対前年度増加率

- 615 -

9.1 全体計画 9.1.20 経済波及、雇用

(ｳ)消費者物価指数
東京都区部における消費者物価指数（年平均）の推移は、表 9.1.20-4 に示すとおりで
ある。東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年(平成 25 年)以降、消費者物価指数は増加
傾向を示している。
表 9.1.20-4 東京都区部における消費者物価指数の推移
2013 年
東京都区部消費者物価指数
出典：「東京の物価

97.1

2014 年

2015 年

99.3

2016 年

100.0

2017 年

99.8

－東京都区部消費者物価指数－」
（2019 年８月 1 日参照

2018 年

100.0

100.9

東京都ホームページ）

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/bukka/2019/bk1961data.htm
(ｴ)不動産価格
東京都における地価公示価格用途別平均値の対前年変動率の推移は、表 9.1.20-5 に示
すとおりである。東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年(平成 25 年)は、対前年比で下
落傾向を示していたが、2014 年(平成 26 年)以降は上昇に転じている。
表 9.1.20-5 東京都における地価公示価格用途別平均値の対前年変動率の推移
用

途

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

住 宅 地

-0.3％

1.4％

1.3％

1.6％

1.9％

2.4％

商 業 地

-0.4％

2.3％

2.9％

4.1％

4.7％

5.4％

工 業 地

-0.5％

1.1％

1.1％

1.9％

1.8％

2.6％

全 用 途

-0.3％

1.7％

1.9％

2.5％

2.8％

3.4％

出典：「東京の土地

2017（土地関係資料集）
」
（平成 30 年 11 月

東京都都市整備局）

(ｵ)生産年齢人口比率
東京都における生産年齢人口比率3は、表 9.1.20-6 に示すとおりである。生産年齢人口
比率は、1990 年(平成２年)をピークに近年は減少傾向を示している。
表 9.1.20-6 東京都における生産年齢人口比率の推移
用

途

1985 年

1990 年

1995 年

2000 年

2005 年

2010 年

73.1％

74.7％

74.2％

72.3％

70.0％

68.2％

65.9％

男

74.3％

76.4％

76.1％

74.2％

72.1％

70.6％

68.2％

女

71.9％

73.1％

72.3％

70.3％

68.0％

66.0％

63.7％

生産年齢人口比率

2015 年

出典：「国勢調査 第６表 年齢（３区分）
，男女別人口及び年齢別割合－都道府県，市区町村（昭和 55 年～
平成 27 年）」
（2019 年８月 1 日参照 東京都ホームページ）
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=00000
1011777&cycle=0&tclass1=000001011778

3 生産年齢人口比率：総人口に占める生産年齢（15～64歳）人口の割合
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イ．雇用に関する統計結果
東京都における有効求人倍率、労働力人口比率4、就業率5及び完全失業率6の推移は、表
9.1.20-7 に示すとおりである。東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年(平成 25 年)以降、
有効求人倍率、労働力人口比率及び就業率は増加傾向、完全失業率は減少傾向を示している。
表 9.1.20-7 東京都における労働人口比率・就業率・完全失業率の推移
区

分

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

有効求人倍率

1.40 倍

1.61 倍

1.81 倍

2.04 倍

2.09 倍

2.13 倍

労働力人口比率

63.5％

64.2％

64.4％

64.4％

65.0％

66.4％

男

74.6％

74.9％

75.2％

74.9％

74.9％

75.7％

女

52.8％

53.9％

53.9％

54.3％

55.5％

57.5％

60.8％

61.8％

62.1％

62.3％

63.2％

64.7％

男

71.4％

71.9％

72.3％

72.5％

72.7％

73.6％

女

50.6％

51.9％

52.2％

52.5％

54.0％

56.1％

4.2％

3.8％

3.6％

3.2％

2.9％

2.6％

男

4.3％

3.9％

3.8％

3.2％

3.0％

2.7％

女

4.0％

3.6％

3.2％

3.3％

2.7％

2.4％

就業率

完全失業率

出典：「職業安定業務年報 平成 29 年度」
（厚生労働省東京労働局）
「東京の労働力（労働力調査結果）
」
（2019 年８月 1 日参照 東京都ホームページ）
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/roudou/rd-index.htm

ウ．観光関連事業の状況
(ｱ)訪都旅行者数
訪都国内旅行者数及び訪都外国人旅行者数の推移は、
表 9.1.20-8 に示すとおりである。
近年は増加傾向を示しており、特に近年は外国人旅行者数が高い増加傾向を示している。
表 9.1.20-8 訪都国内旅行者数及び訪都外国人旅行者数の推移
区

分

訪都国内旅行者数（千人）
訪都外国人旅行者数（千人）

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

505,827

506,248

516,695

514,300

523,311

536,496

6,812

8,874

11,894

13,102

13,774

14,243

出典：「東京都観光客数等実態調査」
（東京都産業労働局）

4 労働力人口比率：15歳以上人口に占める「労働力人口」
（15歳以上人口のうち「就業者」と「完全失業者」を合わせ
たもの）の割合
5 就業率：15歳以上人口に占める「就業者」の割合
6 完全失業率：「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合
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(ｲ)宿泊施設数・宿泊者数・客室稼働率
東京都における宿泊施設数、宿泊者数及び客室稼働率の推移は、表 9.1.20-9 に示すと
おりである。東京 2020 大会の招致が決定した 2013 年(平成 25 年)以降、宿泊施設数及び
宿泊者数は増加傾向を示しており、特に近年は外国人宿泊者数が高い増加傾向を示してい
る。客室稼働率は、おおむね 80％程度となっている。
表 9.1.20-9 東京都における宿泊施設数・宿泊者数・客室稼働率の推移
区

分

2013 年

宿泊施設数（所）
宿泊者数全体（千泊人）
宿泊者数外国人（千泊人）

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

1,519

1,538

1,548

1,551

1,662

1,841

52,824

54,259

59,088

57,515

59,950

66,109

9,831

13,195

17,561

18,060

19,776

23,195

81.1

78.8

82.6

78.8

80.0

80.0

客室稼働率（％）

出典：「宿泊旅行統計調査報告」（国土交通省観光庁）

(ｳ)観光消費額
東京都における観光消費額7の推移は、表 9.1.20-10 に示すとおりであり、近年はおおむ
ね増加傾向を示している。
表 9.1.20-10 東京都における観光消費額の推移
区

分

観光消費額（百万円）

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

5,246,315

5,550,888

5,961,545

5,689,752

5,844,778

6,036,131

出典：「東京都観光客数等実態調査」
（東京都産業労働局）

エ．ビジネス支援及び新規ビジネスの発生等の状況
(ｱ)開業率
東京都における開業率8の推移は、表 9.1.20-11 に示すとおりである。東京 2020 大会の
招致が決定した 2013 年(平成 25 年)以降、増加傾向を示していたが、近年は横ばいとなっ
ている。
表 9.1.20-11 東京都における開業率の推移
区

分

2013 年

開業率

4.8％

2014 年
5.1％

2015 年
5.6％

2016 年
5.9％

2017 年
5.8％

出典：「雇用保険事業年報」
（厚生労働省）

(ｲ)東京都におけるビジネス支援
東京都では、都内における創業に関する各種支援施策を総合的に発信するポータルサイ
ト東京都創業 NET を運営し、創業・起業の取組として、表 9.1.20-12 に示すような創業・
起業を支援する各種施策や施設、サービスに関する情報を発信している。

7 観光消費額は、東京都を訪れた観光入込客の都内での消費の総額。
8 開業率は、「雇用保険事業年報」（厚生労働省）の保険関係新規成立事業所数を全事業所数で除して算出した。

- 618 -

9.1 全体計画 9.1.20 経済波及、雇用

表 9.1.20-12 東京都創業 NET における創業支援の取組
区

分

支援の内容

創業についての相談や、事業を軌道にのせるための相談等ができる都内
支援施設に関する情報を発信している。
都内で起業するに当たって受けられる融資制度や助成制度に関する情
融資・助成制度
報を発信している。
東京都や区、金融機関等が主催するビジネスプランコンテストに関する
ビジネスプランコンテスト
情報を発信している。
起業家の育成や新しいビジネスを支援する都内のインキュベーション
インキュベーションオフィス
(創業支援)施設に関する情報を発信している。
アイデアレベルのビジネスプランから世界で活躍できるような起業家
創業・成長支援プログラム
としてのマインドを醸成する段階まで、幅広く成長できる機会を提供す
る都内創業・成長支援プログラムに関する情報を発信している。
東京都創業 NET に掲載されている創業・起業支援施設の地図情報を発信
東京の創業・起業支援施設 MAP
している。
起業家の経歴、起業の経緯、起業を目指す人へのアドバイス等をインタ
東京都創業 NET インタビュー
ビューした内容に関する情報を発信している。
出典：「東京都創業 NET」
（2019 年８月１日参照 東京都産業労働局ホームページ）
https://www.tokyo-sogyo-net.jp/about/#about
創業・起業に関する一般相談

オ．過去事例における経済波及効果、雇用創出効果の状況
大会招致が決定したロンドン(2005 年)及び東京(2013 年)の人口等の比較は、表 9.1.20-13
に示すとおりであり、東京は人口、面積及び経済規模でロンドンを上回っている。
「Post Games evaluation: Meta-evaluation of the impacts and legacy of the London
2012 Olympic and Paralympic Games」
（2013 年７月 Department for Digital, Culture, Media
＆ Sport）によると、2012 年ロンドン大会では、大会前の 2004 年から 2012 年までの経済波
及効果は、約 308 億ポンド（2012 年（平成 24 年）平均為替レートで約４兆 200 億円）
、雇用
創出効果は、約 36 万人、大会後の 2013 年から 2020 年までの経済波及効果は、約 269 億ポ
ンド（2012 年（平成 24 年）平均為替レートで約３兆 5,100 億円）
、雇用創出効果は、約 25
万人とされている。
表 9.1.20-13 招致決定年における経済規模等の比較
区分

ロンドン

東京

人口

752 万人

1,313 万人

面積

2

1,572km

2,194km2

経済規模

48.8 兆円

101.9 兆円

7.2％

4.2％

完全失業率

注 1）ロンドンは 2005 年の値、東京は 2013 年(人口は 1 月 1 日)の値を示す。
2）経済規模は、ロンドンは総付加価値額(GVA)、東京は域内総生産(GRP)を示す。また、ロンドンの GVA
は、2005 年の平均為替レートで円換算している。
出典：「住民基本台帳による世帯と人口 平成 25 年」
（2019 年８月１日参照 東京都総務局ホームページ）
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/juukim/2013/jm13010000.htm
「都民経済計算年報 平成 28 年度」
（令和元年７月 東京都）
「LONDON DATASTORE」
（2019 年８月１日参照 Office for National Statistics ホームページ）
https://data.london.gov.uk/dataset/office-national-statistics-ons-population-estimates-boro
ugh
https://www.ons.gov.uk/economy/grossvalueaddedgva/datasets/regionalgvanuts3
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157256/subreports/ea_time_series/report.aspx?
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カ．東京 2020 大会に向けた取組
東京都では、大会期間中の混雑緩和に加え、企業の生産性向上にもつなげるため、時差 Biz
や働き方改革にも資するテレワークをスムーズビズとして一体的に進めている。
スムーズビズの推進に当たっては、テレワークの支援として、業界団体と連携した会員企
業に対するテレワーク導入コンサルティング等の支援、企業向けのテレワーク導入に必要な
機器経費や制度整備等に対する費用の助成を行っている。2019 年(令和元年)夏には、スムー
ズビズ推進期間を設定し、企業等に多様な働き方の実践等の取組を働きかけるとともに、東
京 2020 大会に向けてさらに企業等の幅広い参加を得ることにより、新しいワークスタイル
や企業活動の東京モデルを社会に定着させ、全ての人々がいきいきと働き、活躍できる社会
の実現を目指している。
また、スムーズビズの関連事業として、2019 年(平成 31 年)４月には、都庁自らが取り組
む内容を「都庁 2020 アクションプラン」として取りまとめた。
「都庁 2020 アクションプラ
ン」の取組内容は、
「9.1.17 交通渋滞 (1) 現況調査 4) 調査結果 ウ．東京 2020 大会に
向けた取組」に示したとおりであり、オリンピック・パラリンピックの期間に相当する 2019
年(令和元年)７月 22 日(月)から８月２日(金)及び８月 19 日(月)から８月 30 日(金)までの
集中取組期間については、
「都庁 2020 アクションプラン」の取組を大会時を想定して実施し
た。
キ．法令等の基準等
経済及び雇用に関する法令等については、表 9.1.20-14(1)～(3)に示すとおりである。
表 9.1.20-14(1) 経済及び雇用に関する関係法令等
法令・条例等
責務等
中小企業の新たな事 （目的）
業活動の促進に関す 第一条 この法律は、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にか
る法律
んがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異
（平成 11 年法律
分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの
第 18 号）
活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、
もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第四節 支援体制の整備
（認定経営革新等支援機関）
第十七条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務（以下「経営革
新等支援業務」という。
）を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その
申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
（中小企業者等に対する特定補助金等の支出機会の増大の努力）
第二十二条 国等は、特定補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、
特定補助金等の中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。
（中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針の作成等）
第二十三条 国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は
事業の予定等を勘案して、中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るた
めの支出の目標等の方針を作成するものとする。
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表 9.1.20-14(2) 経済及び雇用に関する関係法令等
法令・条例等
責務等
雇用対策法
（目的）
（昭和 41 年法律
第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応
第 132 号）
して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働
市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、
労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の
職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇
用の達成に資することを目的とする。
（国の施策）
第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次
に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
一 各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要
とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
二 各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及
びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職
業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
三 就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働
者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実する
こと。
四 事業規模の縮小等（事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をい
う。以下同じ。
）の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な
再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
五 女性の職業の安定を図るため、妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した女性
の雇用の継続又は円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び寡婦の雇用の促進その他の女性
の就業を促進するために必要な施策を充実すること。
六 青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、
雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を
促進するために必要な施策を充実すること。
七 高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な実施
の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりな
くその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実す
ること。
八 障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の
障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実するこ
と。
九 不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために
必要な施策を充実すること。
十 高度の専門的な知識又は技術を有する外国人（日本の国籍を有しない者をいう。以下こ
の条において同じ。
）の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目
的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇
用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実する
こと。
十一 地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の
雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する
雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるよう
にするために必要な施策を充実すること。
（国と地方公共団体との連携）
第三十一条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体
の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設
における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に
実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
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表 9.1.20-14(3) 経済及び雇用に関する関係法令等
法令・条例等
障害者の雇用の促進
等に関する法律
（昭和 35 年法律
第 123 号）

責務等
（目的）
第一条 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための
措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障
害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリ
テーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生
活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定
を図ることを目的とする。
（事業主の責務）
第五条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働
者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつ
て、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行
うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。
（国及び地方公共団体の責務）
第六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高める
とともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した
職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るた
めに必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果
的に推進するように努めなければならない。

ク．東京都等の計画等の状況
経済及び雇用に関する東京都等の計画等については、表 9.1.20-15(1)及び(2)に示すとお
りである。
表 9.1.20-15(1) 経済に関する計画、目標等
関係計画等
「「 東 京 と 地 方
が共に栄える、
真の地方創生」
の実現を目指し
て ～東京都総
合戦略～」
（平成 27 年 10
月 東京都）

目的・施策等
○対象期間
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、2015（平成 27）年度から 2020
（平成 32）年度までの６か年とする。
○「東京と地方が共に栄える、真の地方創生」の実現に向けた３つの視点
○① 「東京と地方」の共存共栄
<取組>
・全国各地と連携した産業振興
・「東京と地方」の双方の魅力を生かした観光振興
・2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした各地域の活性化
・「東京と地方」が連携した芸術文化振興の展開
・都内区市町村の取組・事例紹介
② 首都・国際都市として更に発展し、日本経済を活性化
<取組>
・世界一の国際経済都市を目指して
・多彩な魅力で世界中の人を惹き付ける観光都市へと躍進
・多言語対応の推進により、全ての人が快適で安心して滞在できる都市を目指して
・世界一の都市・東京にふさわしい交通インフラと拠点機能の創造
・水素社会を実現し、世界をリードする
③ 少子高齢・人口減少社会に対する東京の挑戦
<取組>
・安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまちの実現
・高齢者が地域で安心して暮らせる社会の実現
・全ての人が希望を持って活躍できる社会を目指して
・少子高齢・人口減少社会におけるこれからの都市構造
・一都三県が連携・協力した、高齢化・少子化への対応
「東京都中小企 ○中小企業振興に向けた施策展開
・持続可能性のある経営を実現
業振興ビジョ
・イノベーション創出や海外展開による力強い成長
ン」（2019 年 1
・世界有数の起業しやすい都市へと発展
月 東京都）
・小規模企業の活躍等による地域力の向上
・多様な人材が中小企業で活躍
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表 9.1.20-15(2) 経済に関する計画、目標等
関係計画等
「第 10 次東京
都職業能力開発
計画」
（平成 29
年 3 月 東京
都）

「PRIME 観光都
市・東京 東京都
観光産業振興実
行プラン ～東
京 2020 大会に
向けた重点的な
取組～」
（平成 31 年２
月 東京都産業
労働局）

目的・施策等
○施策の展開
① 人材育成を通じた企業の生産性向上の支援
・企業や業界団体に対する人材育成の支援
・個人のキャリア形成に対する支援
・産業界のニーズを踏まえた人材確保支援
② 多様な人材の職業能力開発による全員参加型社会の実現
・それぞれの特性に応じた職業能力開発の支援
③ 技能の振興
・技能の魅力発信
・次世代への技能の継承支援
・職業能力評価制度の普及
④ 効果的・効率的な職業能力開発の推進
・指導体制の強化
・効果的・効率的な職業能力開発の事業展開
○基本的な考え方
計画の対象期間は 2019 年度から東京 2020 大会の開催される 2020 年度までとし、重点的な取組の
成果を大会後にレガシーとして活用するとともに、地域の観光関連団体への支援や観光関連事業者の
経営力向上への支援など、大会前後を通じた継続的な取組も着実に実施することで、大会開催を契機
として観光産業を飛躍させるとともに、東京と日本各地の連携を深化・発展させながら、世界最高の
「PRIME 観光都市・東京」の実現につなげていく。
○東京 2020 大会に向けた重点的な取組
① 重点テーマ１ 世界一のおもてなし都市・東京の実現
・観光案内機能の充実
・多言語対応の強化
・宿泊施設のバリアフリー化の推進
② 重点テーマ２ 世界の旅行者を楽しませる旅行体験の創出
・ナイトライフ観光の推進
・都内各地域の多彩な魅力の開発と発信
③ 重点テーマ３ 旅行地としての世界的な認知度の向上
・大会開催に向けた観光プロモーションの展開
・海外企業のビジネスイベンツの誘致
・日本各地と連携した旅行者誘致
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、東京 2020 大会の実施に伴う経済波及効果、雇用創出効果とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、2013 年（平成 25 年（招致決定年）
）から 2030 年（令和 12 年（大会 10
年後）
）までの期間とした。
3) 予測地域
予測地域は、東京都内とした。
4) 予測手法
東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果は、
「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算
結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）として試算
されている。本試算では、東京 2020 大会の開催に伴う東京都の需要増加額を基に、
「平成 23
年(2011 年)東京都産業連関表9」
（平成 28 年 10 月 東京都総務局統計部）を利用し、経済波及
効果等（生産誘発額10、付加価値誘発額11、雇用者所得誘発額12、雇用誘発数）を算出している。
なお、経済波及効果の推計は、第２次間接波及効果13までを対象とし、需要増加額は、直接
的効果及びレガシー効果について、それぞれ以下のように推計している。
ア．直接的効果
直接的効果は、2016 年（平成 28 年）12 月に組織委員会が公表した大会経費（恒久施設整
備費、仮設施設整備費等）等、大会開催に直接的に関わる資本投資や消費支出により発生す
る需要増加額を推計した。具体的な試算項目及び考え方は、表 9.1.20-16 に示すとおりであ
る。
なお、東京 2020 大会の各競技は東京都以外の地域でも行われる予定だが、本試算では全
て都内での需要増加として推計した。

9 産業連関表とは、一定期間において、財・サービスが各産業部門間でどのように生産され、販売されたかについて、
行列（マトリックス）の形で一覧表にとりまとめたものであり、産業連関表の仕組みを利用して、ある産業に新た
な需要が発生した場合にどういう形で生産が波及していくのかを計算することができる。
10 生産誘発額：ある最終需要部門で１単位の最終需要があった場合、都内の産業の生産額の増加分。
11 付加価値誘発額：ある最終需要部門で１単位の最終需要があった場合、都内の産業の粗付加価値額（生産活動によ
って新たに生み出された価値）の増加分。生産誘発額に粗付加価値率を乗じて求める。
12 雇用者所得誘発額：ある最終需要部門で１単位の最終需要があった場合、都内の産業の雇用者の報酬として支払わ
れる現金及び現物の増加分。生産誘発額に雇用者所得率を乗じて求める。
13 資本投資・消費支出の拡大による波及効果は、下記のように波及する。下記の第１次波及効果のうちの付加価値（所
得）を消費に振り向けた場合、それらがもたらす生産が第２次波及効果である。
投資・消費 ⇒ 生産 ⇒ 付加価値（所得） ⇒ 消費 ⇒ 生産 ⇒ 付加価値（所得）
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表 9.1.20-16 「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）」における
直接的効果の試算項目
試算項目
施設整備費

試算の考え方
新規恒久施設の整備費（都立恒久施設、新国立
競技場）を需要増加額とした注 1)。
仮設施設整備費、エネルギーインフラ、ソフト

大会運営費

経費（輸送、セキュリティ、テクノロジー、オ
ペレーション、管理・広報、その他）を需要増
加額とした注 2)。

大会参加者・
観戦者の消費支出

大会参加者と一般観戦者の消費支出（交通費、
宿泊費、飲食費、買い物代、施設利用料等）を
需要増加額とした。
大会開催に伴い販売されるオリンピック・パラ

その他

家計消費支出

リンピック関連グッズの売上、テレビの購入費
を需要増加額とした。

国際映像制作・伝送費
企業マーケティング活動費

オリンピック・パラリンピックの映像制作、伝
送に係る支出を需要増加額とした。
スポンサー企業のマーケティング活動費（テレ
ビ番組購入等）を需要増加額とした。

注 1) 2016 年 12 月に組織委員会が公表した大会経費のうち、
「恒久施設」の経費
2) 2016 年 12 月に組織委員会が公表した大会経費の数値を使用。
出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

イ．レガシー効果
レガシー効果は、大会後のレガシーを見据えて実施される東京都内での取組に係る資本投
資や消費支出について、施策ごとのシナリオに基づく需要増加額を推計した。
試算項目の選定に当たっては、東京都が 2015 年（平成 27 年）12 月に公表した「2020 年
に向けた東京都の取組」に基づき、ソフト・ハード両面にわたる様々な取組を抽出した。
なお、抽出した項目以外にも、都内では多様なプロジェクトが見込まれるが、本試算では
大会との関連や規模が明瞭な取組のみ抽出した。
具体的な試算項目及び考え方は、表 9.1.20-17 に示すとおりである。
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表 9.1.20-17 「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）」における
レガシー効果の試算項目
試算項目

試算の考え方
新規恒久施設の後利用に伴う消費支出や維持管理費、既存体育施設の改修
新規恒久施設・
予定費、選手村の後利用に伴う環境整備や消費支出を需要増加額とした注
選手村の後利用
1)
。
大会関連
大会に関連する道路や自転車走行空間の整備、JR 駅改良工事、東京メトロ
交通インフラ整備
や都営交通のプロジェクト、BRT 等の整備費を需要増加額とした注 2)。
新規恒久施設・
選手村の後利用、
大会を契機とするバリアフリー化の推進に係る都道の無電柱化、都道・国
東京のまちづくり、
バリアフリー対策
道のバリアフリー化、鉄道駅のホームドア設置や段差解消、ユニバーサル
環境・持続可能性
デザインタクシーの導入を需要増加額とした注 3)。
水素ステーションの整備、燃料電池自動車の普及による市場規模の拡大を
水素社会の実現
需要増加額とした注 3)。
大会に向けて整備する都道の遮熱性・保水性舗装の整備費を需要増加額と
暑さ対策
した注 3)。
スポーツ実施者・
大会を契機として増加するスポーツ実施者・観戦者のスポーツ関連消費支
観戦者の増加
出を需要増加額とした注 3)。
障害者スポーツの
大会開催に向けた障害者スポーツの普及啓発や環境整備等のための都の
振興
投資として、東京都障害者スポーツ振興基金を需要増加額とした。
都民参加・ボランテ ボランティア活動者の増加によるボランティア関連支出の増加や事前キ
スポーツ、
ャンプに伴う支出を需要増加額とした注 3)。
都民参加・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、 ィア活動者の増加
文化、
芸術文化の振興に
芸術文化の振興や国内外への日本文化の魅力を発信するための都の投資
教育・多様性
向けた投資
として、東京都芸術文化振興基金を需要増加額とした。
文化イベント観客の 大会を契機として実施される文化イベントに伴う観客の消費支出を需要
増加
増加額とした注 4)。
大会を契機として増加する外国人留学生の消費支出を需要増加額とした注
外国人留学生の増加 5)
。
訪都外国人旅行者の受入環境を整備するための都の投資として、東京都お
おもてなし環境整備
もてなし・観光基金を需要増加額とした。
大会を契機として増加する訪都外国人旅行者や訪都国内旅行者の消費支
観光需要の拡大
出を需要増加額とした注 6)。
経済の活性化・
国家戦略特区における再開発事業への投資や外国企業の進出等による対
国際ビジネス
最先端技術の活用
内直接投資の増加、外国人ビジネスパーソンの増加による消費支出を需要
拠点形成
増加額とした注 7)。
中小企業の振興
大会を契機とした中小企業の輸出拡大を需要増加額とした注 8)。
ITS技術・
大会を契機とした自動運転技術の普及拡大やロボット産業の市場規模の
ロボット産業の拡大 拡大を需要増加額とした注 8)。
注 1) 選手村の後利用に伴う環境整備は、住宅棟超高層タワーの建設費等を計画面積等を基に推計
2) JR 駅改良工事は、2016 年６月東日本旅客鉄道株式会社により公表された「駅改良の工事計画」
（千駄ケ谷駅、信濃町駅、
原宿駅）による事業費を使用。東京メトロのプロジェクトは、2014 年９月東京地下鉄株式会社により策定された「東京
メトロ“魅力発信”プロジェクト」による事業費を使用
3) 「2020 年に向けた実行プラン」等に掲げた目標の達成に伴う需要増加額を、参考事業費や一人当たりの支出単価等を基
に推計
4) ロンドン大会における文化イベントを参考に推計
5) 文部科学省による「留学生 30 万人計画」の目標を基に、大会寄与率を設定して推計
6) 「東京都観光産業振興実行プラン 2017」による目標を基に、大会寄与率を設定して推計
7) 国家戦略特区における再開発事業は、2016 年５月内閣府公表の「国家戦略特区による経済波及効果」を使用して推計。
外国企業の進出等による対内直接投資の増加はロンドン大会の実績を基に、外国人ビジネスパーソンの増加による消費
支出は「2020 年に向けた実行プラン」等に掲げた目標を基に、それぞれ大会寄与率を設定して推計
8) 2016 年閣議決定「日本再興戦略 2016」による目標を基に、大会寄与率を設定して推計
出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
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5) 予測結果
ア．需要増加額
東京 2020 大会開催に伴う東京都の需要増加額は、表 9.1.20-18(1)及び(2)に示すとおり、
直接的効果で約２兆円、レガシー効果で約 12 兆円、合計で約 14 兆円と試算される。
表 9.1.20-18(1) 需要増加額（直接的効果）
項目

内容

施設整備費

新規恒久施設整備費

3,500 億円

仮設施設整備費、エネルギーインフラ、輸送、
大会運営費

需要増加額

10,600 億円

セキュリティ、テクノロジー、オペレーション、
管理・広報、その他

その他

大会参加者・観戦者の消費支出

2,079 億円

家計消費支出

2,910 億円

国際映像制作・伝送費

335 億円

企業マーケティング活動費

366 億円

合計

19,790 億円

出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

表 9.1.20-18(2) 需要増加額（レガシー効果）
項目

内容

需要増加額

新規恒久施設・選手村の 新規恒久施設・選手村の後利用、大会関連交通
後利用、東京のまちづく インフラ整備、バリアフリー対策、水素社会の
り、環境・持続可能性

22,572 億円

実現等

スポーツ、都民参加・ボ スポーツ実施者・観戦者の増加、障害者スポー

8,159 億円

ランティア、文化、教 ツの振興、ボランティア活動者の増加、文化イ
育・多様性
経済の活性化・最先端技
術の活用

ベント観客の増加、外国人留学生の増加等
観光需要の拡大、国際ビジネス拠点の形成、中

91,666 億円

小企業の振興、ITS 技術・ロボット産業の拡大
等
合計

122,397 億円

出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
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イ．経済波及効果（生産誘発額）等
(ｱ) 大会開催前・大会開催中
大会開催前・大会開催中の経済波及効果は、表 9.1.20-19 に示すとおりである。
生産誘発額は 13 兆 2,424 億円、付加価値誘発額は６兆 6,439 億円、雇用者所得誘発額
は４兆 1,014 億円と試算される。
表 9.1.20-19 大会開催前・大会開催中の経済波及効果
試算項目

生産誘発額
(億円)
33,919
11,564
15,510
2,863
2,915
512
555
98,505

直接的効果
施設整備費
大会運営費
大会参加者・観戦者支出
家計消費支出
国際映像制作・伝送費
企業マーケティング活動費
レガシー効果
新規恒久施設・選手村の後利用、
20,164
東京のまちづくり、環境・持続可能性
スポーツ、都民参加・ボランティア、
3,861
文化、教育・多様性
経済の活性化・最先端技術の活用
74,480
合計
132,424
出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

付加価値誘発額
(億円)
17,287
5,686
7,855
1,559
1,638
261
288
49,152

雇用者所得誘発額
(億円)
9,708
3,677
4,132
795
847
122
135
31,306

9,644

6,530

2,104

1,071

37,404
66,439

23,705
41,014

大会開催前・大会開催中の産業別の経済波及効果は、
表 9.1.20-20 に示すとおりである。
生産誘発額は、第一次産業で 34 億円、第二次産業で６兆 6,547 億円、第三次産業で５
兆 8,542 億円、付加価値誘発額は、第一次産業で 22 億円、第二次産業で２兆 9,085 億円、
第三次産業で３兆 2,186 億円、雇用者所得誘発額は、第一次産業で９億円、第二次産業で
２兆 3,372 億円、第三次産業で１兆 4,408 億円と試算される。
表 9.1.20-20 大会開催前・大会開催中の経済波及効果（産業別）
生産誘発額
(億円)
財・サービス部門
125,123
第一次産業
34
第二次産業
66,547
鉱工業
4,115
建設業
62,432
第三次産業
58,542
商業
9,719
金融・保険・不動産業
7,806
運輸・通信業
10,811
サービス業
27,071
その他
3,135
本社部門
7,301
合計
132,424
出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
試算項目
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付加価値誘発額
(億円)
61,293
22
29,085
1,382
27,703
32,186
6,486
5,431
4,767
14,244
1,258
5,146
66,439

雇用者所得誘発額
(億円)
37,789
9
23,372
996
22,376
14,408
3,240
963
2,391
7,360
454
3,225
41,014

9.1 全体計画 9.1.20 経済波及、雇用

(ｲ) 大会開催後
大会後の経済波及効果は、表 9.1.20-21 に示すとおりである。
生産誘発額は７兆 1,983 億円、付加価値誘発額は３兆 9,722 億円、雇用者所得誘発額は
２兆 459 億円と試算される。
表 9.1.20-21 大会開催後の経済波及効果
試算項目

生産誘発額
(億円)
71,983

付加価値誘発額
(億円)
39,722

雇用者所得誘発額
(億円)
20,459

レガシー効果
新規恒久施設・選手村の後利用、
11,202
5,551
3,551
東京のまちづくり、環境・持続可能性
スポーツ、都民参加・ボランティア、
6,467
3,517
1,777
文化、教育・多様性
経済の活性化・最先端技術の活用
54,314
30,654
15,131
注) 大会後は直接的効果の試算対象期間に含まれないため、レガシー効果の試算結果のみ記載している。
出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）

大会開催後の産業別の経済波及効果は、表 9.1.20-22 に示すとおりである。
生産誘発額は、第一次産業で 44 億円、第二次産業で 8,613 億円、第三次産業で５兆 9,446
億円、付加価値誘発額は、第一次産業で 28 億円、第二次産業で 3,610 億円、第三次産業
で３兆 3,349 億円、雇用者所得誘発額は、第一次産業で 11 億円、第二次産業で 2,837 億
円、第三次産業で１兆 5,897 億円と試算される。
表 9.1.20-22 大会開催後の経済波及効果（産業別）
試算項目

生産誘発額
(億円)

付加価値誘発額
(億円)

雇用者所得誘発額
(億円)

財・サービス部門
68,103
36,987
18,745
第一次産業
44
28
11
第二次産業
8,613
3,610
2,837
鉱工業
1,923
641
439
建設業
6,690
2,969
2,398
第三次産業
59,446
33,349
15,897
商業
13,337
8,901
4,446
金融・保険・不動産業
6,223
4,341
750
運輸・通信業
10,825
4,883
2,604
サービス業
26,713
14,302
7,682
その他
2,348
922
415
本社部門
3,880
2,735
1,714
合計
71,983
39,722
20,459
注) 大会後は直接的効果の試算対象期間に含まれないため、レガシー効果の試算結果のみ記載している。
出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
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ウ．雇用誘発数
東京 2020 大会開催に伴う東京都の雇用誘発数は、表 9.1.20-23 に示すとおり、直接的効
果で約 21 万人、レガシー効果で約 109 万人、合計で約 130 万人と試算される。
表 9.1.20-23 雇用誘発数
項目

雇用誘発数

直接的効果

206,676 人

レガシー効果

1,089,376 人

合計

1,296,052 人

出典：「東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
」
（平成 29 年４月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局）
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(3) ミティゲーション
・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て、大会競技会場の施設や
選手村の整備など、大会の開催・運営に不可欠な取組を着実に進める。
・東京都では、大会開催中の混雑緩和に加え、企業の生産性向上にもつなげるため、時差 Biz
や働き方改革にも資するテレワークをスムーズビズとして一体的に進めている。2019 年(令
和元年)夏には、スムーズビズ推進期間を設定し、企業等に多様な働き方の実践等の取組を
働きかけるとともに、
東京 2020 大会に向けてさらに企業等の幅広い参加を得ることにより、
新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルの確立を目指し、東京都と組織委員会が連携
して企業・個人に働きかけている。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、東京2020大会の経済波及効果への配慮及び東京2020大会開催による雇用への
配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
東京2020大会の招致が決定した2013年（平成25年）以降の都内総生産（名目）等の経済指標
や訪都旅行者数は、増加傾向を示す一方、完全失業率は減少傾向を示している。
このような中、東京2020大会の開催に伴う施設整備及び大会運営等に係る資本投資による、
大会前・大会開催中の生産誘発額は13兆2,424億円、付加価値誘発額は６兆6,439億円、雇用者
所得誘発額は４兆1,014億円の効果が見込まれる。また、大会後の生産誘発額は７兆1,983億円、
付加価値誘発額は３兆9,722億円、雇用者所得誘発額は２兆459億円の効果が見込まれる。また、
雇用誘発数は直接的効果で約21万人、レガシー効果で約109万人、合計で約130万人が見込まれ
る。
また、東京都では、大会開催中の混雑緩和に加え、企業の生産性向上にもつなげるため、 時
差Bizや働き方改革にも資するテレワークをスムーズビズとして一体的に進めている。2019 年
(令和元年)夏には、スムーズビズ推進期間を設定し、企業等に多様な働き方の実践等の取組を
働きかけるとともに、東京2020大会に向けてさらに企業等の幅広い参加を得ることにより、新
しいワークスタイルや企業活動の東京モデルの確立を目指している。
以上のように、大会開催に伴う需要増加による経済及び雇用へのプラスの影響及び社会全体
の生産性の向上など、東京2020大会の開催を契機とした雇用に関するプラスの影響を与えるよ
う働きかけていることから、東京2020大会の経済波及効果への配慮及び東京2020大会開催によ
る雇用への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.1 全体計画 9.1.21 事業採算性

9.1.21 事業採算性1
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.1.21-1に示すとおりである。
表 9.1.21-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①施設整備費の状況
東京 2020 大会の開催に伴う経費の最適化が重要で
②運営経費の状況
あると考えられることから左記の事項に係る調査
③整備費・運営経費の負担 が必要である。
者の状況
④利用状況及び収入予想
の状況

2) 調査地域
調査地域は、全競技会場等の範囲とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
東京 2020 大会は、過去最高の競技種目数の下で、最大規模の選手等大会関係者、要人、観
客が高度に都市機能が集積した大都市東京に集中するため、大会開催に当たっては、質的・量
的に充実したホスピタリティ、安全・安心の確保、円滑な輸送等の万全の運営を行うことが必
要である。一方で東京都及び組織委員会では、関係団体と緊密に連携し、大会成功に向けて尽
力するとともに、コスト縮減と収入増に努めている。
そのため、本評価書案では、大会開催中の「ア．施設整備費の状況」、
「イ．運営経費の状況」
、
「ウ．整備費・運営経費の負担者の状況」及び「エ．利用状況及び収入予想の状況」等を調査
した。
ア．施設整備費の状況
調査は、以下の資料から東京 2020 大会の組織委員会予算における施設整備費の状況を整
理した。
・「組織委員会予算 V3（バージョン 3）」
（平成 30 年 12 月 組織委員会）
イ．運営経費の状況
調査は、以下の資料から東京 2020 大会の組織委員会予算における運営経費の状況を整理
した。
・「組織委員会予算 V3（バージョン 3）」
（平成 30 年 12 月 組織委員会）
ウ．整備費・運営経費の負担者の状況
調査は、以下の資料から東京 2020 大会の組織委員会予算における整備費・運営経費の負
担者の状況を整理した。
・「組織委員会予算 V3（バージョン 3）」
（平成 30 年 12 月 組織委員会）

1 本項目での採算性は、東京2020大会の経費の最適化が図られているかの視点として取り扱う。
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エ．利用状況及び収入予想の状況
調査は、以下の資料から東京 2020 大会の組織委員会予算における観客数や大会の収入予
想の状況を整理した。
・「組織委員会予算 V3（バージョン 3）」
（平成 30 年 12 月 組織委員会）
・「輸送運営計画 V1（バージョン 1）」
（2017 年６月 組織委員会）
4) 調査結果
ア．施設整備費の状況
東京 2020 大会の施設整備費は、
表 9.1.21-2 に示すとおりであり、
恒久施設で 3,450 億円、
仮設等で 3,150 億円、エネルギーインフラで 450 億円となっている。
表 9.1.21-2 東京 2020 大会の施設整備費
項

目

恒久施設

組織委員会
－

その他

計

3,450 億円

3,450 億円

仮設等

950 億円

2,200 億円

3,150 億円

エネルギーインフラ

150 億円

300 億円

450 億円

1,100 億円

5,950 億円

7,050 億円

計

出典：「組織委員会予算 V3（バージョン 3）
」
（平成 30 年 12 月

組織委員会）

イ．運営経費の状況
東京 2020 大会の運営経費は、表 9.1.21-3 に示すとおりであり、輸送で 600 億円、セキュ
リティで 1,000 億円、テクノロジーで 1,050 億円、オペレーションで 1,200 億円、管理・広
報で 650 億円、マーケティングで 1,250 億円、その他で 700 億円となっている。
表 9.1.21-3 東京 2020 大会の運営経費
項

目

輸送

組織委員会

その他

計

350 億円

250 億円

600 億円

2

200 億円

800 億円

1,000 億円

テクノロジー1

700 億円

350 億円

1,050 億円

1,050 億円

150 億円

1,200 億円

650 億円

0 億円

650 億円

1,250 億円

0 億円

1,250 億円

700 億円

0 億円

700 億円

4,900 億円

1,550 億円

6,450 億円

セキュリティ

オペレーション 1
管理・広報
マーケティング
その他
計

出典：「組織委員会予算 V3（バージョン 3）
」
（平成 30 年 12 月

組織委員会）

2 セキュリティ：民間ガードマンによる警備、来場者等に対するスクリーニング機器、セキュリティカメラ
テクノロジー：各種情報システム、競技計測、通信インフラ 等
オペレーション：選手村、飲食、医療 等
出典：「大会準備に関するイメージ図」（2019年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/budgets/data/budget-image-JP.pdf
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ウ．整備費・運営経費の負担者の状況
東京 2020 大会の整備費・運営経費の分担は、表 9.1.21-4 に示すとおりであり、組織委員
会が 6,000 億円、東京都が 6,000 億円、国が 1,500 億円となっている。
表 9.1.21-4 東京 2020 大会の経費分担試算
項

目

恒久施設

組織委員会

東京都

－

国

2,250 億円

仮設等

950 億円

2,100 億円

エネルギーインフラ

150 億円

250 億円

テクノロジー

700 億円

300 億円

会場関係小計

1,800 億円
（400 億円）

4,900 億円
（200 億円）

350 億円

250 億円

輸送
セキュリティ
オペレーション

200 億円

750 億円

1,050 億円

100 億円

650 億円

0 億円

1,250 億円

0 億円

700 億円

0 億円

管理・広報
マーケティング
その他

合

計

1,200 億円

3,450 億円

200 億円

4,650 億円

1,400 億円
（200 億円）

8,100 億円
（800 億円）

100 億円

5,400 億円

4,200 億円
1,100 億円
100 億円
5,400 億円
（200 億円）
（100 億円）
（100 億円）
（400 億円）
6,000 億円
6,000 億円
1,500 億円
13,500 億円
計
（600 億円）
（300 億円）
（300 億円）
（1,200 億円）
注 1）このほかに予備費 1,000 億円～3,000 億円がある。これにより、予期せずに発生し得る、緊急に対応すべき事
態等に対処する。
2）
（ ）は、うちパラリンピック経費を示す。
出典：「組織委員会予算 V3（バージョン 3）
」
（平成 30 年 12 月 組織委員会）
大会関係小計

エ．利用状況及び収入予想
東京 2020 大会の観客（チケット保有者）は、オリンピックで 780 万人、パラリンピック
で 230 万人を想定3している。これらのチケット売上も含めた東京 2020 大会の収入予想は、
表 9.1.21-5 に示すとおりである。
表 9.1.21-5 東京 2020 大会の収入予想
項

目

計

IOC 負担金

850 億円

TOP スポンサー

560 億円

国内スポンサー

3,200 億円

ライセンシング

140 億円

チケット売上

820 億円

その他

330 億円

増収見込

100 億円
計

6,000 億円

出典：「組織委員会予算 V3（バージョン 3）
」
（平成 30 年 12 月 組織委員会）

3 「輸送運営計画V1(バージョン1)」（2017年６月

組織委員会）に基づく想定人数
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、東京 2020 大会の施設整備費、運営経費の利用の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、東京 2020 大会の開催前及び開催中とした。
3) 予測地域
予測地域は、全競技会場等の範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の組織委員会予算等から推定する方法によった。
5) 予測結果
東京都及び組織委員会は、競技会場計画の再検討により近隣他県まで含めた既存施設の活用
による効率的な競技会場配置や、競技会場の設計、工法の見直し、及び効率的な大会運営の検
討等により、可能な限り経済的な整備費、運営経費となるよう検討してきている。
東京 2020 大会の組織委員会予算収支（2018 年(平成 30 年)12 月時点）は、表 9.1.21-6 に示
すとおりであり、収入は 6,000 億円、支出は 6,000 億円を見込んでいる。また、組織委員会、
東京都及び国を合わせた東京 2020 大会の経費総額（2018 年(平成 30 年)12 月時点）は、表
9.1.21-4 に示したとおり１兆 3,500 億円を見込んでいる。
表 9.1.21-6 東京 2020 大会の組織委員会予算収支
[収入]

[支出]
項

目

金

額

項

目

金

額

IOC 負担金

850 億円

仮設等

950 億円

TOP スポンサー

560 億円

エネルギーインフラ

150 億円

国内スポンサー

3,200 億円

輸送

350 億円

ライセンシング

140 億円

セキュリティ

200 億円

チケット売上

820 億円

テクノロジー

700 億円

その他

330 億円

オペレーション

増収見込

100 億円

管理・広報

計

6,000 億円

1,050 億円
650 億円

マーケティング

1,250 億円

その他

350 億円

調整費

350 億円
計

出典：「組織委員会予算 V3（バージョン 3）
」
（平成 30 年 12 月
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組織委員会）

6,000 億円

9.1 全体計画 9.1.21 事業採算性

(3) ミティゲーション
・「東京にどのようなレガシーを残せるか」、「都民生活への影響」、「整備費高騰の懸念への対
応」の３つの視点から会場計画の再検討を実施し、近隣県まで含めた既存施設の活用による
効率的な競技会場配置、競技会場の設計や工法の見直しなどにより、可能な限り経済的な整
備費となるように検討した。
・東京都の整備する新規恒久施設においては、施設の機能や安全性などを確保しながら、可能
な限り経済的な整備費となるように検討したうえで整備を進めた。
・組織委員会が整備する仮設オーバーレイにおいては、テストイベントの簡素化・期間の見直
しや資材単価の精査等によって、可能な限り経済的な整備費となるように検討したうえで整
備を進めた。
・大会運営については、公有地活用による駐車場等賃借料の見直し、地方会場の一部における
放送用映像回線の地中化の見直しやオリンピック・パラリンピックファミリーホテルの客室
の仕様見直しなどにより可能な限り効率的な運営経費となるように検討を進めている。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、東京 2020 大会の経費の最適化への配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限
行われることとした。
2) 評価の結果
東京都及び組織委員会は、競技会場計画の再検討により近隣他県まで含めた既存施設の活用
による効率的な競技会場配置や、競技会場の設計、工法の見直し、及び効率的な大会運営の検
討等により、可能な限り経済的な整備費、運営経費となるよう検討してきている。
以上のような取組により、大会成功に向けて東京都及び組織委員会が連携して取り組む計画
となっていることから、東京 2020 大会の経費の最適化への配慮が事業者の実施可能な範囲で
最大限行われるものと考える。

- 637 -

9.1 全体計画 9.1.21 事業採算性

（空白のページ）
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9.2 競技・陸上競技（マラソン） 9.2.1 大気等

9.2

競技・陸上競技（マラソン）

9.2.1 大気等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.2.1-1に示すとおりである。
表 9.2.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①大気等の状況
②利用の状況
③大気等に関する法令等の基準

東京 2020 大会の開催に伴い大気等に係るアスリー
トへの配慮が重要であることから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、陸上競技（マラソン）の競技が実施されるエリアとして、マラソンコースの
範囲とした。マラソンコースは、図9.2.1-1に示すとおりである。

出典：
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 マラソン」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180531-01.html

図 9.2.1-1 マラソンコース
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組織委員会ホームページ）

9.2 競技・陸上競技（マラソン） 9.2.1 大気等

3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
陸上競技（マラソン）の実施に伴い、大気等に係るアスリートへの配慮を行う上で必要な事
項として、
「ア．大気等の状況」を調査するとともに、「イ．利用の状況」等を調査した。
ア．大気等の状況
調査は、以下の資料から大気等の状況を整理した。なお、調査地点は、図 9.2.1-2 に示す
とおりである。
・「大気汚染測定結果ダウンロード」
（東京都環境局ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・
「東京マラソン 2019 一般エントリー募集/申込者数についてのお知らせ」
（東京マラソン
ホームページ）
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
ウ．大気等に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準等の整理によった。
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9.2 競技・陸上競技（マラソン） 9.2.1 大気等

No.1：千代田区神田司町

No.2：国設東京新宿
No.4：永代通り新川
No.3：日比谷交差点

一般環境大気測定局（No.1、2）
自動車排出ガス測定局（No.3、4）

図 9.2.1-2 マラソンコース
周辺の大気汚染測定局
出典：
「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照

東京都環境局ホームページ）をもとに作成
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html
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9.2 競技・陸上競技（マラソン） 9.2.1 大気等

4) 調査結果
ア．大気等の状況
東京都における大気等の概況については、「9.1.1 大気等

(1) 現況調査

4) 調査結果

ア．大気等の状況」に示したとおりである。
陸上競技（マラソン）のコースに近接した一般局及び自排局の 2017 年度（平成 29 年度）
の測定結果は、
表 9.2.1-2 に示すとおりである。
二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は、
0.037
～0.049ppm であり、環境基準値である「0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下」
を満足している。浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は、0.037～0.046mg/m3 であり、
環境基準値である「0.1mg/m3 以下」を満足している
なお、東京 2020 大会のマラソン競技が行われる８月及び９月の期間の１時間値の最高値
は、二酸化窒素で 0.061～0.094ppm である。浮遊粒子状物質は、0.063～0.075mg/m3 であり、
環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足している。
表 9.2.1-2 陸上競技（マラソン）コース周辺の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果
区分

一般局

自排局

測定局名

二酸化窒素（ppm）
日平均値
１時間値
年平均値
の年間
の最高値
98％値

浮遊粒子状物質（mg/m3）
日平均値
１時間値
年平均値
の２％除
の最高値
外値

千代田区神田司町

0.021

0.070

0.043

0.017

0.063

0.040

国設東京新宿

0.018

0.061

0.037

0.016

0.079

0.037

日比谷交差点

0.027

0.076

0.047

0.019

0.069

0.042

永代通り新川

0.028

0.094

0.049

0.020

0.075

0.046

―

0.04 から
0.06 までの
ゾーン内又
はそれ以下

―

0.2 以下

0.1 以下

基準値等

―

注）1 時間値の最高値については、８、９月の最高値を示す。
出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html

2018 年度(平成 30 年度)の８月及び９月の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の１時間値の最
高値の時間変動は、図 9.2.1-3 及び図 9.2.1-4 に示すとおりである。
オリンピックの男子マラソンの競技時間帯では、二酸化窒素で 0.023～0.048ppm である。
浮遊粒子状物質は、0.026～0.084mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足
している。
オリンピックの女子マラソンの競技時間帯では、二酸化窒素で 0.023～0.048ppm である。
浮遊粒子状物質は、0.026～0.084mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足
している。
パラリンピックの男子/女子マラソンの競技時間帯では、二酸化窒素で 0.023～0.055ppm
である。浮遊粒子状物質は、0.023～0.049mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」
を満足している。
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自排局：永代通り新川・二酸化窒素
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図 9.2.1-3 マラソン競技時間帯の二酸化窒素の濃度（１時間値の最高値）

出典：
「大気汚染測定結果ダウンロード」（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html
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図 9.2.1-4 マラソン競技時間帯の浮遊粒子状物質の濃度（１時間値の最高値）

「大気汚染測定結果ダウンロード」（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html
出典：
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9.2 競技・陸上競技（マラソン） 9.2.1 大気等

イ．利用の状況
都内におけるマラソン大会としては、2007 年(平成 19 年)に始まった「東京マラソン」が
あげられる。東京マラソンはそれ以前に開催されていた東京国際マラソン、東京国際女子マ
ラソン、東京シティロードレースを統合したものであり、2010 年(平成 22 年)に国際陸上競
技連盟（IAAF）のゴールドラベルを獲得している。2019 年(平成 31 年)３月３日に開催され
た 2019 大会で 13 回目の開催となる。2019 大会の種目及び定員は、表 9.2.1-3 に示すとおり
である。
表 9.2.1-3 東京マラソン 2019 における種目及び定員
種目
定員
マラソン
37,500 人
・一般
27,360 人
・プレミアム
3,000 人
・チャリティー
5,000 人
・エリート
100 人
・準エリート
2,000 人
・車いす
10 人
・車いすエリート
30 人
10km
500 人
・ジュニア＆ユース
290 人
・視覚障害者
50 人
・知的障害者
100 人
・移植者
50 人
・車いす
10 人
出典：「東京マラソン 2019 一般エントリー募集/申込者数についてのお知らせ」
（2019 年８月１日参照
東京マラソンホームページ）https://www.marathon.tokyo/news/detail/news_001104.html

また、皇居周囲は日常的に市民ランナーが利用しており、市民マラソン大会も数多く開催
されているほか、表 9.2.1-4 に示すとおり、東京 2020 テストイベントが実施される予定で
ある。

競技（種別）
陸上競技
（マラソン）

表 9.2.1-4 東京 2020 テストイベントの概要
イベント名
日程／会場
主催
2019 年９月 15 日
マラソングランドチャン
スタート・フィニッシュ （公財）日本陸上競技連盟
ピオンシップ
明治神宮外苑

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/

ウ．大気等に関する法令等の基準
大気等に関する法令等の基準については、「9.1.1

大気等

(1) 現況調査

4) 調査結果

オ．大気等に関する法令等の基準」
（p.140 参照）に示したとおりである。
大気汚染に係る環境基準は、
「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されるこ
とが望ましい基準」として、得られた科学的知見に基づき、各物質の人への影響の特性を考
慮し、我が国における大気汚染の実態等を踏まえて設定されたものである。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、アスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、陸上競技（マラソン）の競技期間中とした。陸上競技（マラソン）の競
技予定は、表 9.2.1-5 に示すとおりである。
表 9.2.1-5 陸上競技（マラソン）の競技予定
区分
開催年月日
オリンピック
パラリンピック

時間

女子マラソン

2020 年８月２日（日）

6:00～9:15

男子マラソン

2020 年８月９日（日）

6:00～8:45

男子/女子マラソン

2020 年９月６日（日）

6:30～11:00

出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

組織委員会ホームページ）

3) 予測地域
予測地域は、陸上競技（マラソン）の競技が実施されるエリアとして、マラソンコースの
範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての取組等を参考として、陸上競技（マラソン）
開催中の大気等の状況を類推する方法とした。
5) 予測結果
陸上競技（マラソン）のコースに近接した一般局及び自排局における二酸化窒素及び浮遊粒
子状物質は、いずれも環境基準を満足している。
環境基準は、人の健康の保護を考慮し設定されているものであることから、競技を行う上で
支障が生じることはないと考えられる。
これらのことから、陸上競技（マラソン）の実施に伴う大気等に係るアスリートへの影響は
軽微であると考える。
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(3) ミティゲーション
・東京都では、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、陸上競技（マラソン）の実施に伴う大気等に係るアスリートへの配慮が事
業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
東京都では、東京マラソンを 2007 年（平成 19 年）より 13 年連続で開催しているほか、皇
居周囲では市民マラソン大会も数多く開催されている。
陸上競技（マラソン）のコースに近接した一般局及び自排局における二酸化窒素及び浮遊粒
子状物質は、いずれも環境基準を満足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、東京都及び組織委員会が陸上競技（マラソン）の実施に伴う大気等に係る取
組を連携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲
で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.2.2 騒音・振動
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.2.2-1に示すとおりである。
表 9.2.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①騒音の状況
②土地利用の状況
③利用の状況
④騒音に関する法令等の基準

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い陸上競技（マラソン）
の開催に伴うコース沿道の騒音の変化が考えられ
ることから、左記の事項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、陸上競技（マラソン）の競技が実施されるエリアとして、マラソンコースの
沿道とした。マラソンコースは、「9.2.1 大気等 (1)現況調査 2)調査地域」（p.639参照）に
示したとおりである。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
陸上競技（マラソン）の実施に伴い、発生しうる騒音を予測するために必要な事項として、
「ア．騒音の状況」を調査するとともに、コース沿道の「イ．土地利用の状況」、
「ウ．利用の
状況」等を調査した。
ア．騒音の状況
調査は、以下の資料から騒音の状況を整理した。
・｢平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果｣（東京都環境局）
イ．土地利用の状況
調査は、以下の資料から土地利用の状況を整理した。
・
「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」(平成 30 年５月 東京都
都市整備局）
ウ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・
「東京マラソン 2019 一般エントリー募集/申込者数についてのお知らせ」
（東京マラソン
ホームページ）
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
エ．騒音に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準の整理によった。
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4) 調査結果
ア．騒音の状況
陸上競技（マラソン）コースにおける自動車騒音の常時監視結果は、表 9.2.2-2 に示すと
おりである。
No.1 及び 2 地点の夜間において、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値（昼間 70dB
以下、夜間 65dB 以下）を上回っていた。
表 9.2.2-2 自動車騒音の常時監視結果
項目
No.1
No.2
No.3
住所
千代田区西神田 2-8
中央区日本橋 1-5
中央区京橋 1-7
路線名
都道 301 号白山祝田田町線
一般国道１号
一般国道 15 号
車線数
５
４
４
測定年月 開始
2017/12/5
2017/11/14
2017/11/16
日
終了
2017/12/6
2017/11/15
2017/11/17
騒音レベ 昼間
70
69
64
ル(dB)
夜間
69
68
60
注 1)調査地点は、図 9.2.2-1 に対応する。
注 2)網掛けを行ったものは幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値（昼間 70dB 以下、夜間 65dB
以下）を上回ったものを示す。
出典：「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」
（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/noise/result/cyousakekka/cyousa_2017.html

イ．土地利用の状況
マラソンコース周辺の土地利用状況は、図 9.2.2-1 に示すとおりである。マラソンコース
は東京の中心部を通るルートとして、浅草雷門、日本橋、銀座、増上寺、東京タワー、皇居
外苑など東京の名所を回るコースとして設定されている。コース沿道の用途地域としては大
部分が商業地域となっている。コース沿道の建物用途としては、「事務所建築物」が多く、
オリンピックスタジアムから水道橋交差点にかけてのコース沿道、日本橋交差点から雷門・
吾妻橋交差点にかけてのコース沿道には、「住商併用施設」や「集合住宅」が分布する。ま
た、二重橋前交差点付近のコース沿道は皇居外苑であり、沿道に建物はない。
ウ．利用の状況
利用の状況は、「9.2.1

大気等

(1) 現況調査

4) 調査結果

イ．利用の状況」
（p.645

参照）に示したとおりである。
エ．騒音に関する法令等の基準
騒音に関する法令等の基準については、「9.1.3
果

騒音・振動

(1) 現況調査

エ．騒音に関する法令等の基準等」
（p.198 参照）に示したとおりである。
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区間
富久町西交差点
～水道橋交差点

水道橋交差点～
二重橋前交差点
神保町交差点～
日本橋交差点
日本橋交差点～
雷門・吾妻橋交
差点
日本橋交差点～
芝公園

土地利用の状況
都道 302 号線（靖国通り）～都道 405 号外濠環状線（外堀通り）の区間。国道 20 号線（靖国通り）は片側３車線の
６車線道路。都道 405 号外濠環状線（外堀通り）は片側２車線の４車線道路。沿道には事務所ビル等がみられるほ
か、都道 302 号線（靖国通り）は防衛省市ヶ谷地区に面している。また、都道 405 号外濠環状線（外堀通り）の市
ヶ谷～飯田橋の区間は外濠に面した開放的な空間となっている。
都道 301 号白山祝田田町線（白山通り、内堀通り）の区間。白山通りは片側２車線の４車線道路。沿道には事務所
ビル、商業ビル等がみられるほか、東京歯科大学、日本大学等も分布している。内堀通りは皇居前広場に面した開
放的な空間となっている。
都道 302 号新宿両国線（新宿通り）、国道 17 号線（中央通り）の区間。片側２車線の４車線道路。沿道には中高層
の事務所ビルがみられる。
都道 10 号東京浦安線（永代通り）
、都道 50 号東京市川線（新大橋通り）
、都道 474 号浜町北砂町線（清洲橋通り）、
国道６号線（江戸通り）の区間。永代通り、新大橋通り、江戸通りは片側 3 車線の 6 車線道路、清洲橋通りは 5 車
線道路。道路沿道には集合住宅、事務所ビル等がみられる。
国道 15 号線（中央通り）
、都道 405 号外濠環状線（外堀通り）
、都道 409 号日比谷芝浦線（日比谷通り）の区間。中
央通り、外堀通りは片側 2 車線の 4 車線道路、日比谷通りは片側 3 車線の 6 車線道路。沿道には中高層の事務所ビ
ルがみられる。

雷門・吾妻橋交差点

水道橋交差点

No.1
神保町交差点
富久町西交差点

日本橋交差点

No.2

二重橋前交差点

No.3

区間
新国立競技場～
富久町西交差点

土地利用の状況
都道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）
の区間。片側２車線の４車線道路。道
路沿道には集合住宅、事務所ビル等が
みられる。

芝公園

自動車騒音測定地点（No.1～3）

図 9.2.2-1
マラソンコース沿道の状況
出典：「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」(平成 30 年５月 東京都都市整備局）
「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/noise/result/cyousakekka/cyousa_2017.html
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、陸上競技（マラソン）の実施に伴い発生する音とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、陸上競技（マラソン）の競技期間中とした。陸上競技（マラソン）の競
技予定は、
「9.2.1 大気等

(2) 予測 2) 予測の対象時点」
（p.646 参照）に示したとおりで

ある。
3) 予測地域
予測地域は、陸上競技（マラソン）の競技が実施されるエリアとして、マラソンコースの
沿道とした。
4) 予測手法
予測手法は、大会の運営計画等から類推する方法によった。
5) 予測結果
陸上競技（マラソン）に伴い音が発生する行為は、
①競技の実施（関係車両の走行、観客の歓声）
②観客の誘導（ハンドマイク等を用いた誘導、観客のざわつき）
③報道（報道のための車両の走行、ヘリコプターの飛行）
が考えられる。
陸上競技（マラソン）のコースは、東京の中心部において、浅草雷門、日本橋、銀座、増上
寺、東京タワー、皇居外苑など東京の名所を回るコースとして設定され、コース沿道の土地利
用としては、大半が事務所、商業系となっている。
陸上競技（マラソン）は、オリンピック及びパラリンピックともに午前中に競技は終了する
予定である。また、声援等は移動するアスリートに対して行われるものであり、１か所当たり
の継続時間は一時的なものとなり、競技実施に伴う騒音の影響は限定的なものになるものと考
える。
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(3) ミティゲーション
・競技コースの周辺住民に対して、関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体の活用に
より大会スケジュールの事前周知を図る。
・組織委員会は、大会開催に伴う周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に
応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
・東京都では、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、陸上競技（マラソン）の実施に伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能
な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
陸上競技（マラソン）の実施に当たっては、競技会場の周辺住民に対して、関係機関のホー
ムページや広報誌など様々な媒体の活用により大会スケジュールの事前周知を図る。また、競
技時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に応じてメインオペレーシ
ョンセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を東京
都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。
以上のように、競技実施に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京都
及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、陸上競技（マラソン）の実施
に伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.2.3 歩行者空間の快適性
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.2.3-1に示すとおりである。
表 9.2.3-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①緑の状況
②施設の状況
③歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
④法令等の基準等
⑤東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴
い歩行者空間の快適性 に
対する配慮が重要である
ことから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、陸上競技（マラソン）の競技が実施されるエリアとして、マラソンコースの
範囲とした。マラソンコースは、「9.2.1 大気等 (1)現況調査 2)調査地域」（p.639参照）に
示したとおりである。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
陸上競技（マラソン）のアスリート及び観客に対する暑さ対策に関する配慮を検討するため、
「ア．緑の状況」、
「イ．施設の状況」について調査するとともに、「ウ．歩行者及びアスリー
トが感じる快適性に係る気象等の状況」等を調査した。
ア．緑の状況
調査は、以下の資料から緑の状況を整理した。
・「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年 5 月 東京都）
・各区の「緑の実態調査 報告書」
イ．施設の状況
調査は、以下の資料から施設の状況を整理した。
・「道路の暑さ対策について（舗装の取組み）」
（東京都建設局ホームページ）
ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
調査は、以下の資料から快適性に係る気象等の状況を整理した。
・東京管区気象台における気象データ
・「熱中症予防運動指針」
（
（公財）日本スポーツ協会）
エ．法令等の基準等
調査は、都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）の法令の整理によった。
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オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」(平成
28 年 12 月 東京都)、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年
に向けた実行プラン～」(平成 31 年 1 月 東京都)、
「東京都ヒートアイランド対策ガイドラ
イン」(平成 17 年７月 東京都)、
「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年 5 月 東
京都）の計画等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．緑の状況
マラソンコースは、図 9.2.3-2 に示すとおりである。
マラソンコースの沿道については、皇居前、国道 15 号の一部をのぞき、ほぼ全区間にわ
たり歩道上の街路樹により緑陰が形成されている。東京都では、マラソンコース沿いの街路
樹の樹冠拡大による歩行空間の整備を推進している。
（図 9.2.3-1 参照）
また、市谷から飯田橋にかけての外堀通りの区間、皇居外周の内堀通りの区間を除いて、
マラソンコース沿道には中高層建築物が連なっている。また、マラソンコースに近接して、
新宿御苑、芝公園、皇居駅前広場といった公園等が分布している。

出典：「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年5月

図9.2.3-1

東京都）

街路樹樹冠拡大のイメージ

イ．施設の状況
「緑の状況」においても触れたとおり、マラソンコース沿道には中高層建築物が連なって
分布しており、方角により早朝の時間帯には日陰を形成する。
また、2020 年までにマラソンコース等の競技コースや競技会場周辺の観客の主な動線とな
る都道において、遮熱性舗装1 や保水性舗装2 を累計約 136 ㎞整備する計画である。（写真
9.2.3-1 参照）
対象区は、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、豊島区、江東区、
文京区、台東区及び荒川区の 12 区であり、平成 30 年度末時点で遮熱性舗装が約 109km、保
水性舗装が約 20km 施工されている。

出典：「道路の暑さ対策について（舗装の取組み）
」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/road/kanri/hosou/dourokanri0034.html

写真 9.2.3-1 遮熱性舗装の温度抑制効果（赤外線写真による）
1 遮熱性舗装：路面温度を上昇させる原因である赤外線を反射する遮熱材を路面の表面に塗布した舗装。舗装への蓄
熱を防ぎ、路面温度の上昇を最大で８℃程度抑制する。
2 保水性舗装：間隙の多い舗装に、水を吸い込み保持する保水材を詰めた舗装。保水材にしみ込んだ雨水が蒸発する
ときの気化熱によって、路面温度の上昇を最大で10℃程度抑制する。
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ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
陸上競技（マラソン）の競技時間帯の、2016～2018 年(平成 28～平成 30 年)の暑さ指数
（WBGT）の状況は、表 9.2.3-2 に示すとおりである。
競技時間帯の暑さ指数の出現頻度は、オリンピック男子マラソンでは、31℃を超える「危
険」が 0.7％であり、28～31℃の「厳重警戒」が 38.7％であった。オリンピック女子マラソ
ンでは、
「危険」が 0.8％、
「厳重警戒」が 44.1％、パラリンピック男子/女子マラソンでは、
「危険」が 0.0％、
「厳重警戒」が 8.4％であった。
（公財）日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」においては、WBGT31℃以上は「運
動は原則中止」28℃以上は「厳重警戒（激しい運動は中止）
」としている。
表 9.2.3-2 競技時間帯の暑さ指数（WBGT）の出現状況
区分

オリンピック
男子マラソン
女子マラソン
時間数
割合
時間数
割合

危険（31℃～）
東
京

パラリンピック
男子/女子マラソン
時間数
割合

2

0.7％

3

0.8％

0

0.0％

厳重警戒（28～31℃）

108

38.7％

164

44.1％

38

8.4％

警戒（25～28℃）

120

43.0％

145

39.0％

154

34.2％

49

17.6％

60

16.1％

258

57.3％

279

－

372

－

450

－

注意（～25℃）
合計

注) 暑さ指数は、東京管区気象台における気温、湿度、風速及び全天日射量をもとに算出した。
オリンピックの男子マラソンについては、2016～2018 年の８月の 6:00～9:00 のデータを集計。
オリンピックの女子マラソンについては、2016～2018 年の８月の 6:00～10:00 のデータを集計。
パラリンピックの男子・女子マラソンについては、2016～2018 年の９月の 6:00～11:00 のデータを集計。

エ．法令等の基準等
歩行者が感じる快適性に関する法令等については、
「9.1.4 歩行者空間の快適性 (1)現況
調査 4) 調査結果 カ．法令等の基準等」
（p.247 参照）に示したとおりである。
オ．東京都等の計画等の状況
歩行者の快適性に関する計画等については、「9.1.4 歩行者空間の快適性

(1)現況調査

4) 調査結果 キ．東京都等の計画等の状況」
（p.247 参照）に示したとおりである。
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区間
2 富久町西交差
○
点～水道橋交差
点
3 水道橋交差点
○
～神保町交差点
4 神保町交差点
○
～日本橋交差点
5 日本橋交差点
○
～雷門・吾妻橋
交差点
6 日本橋交差点
○
～芝公園
7 神保町交差点
○
～二重橋前交差
点

区間
1 新国立競技場
○
～富久町西交差
点

緑の状況
都道 302 号線（靖国通り）～都道 405 号外濠環状線（外堀通り）の区間。国道 20 号線（靖国通り）は片側３車
線の６車線道路。都道 405 号外濠環状線（外堀通り）は片側２車線の４車線道路。両側の歩道上の街路樹によ
る樹陰が形成されている。都道 405 号外濠環状線（外堀通り）の市谷～飯田橋の区間は外濠に面した開放的な
空間となっている。
都道 301 号白山祝田田町線（白山通り）の区間。白山通りは片側２車線の４車線道路であり、両側の歩道上の
街路樹による緑陰が形成されている。
都道 302 号新宿両国線（新宿通り）、国道 17 号線（中央通り）の区間。片側２車線の４車線道路であり、両側
の歩道上の街路樹による緑陰が形成されている。
都道 10 号東京浦安線（永代通り）
、都道 50 号東京市川線（新大橋通り）
、都道 474 号浜町北砂町線（清洲橋通
り）、国道６号線（江戸通り）の区間。永代通り、新大橋通り、江戸通りは片側 3 車線の 6 車線道路、清洲橋通
りは 5 車線道路であり、両側の歩道上の街路樹による緑陰が形成されている。
国道 15 号線（中央通り）、都道 405 号外濠環状線（外堀通り）
、都道 409 号日比谷芝浦線（日比谷通り）の区間。
中央通り、外堀通りは片側 2 車線の 4 車線道路、日比谷通りは片側 3 車線の 6 車線道路であり、両側の歩道上
の街路樹による緑陰が形成されている。また、中央分離帯には低木の植栽が施されている。
都道 301 号白山祝田田町線（白山通り、内堀通り）の区間。白山通りは片側２車線の４車線道路であり、両側
の歩道上の街路樹による緑陰が形成されている。内堀通りは片側４車線の８車線道路であり、両側の歩道上の
街路樹による緑陰が形成されている。また、中央分離帯には低木の植栽が施されている。折り返し地点となる
二重橋前交差点の周囲には、皇居前広場が広がっている。皇居前広場には多くの樹木が整備されている。

緑の状況
都道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）
の区間。片側２車線の４車線道路。両
側の歩道上の街路樹による緑陰が形成
されている。

図 9.2.3-2 マラソンコース

出典：「千代田区緑の実態調査及び熱分布調査（平成 22 年度）」（平成 23 年 3 月 千代田区）
、「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」（平成 29 年 3 月 港区）
、「新宿
区みどりの実態調査報告書（第 8 次）」（平成 28 年 2 月 新宿区みどり土木部みどり公園課）
、「墨田区緑と生物の現況調査報告書」
（平成 22 年 3 月 墨田区区民活
動推進部環境担当環境保全課）、
「中央区緑の実態調査（第５回）報告書」
（平成 30 年 3 月 中央区環境土木部水とみどりの課）
、
「平成 29 年度 江東区緑被率等調査
報告書」（平成 30 年 1 月 江東区）、「平成 26 年度品川区みどりの実態調査報告書」
（平成 27 年 3 月 品川区防災まちづくり事業部公園課みどりの係）
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、陸上競技（マラソン）の競技期間中とした。陸上競技（マラソン）の競
技予定は、
「9.2.1 大気等

(2) 予測 2) 予測の対象時点」
（p.646 参照）に示したとおりで

ある。
3) 予測地域
予測地域は、陸上競技（マラソン）の競技が実施されるエリアとして、マラソンコースの
範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、大会の運営計画等から類推する方法によった。
5) 予測結果
陸上競技（マラソン）の競技時間中の WBGT（暑さ指数）が「危険」（31℃を超える）あるい
は「厳重警戒」
（28～31℃）となる出現頻度は、オリンピック男子で４割程度、オリンピック
女子で５割程度、パラリンピック男子/女子で１割程度と考えられる。
マラソンコース沿道には中高層建築物が連なって分布しており、方角により早朝の時間帯に
はコース上に日陰を形成するものと考えられる。
競技の実施に当たっては、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東
京都と組織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、テストイベントにおいて、
複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによってより効果的な大会本番の暑さ対策
について取りまとめる。
これらのことから、陸上競技（マラソン）の実施に伴う観客及びアスリートへの暑さ対策を
東京都及び組織委員会が連携して取組を行うことにより、観客及びアスリートの感じる快適性
の程度は極力確保できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
1) 施設面（ハード対策）
・競技会場では、テント等の設置による日射の遮へいと大型冷風機設置による冷却を組み
合わせた対策を検討する。
・アスリート専用休憩スペースの設置や飲料水、アイシング用氷の提供など、競技特性を
踏まえた最適な暑さ対策の取組を検討する。
2) 運営面（ソフト対策）
・暑さ対策を考慮の上、競技開催時間を設定した。
・暑さ対策について告知・注意喚起を補完する機能として、東京2020組織委員会のウェブ
サイト及びモバイルアプリに「暑さ対策」に関する情報を掲載し、事前に周知すべき情
報や気象に左右されるような変動要素のある情報などの提供を検討する。
・東京都では都市オペレーションセンターを設置し、天候等を含む様々な情報提供を行う
他、暑さ対策等への取組を実施する。
・救護運営面では、早期の発見と対処による重症化の防止とともに、医務室、救急車、フ
ァーストレスポンダー3の適正な配置を検討する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断す
る。
3) テストイベントを活用した検証
東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するため、組織委員会と
連携し、テストイベントを活用した検証を行う。陸上競技（マラソン）のテストイベントは、
表9.2.3-3に示すとおりであり、テストイベントにおける検証結果を踏まえ、競技沿道等にお
ける大会本番の暑さ対策について取りまとめる。
表9.2.3-3
競技
マラソン

テストイベントを活用した検証

検証場所
港区立芝公園、共立女子大学

テストイベント日程
2019年９月15日（日）

試行検証の主な内容
・暑さ対策

等

【対策の概要】
競技名
大会名
主催者
マラソン
マラソングランドチャンピオンシップ
日本陸上競技連盟
＜ハード対策＞
＜ソフト対策＞
〇 休憩所
〇 手回しファン
・スポットクーラー
〇 ネッククーラー
・ウォーターサーバー
〇 かちわり氷
〇 極微細ミスト
出典：「テストイベントを活用した都における検証について」（2019年６月21日
備局、環境局、福祉保健局）をもとに作成

オリンピック・パラリンピック準

3 ファーストレスポンダー：負傷者・急病人などを救急隊に引き継ぐ前の最初の対応者のこと。必ずしも医療専門家
に限定されない
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(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、観客及びアスリートへの暑さへの配慮（歩行者空間の快適性への配慮）が事
業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
競技コースの一部では、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰による効果が期待できる。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組織
委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベント
において、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによって、より効果的な大会本
番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ細
かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.3

競技・陸上競技（競歩）

9.3.1 大気等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.3.1-1に示すとおりである。
表 9.3.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①大気等の状況
②利用の状況
③大気等に関する法令等の基準

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い大気等に係るアスリー
トへの配慮が重要であることから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、陸上競技（競歩）の競技が実施されるエリアとして、競歩コースの範囲とし
た。
競歩コースは、図9.3.1-1に示すとおりである。

出典：「東京 2020 オリンピック競技大会 競歩コース」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180531-01.html

図 9.3.1-1 競歩コース
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組織委員会ホームページ）

9.3 競技・陸上競技（競歩） 9.3.1 大気等

3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
陸上競技（競歩）の実施に伴い、大気等に係るアスリートへの配慮を行う上で必要な事項と
して、
「ア．大気等の状況」を調査するとともに、
「イ．利用の状況」等を調査した。
ア．大気等の状況
調査は、以下の資料から大気等の状況を整理した。なお、調査地点は、図 9.3.1-2 に示す
とおりである。
・「大気汚染測定結果ダウンロード」
（東京都環境局ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、既存資料の整理によった。
ウ．大気等に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準の整理によった。
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図 9.3.1-2 競歩コース周辺の
大気汚染測定局
出典：
「東京 2020 オリンピック競技大会 競歩コース」（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180531-01.html
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組織委員会ホームページ）

9.3 競技・陸上競技（競歩） 9.3.1 大気等

4) 調査結果
ア．大気等の状況
東京都における取組の経緯については、「9.1.1

大気等

(1) 現況調査

4) 調査結果

ア．大気等の状況」に示したとおりである。
陸上競技（競歩）のコースに近接した自排局の 2017 年度（平成 29 年度）の測定結果は、
表 9.3.1-2 に示すとおりである。二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は、0.047ppm であり、
環境基準値である「0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下」を満足している。
浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は、0.042mg/m3 であり、環境基準値である「0.1mg/m3
以下」を満足している。
なお、東京 2020 大会の競歩競技が行われる８月及び９月の期間の１時間値の最高値は、
二酸化窒素で 0.076ppm である。浮遊粒子状物質は、0.069mg/m3 であり、環境基準値である
「0.2mg/m3 以下」を満足している。
表 9.3.1-2 陸上競技（競歩）コース周辺の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果
区分
自排局

測定局名
日比谷交差点
基準値等

二酸化窒素（ppm）
日平均値
１時間値
年平均値
の年間
の最高値
98％値
0.027
―

浮遊粒子状物質（mg/m3）
日平均値
１時間値
年平均値
の２％除
の最高値
外値

0.076

0.047

0.019

0.069

0.042

―

0.04 から
0.06 までの
ゾーン内又
はそれ以下

―

0.2 以下

0.1 以下

注）1 時間値の最高値については、８、９月の最高値を示す。
出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html

2018 年度（平成 30 年度）の８月及び９月の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の１時間値の
最高値の時間変動は、図 9.3.1-3 に示すとおりである。
オリンピックの男子 50km の競技時間帯では、二酸化窒素で 0.031～0.048ppm である。浮
遊粒子状物質は、0.033～0.084mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足し
ている。
オリンピックの男子 20km、女子 20km の競技時間帯では、二酸化窒素で 0.031～0.034ppm
である。浮遊粒子状物質は、0.036～0.080mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」
を満足している。
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0.100
0.090

8月

男子20km競技時間

0.080

9月

女子20km競技時間

0.070

0.060

男子50km競技時間

0.050
0.040
0.030
0.020

0.010
0.000
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

二酸化窒素濃度･1時間の最高値(ppm)

自排局：日比谷交差点・二酸化窒素

0.25

8月

男子20km競技時間
0.2

9月

女子20km競技時間

0.15

男子50km競技時間

0.1

0.05

0
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

浮遊粒子状物質･1時間の最高値(mg/m3)

自排局：日比谷交差点・浮遊粒子状物質

出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html

図 9.3.1-3 競歩競技時間帯の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度（１時間値の最高値）
イ．利用の状況
皇居周囲は日常的に市民ランナーが利用しており、市民マラソン大会等も数多く開催され
ている。
ウ．大気等に関する法令等の基準
大気等に関する法令等の基準については、「9.2.1

大気等

(1) 現況調査

ウ．大気等に関する法令等の基準」
（p.645 参照）に示したとおりである。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、アスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、陸上競技（競歩）の競技期間中とした。陸上競技（競歩）の競技予定は、
表 9.3.1-3 に示すとおりである。
表 9.3.1-3 陸上競技（競歩）の競技予定
区分
開催年月日
オリンピック

時間

男子 20km

2020 年７月 31 日（金）

6:00～7:35

女子 20km

2020 年８月７日（金）

6:00～7:45

男子 50km

2020 年８月８日（土）

5:30～10:00

出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

組織委員会ホームページ）

3) 予測地域
予測地域は、陸上競技（競歩）の競技が実施されるエリアとして、競歩コースの範囲とし
た。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての取組等を参考として、陸上競技（競歩）開
催中の大気等の状況を類推する方法とした。
5) 予測結果
陸上競技（競歩）のコースに近接した自排局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、い
ずれも環境基準を満足している。
環境基準は、人の健康の保護を考慮し設定されているものであることから、競技を行う上で
支障が生じることはないと考えられる。
これらのことから、陸上競技（競歩）の実施に伴う大気等に係るアスリートへの影響は軽微
であると考える。
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(3) ミティゲーション
・東京都では、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、陸上競技（競歩）の実施に伴う大気等に係るアスリートへの配慮が事業者の
実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
陸上競技（競歩）のコースに近接した自排局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、い
ずれも環境基準を満足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、東京都及び組織委員会が陸上競技（競歩）の実施に伴う大気等に係る取組を
連携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最
大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.3.2 歩行者空間の快適性
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.3.2-1に示すとおりである。
表 9.3.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①緑の状況
②施設の状況
③歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
④法令等の基準等
⑤東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴
い歩行者空間の快適性に
対する配慮が重要である
ことから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、陸上競技（競歩）の競技が実施されるエリアとして、競歩コースの範囲とし
た。競歩コースは、「9.3.1 大気等 (1)現況調査 2)調査地域」（p.663参照）に示すとおりで
ある。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
陸上競技（競歩）のアスリート及び観客に対する暑さ対策に関する配慮を検討するため、
「ア．
緑の状況」
「イ．施設の状況」について調査するとともに、
「ウ．歩行者及びアスリートが感じ
る快適性に係る気象等の状況」等を調査した。
ア．緑の状況
調査は、以下の資料から緑の状況を整理した。
・「千代田区緑の実態調査及び熱分布調査（平成 22 年度）」
（平成 23 年 3 月 千代田区）
イ．施設の状況
調査は、以下の資料から施設の状況を整理した。
・「道路の暑さ対策について（舗装の取組み）」
（東京都建設局ホームページ）
ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
調査は、以下の資料から快適性に係る気象等の状況を整理した。
・東京管区気象台における気象データ
・「熱中症予防運動指針」
（
（公財）日本スポーツ協会）
エ．法令等の基準等
調査は、都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）の法令の整理によった。
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オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」(平成
28 年 12 月 東京都)、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年
に向けた実行プラン～」(平成 31 年 1 月 東京都)、
「東京都ヒートアイランド対策ガイドラ
イン」(平成 17 年７月 東京都)、
「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年 5 月 東
京都）の計画等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．緑の状況
競歩コースは、図 9.3.2-1 に示すとおりである。
イ．施設の状況
コース周囲は皇居前広場となっており開けた環境となっている。北側折り返し点の大手門
交差点の東側には中高層ホテル（地上 23 階、最高高さ約 115m）が位置している。
競歩コースの全体に遮熱性舗装1が整備されている。
（写真 9.3.2-1 参照）

出典：「道路の暑さ対策について（舗装の取組み）
」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/road/kanri/hosou/dourokanri0034.html

写真 9.3.2-1 遮熱性舗装の温度抑制効果（赤外線写真による）
ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
陸上競技（競歩）の競技時間帯の、2016～2018 年（平成 28～30 年）の暑さ指数（WBGT）
の状況は、表 9.3.2-2 に示すとおりである。
競技時間帯の暑さ指数の出現頻度は、男子 20km では、31℃を超える「危険」が 0.0％であ
り、28～31℃の「厳重警戒」が 21.5％であった。女子 20km では、「危険」が 0.0％、
「厳重
警戒」が 31.7％、男子 50km では「危険」が 0.6％、
「厳重警戒」が 38.9％であった。
（公財）日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」においては、WBGT31℃以上は「運
動は原則中止」28℃以上は「厳重警戒（激しい運動は中止）
」としている。
表 9.3.2-2 競技時間帯の暑さ指数（WBGT）の出現状況
区分
危険（31℃～）
東
京

厳重警戒（28～31℃）
警戒（25～28℃）
注意（～25℃）
合計

男子 20km
時間数
割合

オリンピック
女子 20km
時間数
割合

男子 50km
時間数
割合

0

0.0%

0

0.0%

3

0.6%

40

21.5%

59

31.7%

181

38.9%

112

60.2%

90

48.4%

196

42.2%

34

18.3%

37

19.9%

85

18.3%

186

－

186

－

465

－

注) 暑さ指数は、東京管区気象台における気温、湿度、風速及び全天日射量を基に算出した。
男子 20km は、2016 年から 2018 年の７月の 6:00～8:00 のデータをもとに整理した。
女子 20km は、2016 年から 2018 年の８月の 6:00～8:00 のデータをもとに整理した。
男子 50km は、2016 年から 2018 年の８月の 5:00～10:00 のデータをもとに整理した。

1 遮熱性舗装：路面温度を上昇させる原因である赤外線を反射する遮熱材を路面の表面に塗布した舗装。舗装への蓄
熱を防ぎ、路面温度の上昇を最大で８℃程度抑制する。
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エ．法令等の基準等
歩行者が感じる快適性に関する法令等については、
「9.1.4 歩行者空間の快適性 (1)現況
調査 4) 調査結果 オ．法令等の基準等」
（p.247 参照）に示したとおりである。
オ．東京都等の計画等の状況
歩行者の快適性に関する計画等については、「9.1.4 歩行者空間の快適性

(1)現況調査

4) 調査結果 キ．東京都等の計画等の状況」
（p.247 参照）に示したとおりである。
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緑の状況
競歩は、都道 301 号白山祝田田町線（内堀通り）の祝田橋付近～大手門の区間を巡回するものである。内堀
通りは片側４車線の８車線道路であるが、歩道には街路樹はなく緑陰はない。また、中央分離帯には低木の
植栽が施されている。コース北側の周囲には皇居前広場が広がっており、広場に植栽されている樹木により
緑陰が形成されている。

図 9.3.2-1 競歩コース

出典：
「千代田区緑の実態調査及び熱分布調査（平成 22 年度）
」（平成 23 年 3 月 千代田区）
、「東京 2020 大会ホームページ」（2019 年
８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180531-01.html をもとに作成。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、陸上競技（競歩）の競技期間中とした。陸上競技（競歩）の競技予定は、
「9.3.1 大気等 (2)予測 2) 予測の対象時点」（p.668 参照）に示したとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、陸上競技（競歩）の競技が実施されるエリアとして、競歩コースの範囲とし
た。
4) 予測手法
予測手法は、大会の運営計画等から類推する方法によった。
5) 予測結果
陸上競技（競歩）の競技時間中の WBGT（暑さ指数）が「危険」
（31℃を超える）あるいは「厳
重警戒」
（28～31℃）となる出現頻度は、男子 20km で２割程度、女子 20km で３割程度、男子
50km で４割程度と考えられる。
競技コースは開けた環境であり、建築物等による日陰が形成される区間はコース北側の一部
である。
競技の実施に当たっては、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東
京都と組織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、テストイベントにおいて、
複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによってより効果的な大会本番の暑さ対策
について取りまとめる。
これらのことから、陸上競技（競歩）の実施に伴う観客及びアスリートへの暑さ対策を東京
都及び組織委員会が連携して取組を行うことにより、観客及びアスリートの感じる快適性の程
度は極力確保できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
1) 施設面（ハード対策）
・競技会場では、テント等の設置による日射の遮へいと大型冷風機設置による冷却を組み
合わせた対策を検討する。
・アスリート専用休憩スペースの設置や飲料水、アイシング用氷の提供など、競技特性を
踏まえた最適な暑さ対策の取組を検討する。
2) 運営面（ソフト対策）
・暑さ対策を考慮の上、競技開催時間を設定した。
・暑さ対策について告知・注意喚起を補完する機能として、東京2020組織委員会のウェブ
サイト及びモバイルアプリに「暑さ対策」に関する情報を掲載し、事前に周知すべき情
報や気象に左右されるような変動要素のある情報などの提供を検討する。
・東京都では都市オペレーションセンターを設置し、天候等を含む様々な情報提供を行う
他、暑さ対策等への取組を実施する。
・救護運営面では、早期の発見と対処による重症化の防止とともに、医務室、救急車、フ
ァーストレスポンダーの適正な配置を検討する。
・東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するため、組織委員会
と連携し、テストイベントを活用した検証を行う。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断す
る。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行
われることとした。
2) 評価の結果
競技コースで、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰による効果が期待できる区間は部
分的である。
このような中、ソフト面、ハード面から場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組織委
員会が連携して実施する計画となっている。さらに、東京 2020 大会における東京都の取組を
実践的に準備するため、テストイベントを活用した検証を行う。東京都においても、組織委員
会と連携し、テストイベントが実施される都内全会場で検証を行う。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ細
かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.3 競技・陸上競技（競歩） 9.3.2 歩行者空間の快適性

（空白のページ）
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9.4

競技・自転車競技（ロードレース）

9.4.1 大気等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.4.1-1に示すとおりである。
表 9.4.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①大気等の状況
②利用の状況
③大気等に関する法令等の基準

東京 2020 大会の開催に伴い大気等に係るアスリー
トへの配慮が重要であることから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、自転車競技（ロードレース）の競技が実施されるエリアとして、ロードレー
スコースの範囲とした。ロードレースコースは、図9.4.1-1(1)～(3)に示すとおりである。

出典：「ロードレース コースマップ等」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/road-cycling/road-detail/

図9.4.1-1(1)

オリンピック・自転車競技（ロードレース）男子コース
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出典：「ロードレース コースマップ等」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/road-cycling/road-detail/

図9.4.1-1(2)

オリンピック・自転車競技（ロードレース）女子コース

出典：「ロードレース コースマップ等」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/road-cycling/road-detail/

図9.4.1-1(3)

パラリンピック・自転車競技（ロードレース）男子/女子コース
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3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
自転車競技（ロードレース）の実施に伴い、大気等に係るアスリートへの配慮を行う上で必
要な事項として、
「ア．大気等の状況」を調査するとともに、
「イ．利用の状況」等を調査した。
ア．大気等の状況
調査は、以下の資料から大気等の状況を整理した。なお、調査地点は、図 9.4.1-2 に示す
とおりである。
・「大気汚染測定結果ダウンロード」
（東京都環境局ホームページ）
・「神奈川県の大気汚染」
（神奈川県環境科学センターホームページ）
・「平成 29 年度大気環境の測定結果の概要」
（山梨県森林環境部ホームページ）
・「平成 29 年度大気汚染及び水質汚濁等の状況」
（静岡県環境局ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームぺージ）
ウ．大気等に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準の整理によった。

- 681 -

9.4 競技・自転車競技（ロードレース） 9.4.1 大気等

出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」（東京都環境局ホームページ）、「神奈川県の大気汚染」（神奈川県環境科学センターホームペ
ージ）
、「平成 29 年度大気環境の測定結果の概要」（山梨県森林環境部ホームページ）
、「平成 29 年度大気汚染及び水質汚濁等の
状況」
（静岡県環境局ホームページ）
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4) 調査結果
ア．大気等の状況
自転車競技（ロードレース）のコースに近接した一般局の 2017 年度（平成 29 年度）の測
定結果は、表 9.4.1-2 に示すとおりである。二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は、0.016
～0.033ppm であり、環境基準値である「0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下」
を満足している。浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は、0.026～0.035mg/m3 であり、
環境基準値である「0.1mg/m3 以下」を満足している。
なお、東京 2020 大会の自転車競技（ロードレース）が行われる７月及び９月の期間の１
時間値の最高値は、二酸化窒素で 0.026～0.047ppm である。浮遊粒子状物質は、0.098～
0.109mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足している。
表 9.4.1-2 自転車競技（ロードレース）コース周辺の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果
区分

測定局名

一般局

府中市宮西町
相模原市橋本
富士吉田市吉田
裾野市民文化センター
基準値

二酸化窒素（ppm）
日平均値
１時間値
年平均値
の年間
の最高値
98％値
0.015
0.047
0.033
0.013
0.026
0.024
0.007
0.015
0.016
0.014
0.044
0.028
0.04 から
0.06 までの
―
―
ゾーン内又
はそれ以下

浮遊粒子状物質（mg/m3）
日平均値
１時間値
年平均値
の２％除
の最高値
外値
0.015
0.098
0.035
0.013
0.109
0.029
0.012
0.056
0.026
0.013
0.057
0.031
―

0.2 以下

0.1 以下

注）1 時間値の最高値については、７、９月の最高値を示す。
出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html
出典：「神奈川県の大気汚染」
（2019 年８月１日参照 神奈川県環境科学センターホームページ）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/taikiosen/index.html
出典：「平成 29 年度大気環境の測定結果の概要」
（2019 年８月１日参照 山梨県森林環境部ホームページ）
https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/65_024.html
出典：「平成 29 年度大気汚染及び水質汚濁等の状況」
（2019 年８月１日参照 静岡県環境局ホームページ）
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/kankyoukekka/h29kouhyousyousai.html

2018 年度（平成 30 年度）の７月及び９月の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の１時間値の
最高値の時間変動は、図 9.4.1-3 及び 4 に示すとおりである。
オリンピックの男子ロードレースの競技時間帯では、二酸化窒素で 0.005～0.037ppm であ
る。浮遊粒子状物質は、0.018～0.098mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を
満足している。
オリンピックの女子ロードレースの競技時間帯では、二酸化窒素で 0.006～0.026ppm であ
る。浮遊粒子状物質は、0.022～0.098mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を
満足している。
オリンピックの個人タイムトライアルの競技時間帯では、二酸化窒素で 0.005～0.026ppm
である。浮遊粒子状物質は、0.018～0.098mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」
を満足している。
パラリンピックの男子/女子の競技最大時間帯では、二酸化窒素で 0.005～0.029ppm であ
る。浮遊粒子状物質は、0.016～0.109mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を
満足している。
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図 9.4.1-3 ロードレース競技時間帯の二酸化窒素の濃度（１時間値の最高値）

「大気汚染測定結果ダウンロード」（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html
出典：
（2019 年８月１日参照 神奈川県環境科学センターホームページ）http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/taikiosen/index.html
出典「大気汚染常時監視測定結果月報（1 時間値）」
「平成 29 年度大気環境の測定結果の概要」（2019 年８月１日参照 山梨県森林環境部ホームページ）https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/65_024.html
「平成 29 年度大気汚染及び水質汚濁等の状況」（2019 年８月１日参照 静岡県環境局ホームページ）http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/kankyoukekka/h29kouhyousyousai.html
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図 9.4.1-4 ロードレース競技時間帯の浮遊粒子状物質の濃度（１時間値の最高値）

「大気汚染測定結果ダウンロード」（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html
出典：
（2019 年８月１日参照 神奈川県環境科学センターホームページ）http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/taikiosen/index.html
出典「大気汚染常時監視測定結果月報（1 時間値）」
「平成 29 年度大気環境の測定結果の概要」（2019 年８月１日参照 山梨県森林環境部ホームページ）https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/65_024.html
「平成 29 年度大気汚染及び水質汚濁等の状況」（2019 年８月１日参照 静岡県環境局ホームページ）http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/kankyoukekka/h29kouhyousyousai.html
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イ．利用の状況
東京 2020 テストイベントとして、表 9.4.1-3 に示すとおり、自転車競技（ロード）が実
施された。
表 9.4.1-3 東京 2020 テストイベントの概要
競技（種別）
イベント名
日程／会場
主催
2019 年 7 月 21 日
自 転 車 競 技 READY STEADY TOKYO―自
スタート：武蔵野の森公園
東京 2020 組織委員会
（ロード）
転車競技（ロード）
ゴール：富士スピードウェイ
出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームぺージ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/

ウ．大気等に関する法令等の基準
大気等に関する法令等の基準については、「9.2.1

大気等

(1) 現況調査

ウ．大気等に関する法令等の基準」
（p.645 参照）に示したとおりである。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、アスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、自転車競技（ロードレース）の競技期間中とした。自転車競技（ロード
レース）の競技予定は、表 9.4.1-4 に示すとおりである。
表 9.4.1-4 自転車競技（ロードレース）の競技予定
区分
開催年月日
オリンピック

パラリンピック

時間

男子ロードレース

2020 年７月 25 日（土） 11:00～18:15

女子ロードレース

2020 年７月 26 日（日） 13:00～17:35

個人タイムトライアル

2020 年７月 29 日（水） 11:30～17:20

男子/女子

2020 年９月１日（火） 8:00～17:15

男子/女子

2020 年９月２日（水） 9:30～17:05

男子/女子

2020 年９月３日（木） 9:30～16:45

男子/女子

2020 年９月４日（金） 9:30～17:00

出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

組織委員会ホームページ）

3) 予測地域
予測地域は、自転車競技（ロードレース）の競技が実施されるエリアとして、ロードレー
スコースの範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての取組等を参考として、自転車競技（ロード
レース）開催中の大気等の状況を類推する方法とした。
5) 予測結果
ロードレースコースに近接した一般局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、いずれも
環境基準を満足している。
環境基準は、人の健康の保護を考慮し設定されているものであることから、競技を行う上で
支障が生じることはないと考えられる。
これらのことから、自転車競技（ロードレース）の実施に伴う大気等に係るアスリートへの
影響は軽微であると考える。
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(3) ミティゲーション
・東京都では、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、自転車競技（ロードレース）の実施に伴う大気等に係るアスリートへの配慮
が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
ロードレースコース周辺の一般局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、環境基準を満
足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、東京都及び組織委員会が自転車競技（ロードレース）の実施に伴う大気等に
係る取組を連携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実施可能
な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.4.2 騒音・振動
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.4.2-1に示すとおりである。
表 9.4.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①騒音の状況
②土地利用の状況
③利用の状況
④騒音に関する法令等の基準

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い自転車競技（ロードレ
ース）の開催に伴うコース沿道の騒音の変化が考え
られることから、左記の事項に係る調査が必要であ
る。

2) 調査地域
調査地域は、自転車競技（ロードレース）の競技が実施されるエリアとして、ロードレー
スコースの範囲とした。自転車競技（ロードレース）のコースは、
「9.4.1 大気等 (1)現況調
査 2)調査地域」（p.679参照）に示したとおりである。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
自転車競技（ロードレース）の実施に伴い、アスリートが走るコース沿道の観客からの声援
等による騒音を予測するために必要な事項として、「ア．騒音の状況」を調査するとともに、
コース沿道の「イ．土地利用の状況」、「ウ．利用の状況」等を調査した。
ア．騒音の状況
調査は、以下の資料から騒音の状況を整理した。
・「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（国立環境研究所ホームページ）
イ．土地利用の状況
調査は、以下の資料から土地利用の状況を整理した。
・「航空写真」
（NTT 空間情報）
・「ロードレース コースマップ等」
（組織委員会ホームページ）
・「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」
（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホー
ムページ）
ウ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームぺージ）
エ．騒音に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準の整理によった。
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4) 調査結果
ア．騒音の状況
自転車競技（ロードレース）コースにおける自動車騒音の常時監視結果は、表 9.4.2-2 に
示すとおりである。
No.1 地点の昼間、夜間、No.2 及び No.5 地点の夜間において、幹線交通を担う道路に近接
する空間の基準値（昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下）を上回っていた。
表 9.4.2-2 自動車騒音の常時監視結果
項目

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
三鷹市大沢 府中市是政 多摩市永山 八王子市堀 御殿場市板 裾野市須山 裾野市須山
住所
6-1
3-35
之内 3-6
妻
都道 14 号新 都道 9 号川 都道 18 号府 都道 158 号 一 般 国 道 一 般 国 道 一 般 国 道
路線名
宿国立線
崎府中線
中町田線
小山乞田線 469 号
469 号
469 号
車線数
４
２
２
４
２
２
２
測定年月 開始
2018/1/10
2018/1/30
2017/11/20
2018/1/29
2017/12/14 2017/11/15 2017/11/15
日
終了
2018/1/11
2018/1/31
2017/11/21
2018/1/30
2017/12/15 2017/11/16 2017/11/16
騒音レベ 昼間
72
69
69
69
72
63
66
ル(dB)
夜間
67
67
65
64
69
53
56
注 1)調査地点は、図 9.4.2-1 に対応する。
注 2)網掛けを行ったものは幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値（昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下）を上回った
ものを示す。
出典：「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」
（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8

イ．土地利用の状況
ロードレースコース周辺の土地利用状況は、図 9.4.2-1 に示すとおりである。
パレード走行区間及びスタート地点の是政橋から相模川までの区間は主に市街地を通る
コースであり、コース沿道には低層住宅等が分布する。
相模川から道志みちまでの区間は、住宅の密度も低くなり、コース沿道には山林等の緑の
多い区間が続く。
道志みちは約 43km の山間コースとなり、集落付近では開けた環境もみられるが、峠道も
多く、コース沿道の住居は少ない。
山中湖周囲は、湖畔の開けた環境を通るコースとなり、コース沿道には店舗、ホテルなど
の利用がみられる。
富士山麓区間は一部東富士演習場に面しており、コース沿道に住居等は少ない。
富士スピードウェイ付近は、開けた環境が多く、コース沿道には集落が点在する。
ウ．利用の状況
利用の状況は、
「9.2.1

大気等

(1) 現況調査

4) 調査結果

イ．利用の状況」（p.686

参照）に示したとおりである。
エ．騒音に関する法令等の基準
騒音に関する法令等の基準については、「9.1.3
果

騒音・振動

(1) 現況調査

エ．騒音に関する法令等の基準」（p.198 参照）に示したとおりである。
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No.1
No.2
No.4
No.3

No.5
No.6
No.7

区間
土地利用の状況
武蔵野の森公園
約 10km にわたるパレード走行区間であり、市街地を通過する。沿道の土地利用と
～是政橋
しては商業系の建物が多く、集合住宅等も分布している。
是政橋～道志み
是政橋がロードレースのオフィシャルスタート地点であり、相模川までの区間は沿
ち
道に低層住宅が分布する。
相模川から道志みちの区間は、住宅の密度が少なくなり、沿道には農村、山林とい
った緑の多い区間が続く。
道志みち～山中
約 43km におよぶ国道 413 号線（道志みち）は、山間コースとなる。集落付近では
湖 ～ 富 士 裾 野 ～ 開けた環境の区間もあるが、峠道の区間も多い。
富士スピードウ
山中湖周囲は、店舗、ホテルといった利用が多い。
ェイ（１周目）
山中湖から富士裾野に向かう国道 138 号線（箱根裏街道）
、静岡県道 150 号足柄停
車場富士公園線等は、一部区間が市街地を通過するものの、大半は樹林地を通過して
いる。
富士裾野の南富士エバーグリーンライン、静岡県道 152 号富士公園太郎坊線、県道
23 号御殿場富士公園線といった富士山スカイラインは林間コースとなっており、沿
道は樹林帯となっている。
富士スピードウ
三国峠を通過する山梨県道 730 号・神奈川県道 730 号・静岡県道 147 号山中湖小山
ェイ（２周目）～ 線は山間コースとなっており、沿道には山林が連続している。
三国峠～山中湖
富士スピードウェイ付近は開けた環境が多く、沿道には集落等も分布している。
～富士スピード
ウェイ（FINISH）

出典：
「東京の土地利用 平成 28 年東京都区部」（平成 30 年５月 東京都都市整備局）をもとに作成

自動車騒音測定地点（No.1～7）

図 9.4.2-1
ロードレースコース沿道の状況
出典：
「ロードレース コースマップ等」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/road-cycling/road-detail/
「自動車騒音の常時監視結果・2017 年度」（2019 年８月 1 日参照 国立環境研究所ホームページ）
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、自転車競技（ロードレース）の実施に伴い発生する音とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、自転車競技（ロードレース）の競技期間中とした。自転車競技（ロード
レース）の競技予定は、
「9.4.1 大気等 (2)予測 2) 予測の対象時点」
（p.687 参照）に示し
たとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、自転車競技（ロードレース）の競技が実施されるエリアとして、ロードレー
スコースの沿道とした。
4) 予測手法
予測手法は、大会の運営計画等から類推する方法によった。
5) 予測結果
自転車競技（ロードレース）に伴い音が発生する行為は、
①競技の実施（関係車両の走行、観客の歓声）
②観客の誘導（ハンドマイク等を用いた誘導、観客のざわつき）
③報道（報道のための車両の走行、ヘリコプターの飛行）
が考えられる。
自転車競技（ロードレース）のコースは、パレード走行区間及び是政橋から相模川までの区
間は主に市街地を通るコースであり、住宅等も分布しているが、相模川を越えると主に山間部
となっている。
自転車競技（ロードレース）は、平均時速 40km 程度の速度で競技が行われるものである。
また、声援等は移動するアスリートに対して行われるものであり、１か所当たりの継続時間は
一時的なものとなり、競技実施に伴う騒音の影響は限定的なものになるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・競技コースの周辺住民に対して、関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体の活用に
より大会スケジュールの事前周知を図る。
・組織委員会は、大会開催に伴う周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に
応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
・東京都では、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、自転車競技（ロードレース）の実施に伴う騒音についての配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
自転車競技（ロードレース）の実施に当たっては、競技コース沿道の周辺住民に対して、関
係機関のホームページや広報誌など様々な媒体の活用により大会スケジュールの事前周知を
図る。また、競技時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に応じてメ
インオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を東京
都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。
以上のように、競技実施に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京都
及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、自転車競技（ロードレース）
の実施に伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.4.3 歩行者空間の快適性
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.4.3-1に示すとおりである。
表 9.4.3-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①緑の状況
②施設の状況
③歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
④法令等の基準等
⑤東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴
い歩行者空間の快適性に
対する配慮が重要である
ことから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、自転車競技（ロードレース）の競技が実施されるエリアとして、ロードレー
スコースの範囲とした。自転車競技（ロードレース）のコースは、
「9.4.1 大気等 (1)現況調
査 2)調査地域」（p.679参照）に示したとおりである。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
自転車競技（ロードレース）のアスリート及び観客に対する暑さ対策に関する配慮を検討す
るため、
「ア．緑の状況」
、
「イ．施設の状況」について調査するとともに、
「ウ．歩行者及びア
スリートが感じる快適性に係る気象等の状況」等を調査した。
ア．緑の状況
調査は、以下の資料から緑の状況を整理した。
・
「航空写真」
（NTT 空間情報）
・「ロードレース コースマップ等」
（組織委員会ホームページ）
イ．施設の状況
調査は、以下の資料から施設の状況を整理した。
・
「航空写真」
（NTT 空間情報）
ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
調査は、以下の資料から快適性に係る気象等の状況を整理した。
・各気象台等における気象データ
・「熱中症予防運動指針」
（
（公財）日本スポーツ協会）
エ．法令等の基準等
調査は、都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）の法令の整理によった。
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オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」(平成
28 年 12 月 東京都)、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年
に向けた実行プラン～」(平成 31 年 1 月 東京都)、
「東京都ヒートアイランド対策ガイドラ
イン」(平成 17 年７月 東京都)、
「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年 5 月 東
京都）の計画等の整理によった。
4) 調査結果
ア．緑の状況
ロードレースコースは、図 9.4.3-1 に示すとおりである。
オリンピックロードレースコースの総距離は、パレード走行区間 10km を含んで、男子が
約 244km、女子が約 147km であり、その大半が樹木のある山間を通過するコースとなってい
る。
また、パラリンピックロードレースは 1 周 13.2km の周回コースであり、富士スピードウ
ェイとその周辺の樹林地を通過するコースとなっている。
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区間
①武蔵野の森公園～
是政橋
②是政橋～道志みち

区間
③道志みち～山中湖
～富士裾野～富士ス
ピードウェイ（１周
目）

④富士スピードウェ
イ（２周目）～三国
峠～山中湖～富士ス
ピードウェイ（FINISH）

緑の状況
約 10km にわたるパレード走行区間であり、市街地を通過する。沿道の歩道上の街路樹により緑陰が形成されて
いる。この区間は市街地にあり、沿道には中高層建物も数多く分布している。なお、鉄道駅からのアクセスは
比較的容易である。
是政橋がロードレースのオフィシャルスタート地点であり、相模川までの区間は沿道に低層住宅が分布する。
歩道上の街路樹等による緑陰が形成されている。なお、この区間は市街地にあり、鉄道駅からのアクセスも容
易である。
相模川から道志みちの区間は、住宅の密度が低くなり、沿道には農村、山林といった緑の多い区間が続く。な
お、この区間は最寄りに鉄道駅はなく、アクセスは容易でない。

緑の状況
約 43km におよぶ国道 413 号線（道志みち）は、山間コースとなる。集落付近では開けた環境の区間もあるが、
峠では沿道の山林の緑陰が道路上にも形成される。なお、この区間は最寄りに鉄道駅はなく、アクセスは容易
でない。
山中湖周囲は、湖畔の開けた区間もあるが、沿道の樹林が道路際まで迫っている区間も多い。
山中湖から富士裾野に向かう国道 138 号線（箱根裏街道）、静岡県道 150 号足柄停車場富士公園線等は、一部区
間が市街地を通過するものの、大半は樹林地を通過しており、沿道には高木が多く分布している。
富士裾野の南富士エバーグリーンライン、静岡県道 152 号富士公園太郎坊線、県道 23 号御殿場富士公園線とい
った富士山スカイラインは林間コースとなっており、沿道は樹林帯となっている。
三国峠を通過する山梨県道 730 号・神奈川県道 730 号・静岡県道 147 号山中湖小山線は山間コースとなってお
り、沿道には山林が連続している。
富士スピードウェイ付近は開けた環境が多く、沿道には集落等も分布している。

図 9.4.3-1 ロードレースコース沿
道における緑、施設の状況
出典：「ロードレース コースマップ等」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/road-cycling/road-detail/
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イ．施設の状況
コース沿道の施設の状況は、図 9.4.3-1 に示したとおりである。武蔵野の森公園から是政
橋までのパレード走行区間の沿道には商業系の建物が多く、集合住宅等も分布している。ま
た、是政橋から相模川までの区間の沿道には住宅等が分布している。これ以降のコース沿道
では、山林等の緑の区間が多くなる。
ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
自転車競技（ロードレース）の競技時間帯の、2016～2018 年(平成 28～平成 30 年)の暑さ
指数（WBGT）の状況は、表 9.4.3-2（スタート会場）、表 9.4.3-3（ゴール会場）に示すとお
りである。
競技時間帯の暑さ指数の出現頻度は、オリンピック男子のスタート会場（武蔵野の森公園）
では、31℃を超える「危険」が 4.7％であり、28～31℃の「厳重警戒」が 55.9％であり、ゴ
ール会場（富士スピードウェイ）では、
「危険」が 0.0％、「厳重警戒」が 0.5％であった。
オリンピック女子のスタート会場（武蔵野の森公園）では、
「危険」が 6.0％、「厳重警戒」
が 59.4％であり、ゴール会場（富士スピードウェイ）では、
「危険」が 0.0％、「厳重警戒」
が 0.9％であった。オリンピックのタイムトライアルでは、スタート会場及びゴール会場が
ともに富士スピードウェイとなり、
「危険」が 0.0％、「厳重警戒」が 0.6％であった。パラ
リンピック男子/女子では、スタート会場及びゴール会場がともに富士スピードウェイとな
り、
「危険」
、
「厳重警戒」ともに 0.0％であった。
（公財）日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」においては、WBGT31℃以上は「運
動は原則中止」28℃以上は「厳重警戒（激しい運動は中止）
」としている。
表 9.4.3-2 夏季期間中（７～９月）の暑さ指数（WBGT）の推移（スタート会場）
区分
危険（31℃～）

男子
時間数
割合

女子
時間数
割合

35

4.7%

28

6.0%

厳重警戒（28～31℃）

416

55.9%

276

59.4%

警戒（25～28℃）

219

29.4%

119

25.6%

74

9.9%

42

9.0%

注意（～25℃）
合計

744

－

465

－

注) 暑さ指数は、東京管区気象台における気温、湿度、風速及び全天日射量をもとに算出した。
男子は、2016 年から 2018 年の７月の 11:00～19:00 のデータをもとに整理した。
女子は、2016 年から 2018 年の７月の 13:00～18:00 のデータをもとに整理した。

- 698 -

9.4 競技・自転車競技（ロードレース） 9.4.3 歩行者空間の快適性

表 9.4.3-3 夏季期間中（７～９月）の暑さ指数（WBGT）の推移（ゴール会場）
区分

男子
時間数
割合

オリンピック
女子
時間数
割合

タイムトライアル
時間数
割合

パラリンピック
男子/女子
時間数
割合

危険（31℃～）

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

厳重警戒（28～31℃）

4

0.5%

4

0.9%

4

0.6%

0

0.0%

警戒（25～28℃）

104

14.0%

81

17.4%

94

14.4%

13

1.4%

注意（～25℃）

636

85.5%

380

81.7%

553

84.9%

887

98.6%

744

－

465

－

651

－

900

－

合計

注) 暑さ指数は、山中（アメダス）における気温、風速、河口湖（アメダス）における湿度、甲府気象台における全天日
射量をもとに算出した。
オリンピックの男子は、2016 年から 2018 年の７月の 11:00～19:00 のデータをもとに整理した。
オリンピックの女子は、2016 年から 2018 年の７月の 13:00～18:00 のデータをもとに整理した。
オリンピックのタイムトライアルは、2016 年から 2018 年の７月の 11:00～18:00 のデータをもとに整理した。
パラリンピックの男子/女子は、2016 年から 2018 年の７月の 8:00～18:00 のデータをもとに整理した。

エ．法令等の基準等
歩行者が感じる快適性に関する法令等については、
「9.1.4 歩行者空間の快適性 (1)現況
調査 4) 調査結果 オ．法令等の基準等」
（p.247 参照）に示したとおりである。
オ．東京都等の計画等の状況
歩行者の快適性に関する計画等については、「9.1.4 歩行者空間の快適性

(1)現況調査

4) 調査結果 カ．東京都等の計画等の状況」
（p.247 参照）に示したとおりである。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、自転車競技（ロードレース）の競技期間中とした。自転車競技（ロード
レース）の競技予定は、
「9.4.1 大気等 (2)予測 2) 予測の対象時点」
（p.687 参照）に示し
たとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、自転車競技（ロードレース）の競技が実施されるエリアとして、ロードレー
スコースの範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、大会の運営計画等から類推する方法によった。
5) 予測結果
自転車競技（ロードレース）の競技時間中の WBGT（暑さ指数）が「危険」
（31℃を超える）
あるいは「厳重警戒」
（28～31℃）となる出現頻度は、オリンピック男子のスタート会場で６
割程度、ゴール会場で１割未満、オリンピック女子のスタート会場で７割弱、ゴール会場で１
割未満、オリンピックのタイムトライアル及びパラリンピック男子/女子で１割未満と考えら
れる。
オリンピックの男子及び女子ではスタート会場付近において競技を行う時間は限定的であ
り、競技コースの大半は山間部となることから、日差しを遮断する樹林等が形成する緑陰によ
る効果が期待でき、WBGT（暑さ指数）はスタート会場と比べて小さい値となると考える。
競技の実施に当たっては、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東
京都と組織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、テストイベントにおいて、
複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによってより効果的な大会本番の暑さ対策
について取りまとめる。
これらのこと、自転車競技（ロードレース）の実施に伴う観客及びアスリートへの暑さ対策
を東京都及び組織委員会が連携して取組を行うことにより、観客及びアスリートの感じる快適
性の程度は極力確保できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
1) 施設面（ハード対策）
・競技会場では、テント等の設置による日射の遮へいと大型冷風機設置による冷却を組み
合わせた対策を検討する。
・飲料水、アイシング用氷の提供など、競技特性を踏まえた最適な暑さ対策の取組を検討
する。
2) 運営面（ソフト対策）
・暑さ対策について告知・注意喚起を補完する機能として、東京2020組織委員会のウェブ
サイト及びモバイルアプリに「暑さ対策」に関する情報を掲載し、事前に周知すべき情
報や気象に左右されるような変動要素のある情報などの提供を検討する。
・東京都では都市オペレーションセンターを設置し、天候等を含む様々な情報提供を行う
他、暑さ対策等への取組を実施する。
・組織委員会では、メインオペレーションセンターを設置し、大会運営に影響する異常が発
生した場合の対応を行う。
・救護運営面では、早期の発見と対処による重症化の防止とともに、医務室、救急車、フ
ァーストレスポンダーの適正な配置を検討する。
・東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するため、組織委員会
と連携し、テストイベントを活用した検証を行う。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断す
る。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行
われることとした。
2) 評価の結果
競技コースの大半は山間部であり、日差しを遮断する樹林等が形成する緑陰による効果が
期待できる。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組
織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベ
ントにおいて、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによって、より効果的な
大会本番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ
細かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者
の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.5

競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）

9.5.1 大気等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.5.1-1に示すとおりである。
表 9.5.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①大気等の状況
②利用の状況
③大気等に関する法令等の基準

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い大気等に係るアスリー
トへの配慮が重要であることから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、トライアスロンの競技が実施されるエリアとして、トライアスロンコースの
バイク及びランの範囲とした。トライアスロンコースは、図9.5.1-1(1)～(3)に示すとおりで
ある。

出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html

図 9.5.1-1(1) オリンピック・トライアスロン・個人（男子/女子）
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出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html

図 9.5.1-1(2) オリンピック・トライアスロン・混合リレー

出典：「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html

図 9.5.1-1(3) パラリンピック・トライアスロン・個人（男子/女子）
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3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
トライアスロンの実施に伴い、大気等に係るアスリートへの配慮を行う上で必要な事項とし
て、
「ア．大気等の状況」を調査するとともに、「イ．利用の状況」等を調査した。
ア．大気等の状況
調査は、以下の資料から大気等の状況を整理した。なお、調査地点は、図 9.5.1-2 に示す
とおりである。
・「大気汚染測定結果ダウンロード」
（東京都環境局ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
ウ．大気等に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準等の整理によった。
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出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html
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4) 調査結果
ア．大気等の状況
東京都における大気等の概況については、「9.1.1

大気等

(1) 現況調査

4) 調査結果

ア．大気等の状況」に示したとおりである。
トライアスロンのコースに近接した一般局及び自排局の 2017 年度（平成 29 年度）の測定
結果は、表 9.5.1-2 に示すとおりである。二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は、0.045ppm
であり、環境基準値である「0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下」を満足し
ている。浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は、0.046mg/m3 であり、環境基準値である
「0.1mg/m3 以下」を満足している。
なお、東京 2020 大会のトライアスロンが行われる７月及び８月の期間の１時間値の最高
値は、二酸化窒素で 0.098ppm である。浮遊粒子状物質は、0.083mg/m3 であり、環境基準値
である「0.2mg/m3 以下」を満足している。
表 9.5.1-2 陸上競技（トライアスロン）コース周辺の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果
区分
一般局

測定局名
港区台場
基準値等

二酸化窒素（ppm）
日平均値
１時間値
年平均値
の年間
の最高値
98％値
0.022
―

浮遊粒子状物質（mg/m3）
日平均値
１時間値
年平均値
の２％除
の最高値
外値

0.098

0.045

0.020

0.083

0.046

―

0.04 から
0.06 までの
ゾーン内又
はそれ以下

―

0.2 以下

0.1 以下

注）1 時間値の最高値については、７、８月の最高値を示す。
出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html

2018 年度（平成 30 年度）の７月及び８月の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の１時間値の
最高値の時間変動は、図 9.5.1-3 に示すとおりである。
オリンピックの男子及び女子の競技時間帯では、二酸化窒素で 0.023～0.043ppm である。
浮遊粒子状物質は、0.054～0.081mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足
している。
オリンピックの混合リレーの競技時間帯では、二酸化窒素で 0.023～0.044ppm である。浮
遊粒子状物質は、0.054～0.095mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足し
ている。
パラリンピックの男子/女子の競技時間帯では、二酸化窒素で 0.023～0.050ppm である。
浮遊粒子状物質は、0.054～0.095mg/m3 であり、環境基準値である「0.2mg/m3 以下」を満足
している。
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0.100
0.090
0.080
0.070

オリンピック男子競技時間

7月

8月

オリンピック女子競技時間
オリンピック混合リレー競技時間
パラリンピック男/女競技時間

0.060
0.050
0.040
0.030
0.020

0.010
0.000
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

二酸化窒素濃度･1時間の最高値(ppm)

一般局：港区台場・二酸化窒素

0.2
0.18
0.16
0.14
0.12

オリンピック男子競技時間

7月

8月

オリンピック女子競技時間
オリンピック混合リレー競技時間
パラリンピック男/女競技時間

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

浮遊粒子状物質･1時間の最高値(mg/m3)

一般局：港区台場・浮遊粒子状物質

出典：「大気汚染測定結果ダウンロード」
（2019 年８月１日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html

図 9.5.1-3 トライアスロン競技時間帯の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度（１時間値の最高値）
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イ．利用の状況
お台場海浜公園においては、日本トライアスロン連合（JTU）主催のトライアスロン選手
権が 2001 年（平成 13 年）10 月の第７回より 2018 年（平成 30 年）10 月の第 24 回まで 18
年連続で開催されている（2012 年（平成 24 年）のみ 11 月開催）。また、2019 年（令和元年）
10 月６日には第 25 回選手権の開催が予定されている。
また、東京 2020 テストイベントとして、表 9.5.1-3 に示すとおり、水泳（マラソンスイ
ミング）
（2019 年（令和元年）８月 11 日）
、トライアスロン（2019 年（令和元年）８月 15
日～18 日）が実施されている。
表 9.5.1-3 東京 2020 テストイベント（トライアスロン、水泳（マラソンスイミング））の概要
競技（種別）
トライアスロン

水泳（マラソンスイ
ミング）

イベント名
ITU ワールドトライスロンオリンピ
ッククオリフィケーションイベン
ト（2019／東京）
ITU 世界ミックスリレートライアス
ロンシリーズ（2019／東京）
ITU パラトライアスロンワールドカ
ップ（2019／東京）
READY STEADY TOKYO―水泳（マラソ
ンスイミング）

日程／会場
2019 年８月 15 日
～18 日
お台場海浜公園

主催
ITU ワールドトラ
イスロンオリンピ
ッククオリフィケ
ーションイベント
実行委員会

2019 年８月 11 日
お台場海浜公園

東京 2020 組織委員
会

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/

ウ．大気等に関する法令等の基準
大気等に関する法令等の基準については、「9.2.1 大気等

(1) 現況調査

ウ．大気等に関する法令等の基準」
（p.645 参照）に示したとおりである。
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4) 調査結果
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、アスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、トライアスロンの競技期間中とした。トライアスロンの競技予定は、表
9.5.1-4 に示すとおりである。
表 9.5.1-4 トライアスロンの競技予定
区分
開催年月日
オリンピック

パラリンピック

時間

男子

2020 年７月 27 日（月）

7:30～9:50

女子

2020 年７月 28 日（火）

7:30～10:00

混合リレー

2020 年８月１日（土）

8:30～10:30

男子/女子決勝

2020 年８月 29 日（土）

7:30～12:30

男子/女子決勝

2020 年８月 30 日（日）

7:30～12:30

出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

組織委員会ホームページ）

3) 予測地域
予測地域は、トライアスロンの競技が実施されるエリアとして、バイク及びランコースの
範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、東京 2020 大会の開催に当たっての取組等を参考として、トライアスロン開催
中の大気等の状況を類推する方法とした。
5) 予測結果
トライアスロンのラン及びバイクコースに近接した一般局における二酸化窒素及び浮遊粒
子状物質は、いずれも環境基準を満足している。
環境基準は、人の健康の保護を考慮し設定されているものであることから、競技を行う上で
支障が生じることはないと考えられる。
これらのことから、トライアスロンの実施に伴う大気等に係るアスリートへの影響は軽微で
あると考える。
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(3) ミティゲーション
・東京都では、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、トライアスロンの実施に伴う大気等に係るアスリートへの配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
トライアスロンのコースに近接した一般局及び自排局における二酸化窒素及び浮遊粒子状
物質は、いずれも環境基準を満足している。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。
以上のように、東京都及び組織委員会がトライアスロンの実施に伴う大気等に係る取組を連
携して行う計画となっていることから、アスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大
限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.5.2 水質等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.5.2-1に示すとおりである。
表 9.5.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①水質の状況
②利用の状況
③東京都における取組の状況
④東京 2020 大会に向けての取組の状況
⑤東京都等の計画等の状況
⑥水質等に関する法令等の基準

東京 2020 大会の開催に伴い水質等に係
るアスリートへの配慮が重要であるこ
とから、左記の事項に係る調査が必要
である。

2) 調査地域
調査地域は、トライアスロンの水泳（スイム）及びオリンピックの水泳（マラソンスイミ
ング）競技が実施されるエリアの範囲として、お台場海浜公園の周辺海域とした。トライア
スロンコースは、「9.5.1 大気等 (1)現況調査 2)調査地域」（p.703参照）に示したとおりで
ある。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
オリンピック及びパラリンピックのトライアスロンの水泳（スイム）とオリンピックの水泳
（マラソンスイミング）は、ともにお台場海浜公園前の水域で行われる。トライアスロンにつ
いては国際トライアスロン連合（ITU）により水質基準が、水泳（マラソンスイミング）につ
いては国際水泳連盟（FINA）により水質に関する競技規則1が定められていることから、アスリ
ートへの配慮を行う上での必要な事項として、「ア．水質の状況」を調査するとともに、当該
水域での類似大会の開催実績として「イ．利用の状況」を調査した。さらに、「ウ．東京都に
おける取組の状況」
、
「エ．東京 2020 大会に向けての取組の状況」等についても整理した。
ア．水質の状況
調査は、以下に示す既存資料から水質の状況を調査した。
・
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」
（東京
都ホームページ）
・
「平成 29 年度東京湾調査結果報告書～赤潮・貧酸素水塊調査～」
（平成 31 年３月 東京
都環境局）
イ．利用の状況
調査は、以下に示す資料から利用の状況を調査した。
・日本トライアスロン連合（JTU）資料
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）

1 水質に関する競技規則：競技会場選定のための基準であり、競技実施の可否を判断するものではない。
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ウ．東京都における取組の状況
調査は、以下に示す資料から東京都における取組の状況を調査した。
・
「第８次総量規制」
（東京都ホームページ）
・「経営計画 2016 本編」
（平成 28 年（2016 年）２月 東京都下水道局）
エ．東京 2020 大会に向けての取組の状況
以下に示す既存資料から、東京 2020 大会に向けての取組の状況を整理した。
・
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」
（東京
都ホームページ）
オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「東京都環境基本計画」
（平成 28 年３月 東京都）、
「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～」(平成 28 年 12 月 東京都)、
「
「３つのシティ」
の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年に向けた実行プラン～」
（平成 31 年１月
東京都）
、
「東京都下水道事業 経営計画 2016」
（平成 26 年 東京都下水道局）の計画等の整
理によった。
カ．水質等に関する法令等の基準
調査は、国際トライアスロン連合（ITU）が定める水質基準等の法令等の整理によった。
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4) 調査結果
ア．水質の状況
トライアスロンについては、国際トライアスロン連合（ITU）により、水泳（マラソンス
イミング）については、国際水泳連盟（FINA）により水質に関する競技規則が定められてい
る。
国際トライアスロン連合（ITU）が定める水質基準の項目は、「ITU Competition Rules」
（Approved by the ITU Executive Board,in November 2018）によると、「海と移転水域」
では、水素イオン濃度（pH）、腸球菌2（Entero-cocci）、大腸菌3（E.Coli）
、赤潮、藻類及び
水温である。また、国際水泳連盟（FINA）が定める「FINA OPEN WATER SWIMMING RULES 2017-2021」
（2017 年 12 月）によると、水温のみ基準値が定められており、水質についての基準値は定
められていない。そのため、環境省が定める水浴場水質判定基準を参照した。水浴場水質判
定基準の項目は、ふん便性大腸菌群数4、油膜、化学的酸素要求量（COD）及び透明度である。
これらの項目に関する、2018 年のオリンピック期間（7 月 24 日～８月９日）及びパラリ
ンピック期間（８月 25 日～９月６日）のお台場海浜公園の競技エリアにおける水質の調査
結果は、表 9.5.2-2 に、水温の調査結果は、表 9.5.2-3 に示すとおりである。
水素イオン濃度（pH）は、7.6～8.8 であり、基準値である 6～9 を満足している。
化学的酸素要求量（COD）は、4.1～8.9mg/L であり、平均値（5.9mg/L）では基準値である
８mg/L 以下を満足しているが、最大値で基準値を上回る値が確認されている。
大腸菌数は、3～35,667 個/100mL であり、平均値と最大値で基準値である 250mg/L 以下を
上回る値が確認されている。
ふん便性大腸菌数は、28～66,667 個/100mL であり、平均値と最大値で基準値である 1,000
個/100mL を上回る値が確認されている。
腸球菌数は、0～2,067 個/100mL であり、平均値と最大値で基準値である 100 個/100mL 以
下を上回る値が確認されている。
透明度は、0.4～3.2m であり、最小値で基準値である 0.5m 以上を下回る値が確認されてい
る。
油膜は、全ての調査日で検出されなかったことから、基準値である「常時は油膜が認めら
れない」を満足している。
水温は、25.4～29.9℃であり、基準値である 16～31℃を満足している。

2 腸球菌：多くの環境下でヒトのふん便汚染の特異的な指標になりえるものとみなされている。
3 大腸菌：ヒトや温血動物の腸管内に常在し、ヒトふん便中の大腸菌群の90％以上を占める。
4 ふん便性大腸菌群数：ふん便性大腸菌のうち、大腸菌は特異的に温血動物の糞便中に大量に常在し、ふん便汚染を
受けていない水や土壌にはほとんど存在しない。大腸菌以外のふん便性大腸菌は、温血動物のふん便以外にも、
工場排水又は植物や土壌に由来するものもある。
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表 9.5.2-2 海域の水質調査結果（2018 年７月 24 日～８月９日及び８月 25 日～９月６日）
項目
水素イオン濃度
(pH)
化学的酸素要求
量(COD)(mg/L)
大腸菌数（個
/100mL）
ふん便性大腸菌
数（個/100mL）
腸球菌数（個
/100mL）

最小値

最大値

平均値

基準値注 2

7.6

8.8

8.2

6～9

4.1

8.9

5.9

8 以下

3

35,667

3,533

250 以下

28

66,667

7,658

1,000 以下

0

174

2,067

100 以下

透明度（m）

0.4

3.2

1.2

0.5 以上

油膜（－）

常時は油膜が認
められない

検出なし

注 1)基準値は以下のとおりである。
大腸菌数、腸球菌数：国際トライアスロン連合の基準値
化学的酸素要求量（COD）、ふん便性大腸菌数、透明度、油膜：水浴場水質判定基準（水質Ｃ）
水素イオン濃度（pH）：国際トライアスロン連合の基準値
注 22)表中の網掛け部分は、基準値を超過したものを示す。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

表 9.5.2-3 海域の水温調査結果（2018 年７月 24 日～８月９日及び８月 25 日～９月６日）
項目

最小値

最大値

平均値

基準値注 2

水温（℃）

25.4

29.9

27.6

16～31

注 1)基準値は以下のとおりである。
水温：国際水泳連盟の基準値（国際トライアスロン連合の基準値は、12～32℃）
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

また、
「平成 29 年度東京湾調査結果報告書～赤潮・貧酸素水塊調査～」
（平成 31 年３月 東
京都環境局）によると東京都内湾における赤潮の発生状況の調査が行われており、お台場に
おいて赤潮の発生が確認されている。なお、当該報告における赤潮発生の判断基準は、表
9.5.2-4 に示すとおりであり、この基準を満足する場合に赤潮と判定している。これは、国
際トライアスロン連合（ITU）が定める赤潮、藻類の基準（視覚的に確認されないこと）と
は異なる。
表 9.5.2-4 東京都赤潮判定基準
水色
透明度
プランクトン
クロロフィル濃度

茶褐色、黄褐色、緑色などに呈色
おおむね 1.5m 以下であること
顕微鏡下で赤潮プランクトンが多量に存在しているのが確認できる
Lorenzen 法によるクロロフィル a とフェオ色素の合計が 50mg/㎥以上あ
る。ただし、動物プランクトン等クロロフィルを有さないものはこの限
りではない。

出典：「平成 29 年度東京湾調査結果報告書～赤潮・貧酸素水塊調査～」
（平成 31 年３月
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イ．利用の状況
お台場海浜公園においては、日本トライアスロン連合（JTU）主催の日本トライアスロン
選手権が 2001 年（平成 13 年）10 月の第７回より 2018 年（平成 30 年）10 月の第 24 回まで
18 年連続で開催されている（2012 年（平成 24 年）のみ 11 月開催）
。また、2019 年（令和元
年）10 月６日には第 25 回選手権の開催が予定されている。
また、東京 2020 テストイベントとして、表 9.5.2-5 に示すとおり、水泳（マラソンスイ
ミング）
（2019 年（令和元年）８月 11 日）
、トライアスロン（2019 年（令和元年）８月 15
日～18 日）が実施された。
表 9.5.2-5 東京 2020 テストイベント（トライアスロン、水泳（マラソンスイミング））の概要
競技（種別）
トライアスロン

水泳（マラソンスイ
ミング）

イベント名
ITU ワールドトライアスロンオリン
ピッククオリフィケーションイベ
ント（2019／東京）
ITU 世界ミックスリレートライアス
ロンシリーズ（2019／東京）
ITU パラトライアスロンワールドカ
ップ（2019／東京）
READY STEADY TOKYO 水泳（マラソ
ンスイミング）

日程／会場
2019 年８月 15 日
～18 日
お台場海浜公園

主催
ITU ワールドトラ
イアスロンオリン
ピッククオリフィ
ケーションイベン
ト実行委員会

2019 年８月 11 日
お台場海浜公園

東京 2020 組織委員
会

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/
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ウ．東京都における取組の状況
(ｱ) 汚濁負荷量の総量規制
東京湾は、流域に人口、産業等が集中しており、その地理的な状況から、水質汚濁が進
んでいた。そのため、総量規制制度として、汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域について、
水質環境基準を確保することを目的に、その水域の汚濁負荷量の総量を計画的に削減する
取組を進めている。東京都では、1979 年度（昭和 54 年度）から７次にわたり、総量削減
計画を進めてきた。これにより、東京湾に流入する汚濁負荷量を大幅に削減してきたが、
現状においても東京都赤潮判定基準による赤潮が発生している状況である。
このような状況を踏まえ、東京湾のより一層の水質改善を図るため、2019 年度（令和元
年度）を目標年度とした第８次総量削減計画を策定した。対象事業場は、指定地域（島し
ょと町田市の一部（境川流域））を除く東京都全域）に所在する特定事業場のうち、日平
均排出量 50m3 以上のものであり、指定項目は、化学的酸素要求量（COD）、窒素含有量（T-N）
、
りん含有量（T-P）である。
汚濁物質の削減目標は、表 9.5.2-6 に示すとおりである。
表 9.5.2-6 都内（東京湾流域地域に限る）から排出される汚濁物質の削減目標量
（単位：トン/日）

第 8 次計画
平成 31 年度目標

項目
COD
窒素含有量
りん含有量

(参考)第 7 次計画
平成 26 年度実績
平成 26 年度目標

46
60
4.7

47
61
5.0

53
66
4.8

出典：「第８次総量規制」
（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/water/pollution/regulation/8th_regulations.html

主な目標達成の方途は、以下に示すとおりである。
・下水道の準高度処理等の導入の推進
・生活排水対策の推進
・総量規制基準適用事業場に対する規制の徹底
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第８次総量規制基準の適用は、以下のとおりである。
・2017 年（平成 29 年）９月 1 日以降に特定施設を新・増設又は変更することによっ
て、特定排出水が増加する場合にあっては、増加する特定排出水の分について新・
増設又は変更した日から適用される。
・2017 年（平成 29 年）９月 1 日以降に特定施設を新・増設又は変更することによっ
て、新たに指定地域内事業場となる場合にあっては、新・増設又は変更した日から
適用される。
・上記以外については、2019 年（平成 31 年）３月 31 日までは、第７次総量規制基準
が適用され、2019 年（平成 31 年）４月１日からは第８次総量規制基準が適用され
る。
総量規制基準の適用関係は、表 9.5.2-7 に示すとおりである。
表 9.5.2-7 総量規制基準の適用関係

出典：「第８次総量規制」
（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/water/pollution/regulation/8th_regulations.html
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(ｲ) 東京都下水道局における取組
区部及び流域下水道事業に対する取組として、東京都下水道局では、特に東京湾の水質
改善に有効な対策として、表 9.5.2-8 に示す合流式下水道の改善と高度処理を推進してい
る。
表 9.5.2-8 区部における主要施策
施策
施策の状況等
合流式下水 雨天時に市街地を浸水から守るために、合流式下水道から河川や海などへ放流される汚濁負
道の改善
荷量を削減することで、良好な水環境を創出する。
・2024 年度（令和６年度）から強化される下水道法施行令の雨天時放流水質基準の達成に向
けた取組を着実に推進する。
・潮の干満の影響を受け水が滞留しやすい河川区間など 14 水域において、引き続き貯留施
設の整備などを実施する。
・東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて、累計 150 万 m3 の貯留施設等を整備し、
対策のスピードアップを図る。
・将来は放流される汚濁負荷量を分流式下水道と同程度までに削減する。
沈殿施設の改造による高速ろ過施設の整備イメージ

５か年の主な事業効果

高度処理

項目

2015 年度
(平成 27 年度)末

2020 年度
(令和２年度)末

強化される下水道法施行令への対応に必要な
貯留施設等の整備率

67％

88％

良好な水環境を創出するため、省エネルギーにも配慮しつつ、東京湾や隅田川などに放流さ
れる下水処理水の水質をより一層改善する。
・既存施設の改造により早期の導入が可能な準高度処理について、2022 年度（令和４年度）
までに整備を概ね完了する。
・これまでの処理法に比べて大幅な水質改善が可能な新たな高度処理（嫌気・同時硝化脱窒
処理法）を適用可能な既存施設に導入する。
・新たな高度処理が適用できない施設については、新技術の開発及び導入を進める。

５か年の主な事業効果
項目
準高度処理と高度処理を合わせた能力の割合
出典：「経営計画 2016 本編」
（平成 28 年（2016 年）２月

2015 年度
(平成 27 年度)末
32％

東京都下水道局）
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(令和２年度)末
50％
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エ．東京 2020 大会に向けての取組の状況
お台場海浜公園において 2018 年（平成 30 年）に実施された水質水温調査及び水中スクリ
ーン実験の概要は、表 9.5.2-9 に、結果は、表 9.5.2-10(1)～(7)に示すとおりである。
（写
真 9.5.2-1、図 9.5.2-1 参照）
実験の結果、水中スクリーン（３重）内では調査期間（22 日間）全てふん便性大腸菌群数
及び大腸菌群数の値は基準の範囲内となり、大腸菌類の抑制効果が確認できた。
表 9.5.2-9 実証実験における水質調査概要
目的
調査期間
実施主体
調査項目
調査方法

(1)競技エリアにおける水質・水温調査
(2)水中スクリーンによる大腸菌等の抑制効果の検証
オリンピック期間 7 月 24 日～8 月 9 日、
パラリンピック期間 8 月 25 日～9 月 6 日、計 27 日間
(1)東京都オリンピック・パラリンピック準備局、東京 2020 組織委員会
(2)東京都港湾局（本実験は、東京港の水質改善の一環として実施）
大腸菌数、ふん便性大腸菌群数、腸球菌数、pH、COD、透明度、油膜、水温
(1)エリア内 6 地点で調査
(2)スクリーン外、3 重スクリーン内、1 重スクリーン内で調査

出典：「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

出典：「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

写真 9.5.2-1 水中スクリーン写真

３重スクリーン

１重スクリーン

出典：「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」
（2019 年８月１日参照 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）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

図 9.5.2-1 水中スクリーンのイメージ図
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表 9.5.2-10(1) 実証実験における水質調査結果（ふん便性大腸菌群数）
□オリンピック期間①（7/24～8/1）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/24
36
55
<2
<2

単位：個/100mL
7/25
50
20
<2
<2

7/26
211
<2
<2
<2

7/27
62
7
<2
<2

7/28
欠測
2
<2
<2

7/29
61,167
16,000
<2
720

8/3
50
10
<2
<2

8/4
44
7
<2
<2

8/5
35
17
<2
<2

8/6
28
46
70
30

8/7
33
16
<2
2

8/26
667
190
<2
4

8/27
50
28
<2
2

8/28
26,000
19,000
2
6

8/29
6,067
3,400
<2
27

9/2
4,500

9/3
5,567

9/4
3,367

□オリンピック期間②（8/2～8/9）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/2
282
28
<2
<2
8/25
29
欠測

9/1
190

8/1
1,863
250
<2
<2

8/8
欠測
550
190
22

8/9

欠測

単位：個/100mL

□パラリンピック期間②（9/1～9/6）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/31
2,077
2,000
2
8

単位：個/100mL

□パラリンピック期間①（8/25～8/31）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/30
13,500
22,000
290
4,300

8/30
1,267
600
<2
12

8/31
203
48
<2
<2

単位：個/100mL
9/5
66,667

9/6
12,767

注 1)網掛けをしたものは水浴場水質判定基準（1,000 個/100mL）を超過したものを示す。
注 2)水中スクリーンは、7/24～8/31 の期間を対象として調査を実施していることから、表中の 9/1～9/6 は斜線を記した。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」（2019 年８月１日参照 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）http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

表 9.5.2-10(2) 実証実験における水質調査結果（COD）
□オリンピック期間①（7/24～8/1）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/24
8.9
8.8
10.0
10.0

単位：mg/L
7/25
7.6
7.9
10.0
9.1

7/26

7/27

6.5
7.3
10.0
9.5

5.4
5.8
9.4
7.7

7/28
欠測
5.9
7.7
6.3

7/29
6.5
5.1
6.4
5.2

□オリンピック期間②（8/2～8/9）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/2
7.2
7.8
9.4
8.4

競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/25
5.6
欠測

7.4
6.9
8.8
7.0

8/4

8/5

4.9
6.2
8.0
6.5

6.1
5.8
7.2
6.0

競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

9/1
4.7

7/31
6.0
5.4
8.4
9.1

8/1
7.5
6.3
8.9
8.9

8/6
6.4
6.4
9.9
7.7

8/7
5.4
6.7
9.1
7.7

8/8
欠測
5.7
7.8
7.0

8/9

欠測

単位：mg/L

8/26
5.7
6.4
6.9
8.9

8/27

8/28

5.6
6.9
6.6
8.6

5.5
6.0
5.4
6.3

□パラリンピック期間②（9/1～9/6）
項目＼月日

6.0
5.3
7.8
6.4

単位：mg/L
8/3

□パラリンピック期間①（8/25～8/31）
項目＼月日

7/30

8/29
4.1
6.9
6.4
7.9

8/30
4.9
6.0
5.2
6.8

8/31
5.8
6.2
5.3
7.1

単位：mg/L
9/2
4.6

9/3

9/4

4.8

4.7

9/5
5.4

9/6
5.4

注 1)網掛けをしたものは水浴場水質判定基準（8mg/L）を超過したものを示す。
注 2) 水中スクリーンは、7/24～8/31 の期間を対象として調査を実施していることから、表中の 9/1～9/6 は斜線を記した。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」（2019 年８月１日参照 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）http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html
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表 9.5.2-10(3) 実証実験における水質調査結果（透明度）
□オリンピック期間①（7/24～8/1）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/24
0.4
－
－
－

単位：m
7/25
0.4
0.8
0.6
1.0

7/26
0.5
1.0
0.6
1.2

7/27
1.0
1.2
0.6
1.6

7/28
欠測
1.3
0.9
2.0

7/29
1.3
0.9
0.6
1.0

7/30
1.1
1.4
0.7
1.3

8/3
0.5
0.6
2.4
2.2

8/4
0.8
0.8
2.4
2.0

8/5
0.7
1.0
1.5
2.0

8/6
0.7
0.9
0.9
1.0

8/7
0.9
1.1
1.1
0,9

8/8
欠測
1.8
1.4
1.0

8/26
1.5
1.3
1.0
0.7

8/27
1.3
1.0
1.3
0.6

8/28
1.5
0.8
1.7
0.9

8/29
1.4
1.0
2.6
1.2

8/30
1.7
1.9
3.0
1.5

9/2
1.9

9/3
2.2

9/4
3.2

9/5
1.5

□オリンピック期間②（8/2～8/9）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/2
0.5
0.6
0.8
1.0
8/25
1.6
欠測

9/1
1.5

8/9

欠測

単位：m

□パラリンピック期間②（9/1～9/6）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/1
0.5
0.5
0.3
0.6

単位：m

□パラリンピック期間①（8/25～8/31）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/31
0.8
1.0
0.5
0.5

8/31
1.5
1.4
3.0
0.7

単位：m
9/6
1.7

注 1)網掛けをしたものは水浴場水質判定基準（0.5m）を下回ったものを示す。
注 2) 水中スクリーンは、7/24～8/31 の期間を対象として調査を実施していることから、表中の 9/1～9/6 は斜線を記した。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」（2019 年８月１日参照 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）http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

表 9.5.2-10(4) 実証実験における水質調査結果（大腸菌数）
□オリンピック期間①（7/24～8/1）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/24

単位：MPN/100mL
7/25

3
6
<2
<2

6
<2
<2
<2

7/26

7/27

5
4
<2
<2

21
11
<2
<2

7/28

7/29

欠測
6
<2
<2

35,667
7,400
<2
480

□オリンピック期間②（8/2～8/9）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/2
122
12
<2
2

競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/25

18
10
<2
<2

欠測

8/4

8/5

13
10
<2
<2

22
27
2
<2

257
110
<2
<2

8/27

8/6

競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

9/1
29

8/7

14
24
71
18

11
13
<2
3

8/28

8/29

6,700
5,600
<2
<2

2,367
1,700
<2
39

□パラリンピック期間②（9/1～9/6）
項目＼月日

7/31
653
780
2
5

8/1
660
110
<2
<2

17
10
<2
<2

8/8
欠測
320
180
23

8/9

欠測

単位：MPN/100mL

8/26
8

4,700
5,400
220
1,100

単位：MPN/100mL
8/3

□パラリンピック期間①（8/25～8/31）
項目＼月日

7/30

8/30
190
180
<2
13

8/31
14
27
<2
<2

単位：MPN/100mL
9/2

9/3

9/4

1,967

2,533

1,300

9/5
34,667

9/6
3,433

注 1)網掛けをしたものは国際トライアスロン連合の基準（250MPN/100mL）を超過したものを示す。
注 2) 水中スクリーンは、7/24～8/31 の期間を対象として調査を実施していることから、表中の 9/1～9/6 は斜線を記した。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」（2019 年８月１日参照 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）http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html
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表 9.5.2-10(5) 実証実験における水質調査結果（腸球菌数）
□オリンピック期間①（7/24～8/1）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/24
28
<2
<2
<2

単位：MPN/100mL
7/25
13
<2
<2
<2

7/26

7/27

7/28
欠測
5
<2
<2

7/29
1,000
220
<2
5

4
<2
<2
<2

4
<2
<2
<2

8/3

8/4
26
<2
<2
2

8/5
11
<2
2
<2

8/6

8/7
35
36
<2
<2

8/27

8/29
47
75
130
7

□オリンピック期間②（8/2～8/9）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/2
14
<2
4
<2
8/25

3
22
31
<2

2
<2
<2
<2

0
12
<2
7

8/28
1,067
960
<2
<2

9/2
13

9/3
42

9/4
127

5
欠測

9/1
5

8/1
85
11
<2
6

5
2
3
2

8/8
欠測
4
4
<2

8/9

欠測

単位：MPN/100mL

8/26

□パラリンピック期間②（9/1～9/6）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/31
12
7
2
<2

単位：MPN/100mL

□パラリンピック期間①（8/25～8/31）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/30
29
50
<2
<2

8/30
3
10
2
<2

8/31
2
15
9
9

単位：MPN/100mL
9/5
2,067

9/6
59

注 1)網掛けをしたものは国際トライアスロン連合の基準（100MPN/100mL）を超過したものを示す。
注 2) 水中スクリーンは、7/24～8/31 の期間を対象として調査を実施していることから、表中の 9/1～9/6 は斜線を記した。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」（2019 年８月１日参照 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）http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

表 9.5.2-10(6) 実証実験における水質調査結果（水素イオン濃度）
□オリンピック期間①（7/24～8/1）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/24

単位：－
7/25

8.8
6.9
9.2
9.7

8.8
8.7
9.2
9.3

7/26

7/27

8.5
8.6
9.0
8.8

8.5
8.4
9.0
9.0

7/28

7/29

欠測
8.3
8.6
8.6

7.8
7.8
8.7
8.6

7/30

□オリンピック期間②（8/2～8/9）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/2
8.7
8.7
8.9
9.3

競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/25
8.2
欠測

8.6
8.4
8.8
9.0

8/4

8/5

8.4
8.3
8.7
8.7

8.5
8.2
8.4
8.5

8/6

8/7

8.3
8.3
9.3
8.8

競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

9/1
7.9

8/1
8.6
8.5
9.1
9.8

8/8

8.3
8.2
9.1
8.9

欠測
8.0
8.7
8.6

8/9

欠測

単位：－

8/26
8.0
7.9
8.4
8.8

8/27

8/28

8.4
8.3
8.9
8.9

8.2
8.1
8.8
9.0

8/29

8/30

8.1
8.0
8.5
8.8

□パラリンピック期間②（9/1～9/6）
項目＼月日

8.1
7.9
8.8
9.1

単位：－
8/3

□パラリンピック期間①（8/25～8/31）
項目＼月日

7/31

7.6
7.5
8.3
8.1

8.0
8.0
8.2
8.7

8/31
8.2
8.2
8.2
8.6

単位：－
9/2
7.9

9/3

9/4

7.8

7.8

9/5
7.6

9/6
7.7

注 1)網掛けをしたものは国際トライアスロン連合の基準（6～9）を外れたものを示す。
注 2) 水中スクリーンは、7/24～8/31 の期間を対象として調査を実施していることから、表中の 9/1～9/6 は斜線を記した。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」（2019 年８月１日参照 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）http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html
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表 9.5.2-10(7) 実証実験における水質調査結果（水温）
□オリンピック期間①（7/24～8/1）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/24
29.9
29.8
31.8
31.2

単位：℃
7/25
29.6
30.6
32.0
31.8

7/26
28.7
30.0
30.0
31.1

7/27
28.0
29.0
29.3
29.0

7/28
欠測
27.5
28.4
27.2

7/29
27.1
28.0
29.0
28.2

7/30
27.2
28.3
30.0
28.8

□オリンピック期間②（8/2～8/9）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/2
27.7
30.8
33.5
33.5
8/25
27.2
欠測

8/3
27.8
30.6
33.0
33.0

8/4
28.0
29.8
32.3
31.4

8/5
29.1
31.0
30.5
31.0

8/6
28.7
30.5
31.8
31.0

8/7
26.7
27.5
29.0
28.9

8/26
28.1
30.8
30.5
30.5

8/27
28.4
29.8
31.0
30.0

8/28
27.9
27.2
31.0
29.5

8/29
27.9
28.0
28.5
28.8

8/30
27.6
29.0
29.0
29.5

9/1
27.4

8/8
欠測
26.0
26.5
26.2

8/9

欠測

単位：℃

□パラリンピック期間②（9/1～9/6）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

8/1
27.9
29.6
32.0
32.0

単位：℃

□パラリンピック期間①（8/25～8/31）
項目＼月日
競技エリア
水中ス
スクリーン外
クリー
三重スクリーン内
ン
一重スクリーン内

7/31
27.3
28.8
30.0
30.8

8/31
27.9
29.0
29.5
29.8

単位：℃
9/2
26.4

9/3
26.1

9/4
26.4

9/5
25.8

9/6
25.4

注 1)網掛けをしたものは国際トライアスロン連合の基準（6～9）を外れたものを示す。
注 2) 水中スクリーンは、7/24～8/31 の期間を対象として調査を実施していることから、表中の 9/1～9/6 は斜線を記した。
出典：
「お台場海浜公園における水質水温調査及び水中スクリーン実験の結果について」（2019 年８月１日参照 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）http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/10/20.html

オ．東京都等の計画等の状況
水質等に関する計画等については、表 9.5.2-11(1)及び(2)に示すとおりである。
表 9.5.2-11(1) 水質等に関する計画等
関係計画等

目標・施策等

東京都環境基本計画
（平成 28（2016）年３月
東京都）

水質汚濁対策として、国、関係自治体等との連携を図り、東京湾や河川における水質汚濁
対策を更に視診し、身近で親しみやすい水辺環境を整備していく。
・合流式下水道改善、しゅんせつの実施
貯留施設や高速ろ過施設の整備など合流式下水道の改善を進め、雨天時に流出する
汚濁負荷量を更に削減する。また、水再生センターにおける高度処理施設等の整備を
進め、水辺に放流される水質を向上し、東京湾における赤潮の発生抑制に寄与する。
あわせて、流れの少ない河川区間、運河等において、しゅんせつ、覆砂等の対策を実
施し、底泥からの窒素・リンの溶出による水質の悪化及び悪臭の発生を防止する。
・水質や水生生物等の調査研究の実施
国や関係自治体と連携した水質浄化の取組にモニタリングデータを活用していくと
ともに、底質からの栄養塩類溶出等の実態調査や浅場・干潟等における生態系の浄化
機能等に係る研究など水質浄化に関する知見を集積し、水生生物の生息環境の整備や
東京湾の水質改善を促進する。
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表 9.5.2-11(2) 水質等に関する計画等
関係計画等
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～
(平成 28 年 12 月 東京都)
「３つのシティ」の実現に
向けた政策の強化（2019
年度）～2020 年に向けた
実行プラン～
(平成 31 年１月 東京都)

目標・施策等
○快適な都市環境の創出
東京の健全な水循環、水辺の水質の回復に向けて、雨水や下水再生水の利用促進、
河川や運河の水質の維持・改善を図り、快適な水環境の創出に取り組んでいく。
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

政策目標
八ッ場ダムの建設
雨天時の下水を処理する高速ろ過
施設の整備
降雨初期の特に汚れた下水を貯留
する施設の増強
下水の高度処理施設等の整備
外濠の水質改善
河川や運河
の水質改善

河川でのしゅんせつ

運河でのしゅんせ
つ・覆砂
公園の自然的景観
水辺の再生
の保全・再生

目標年次
2019 年度
2019 年度
2019 年度
2023 年度
2020 年度
2024 年度
2019 年度
2024 年度
2024 年度
2020 年度

目標値
完成
合流式の水再生センター
のうち６か所(区部)
140 万 m3(累計)
160 万 m3(累計)
処理能力を 1.8 倍に増強
処理能力を 2.6 倍に増強
外濠のしゅんせつを実施
隅田川など５河川でしゅ
んせつを実施
勝島運河など 30 運河
都立公園池かいぼり等 30
池

・東京の健全な水循環の創出
➢
下水再生水の供給地区内における再開発事業等の機会を捉え、臨海副都心地区
等で供給先を拡大するなど、ビル等のトイレ用水などとしての下水再生水の利
用を促進する。
➢
下水再生水を活用し河川水量を回復させる清流復活事業を実施している渋谷
川では、上流部の新たな水辺空間の創出に貢献する。
➢
将来の気候変動による影響も踏まえ、首都東京への安定給水を継続するため、
八ッ場ダムの完成により安定した水源の確保に取り組む。
➢
安全でおいしい高品質な水を蛇口まで届ける直結給水方式への切り替えに向
けた支援や貯水槽水道の適正管理に向けた設置者への指導・助言を行う。
・快適な水辺の創出につながる下水道対策の推進
➢
降雨初期の特に汚れた下水の貯留施設を整備するなど、合流式下水道の改善を
進め、河川や海などへ放流される汚濁負荷量の削減を図る。
➢
東京湾や隅田川などに放流される下水処理水の水質を一層改善するために、区
部の新河岸、葛西水再生センター等や多摩地域の清瀬、八王子水再生センター
等で高度処理・準高度処理施設の導入を進める。
・都民に身近な水辺の水質改善
➢
閉鎖性が高い勝島運河の水質を改善するため、貧酸素水塊の影響を受ける水深
の深い箇所に覆砂を実施する。
➢
隅田川や新河岸川など流れの少ない河川・運河で、水質の維持・改善や悪臭の
防止を図るため、計画的に底泥のしゅんせつを実施する。
➢
東京湾野鳥公園の干潟拡張や都立公園にある池のかいぼりを行うことで、水辺
の生態系の再生とともに自然本来の水質浄化機能を高めていく。
東京都下水道事業 経営
計画 2016
（平成 26 年 東京都下水
道局）

平成 28 年度から 32 年度までの 5 か年を計画期間とし、
三つの経営方針のもと、
「東京 2020
オリンピック・パラリンピックの開催」と「その後の東京のあり方」を見据え、下水道サ
ービスのさらなる向上に取り組む。
経営方針 1 お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支えます
経営方針 2 良好な水環境と環境負荷の少ない都市の実現に貢献します
経営方針 3 最少の経費で最良のサービスを安定的に提供します
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カ．水質等に関する法令等の基準
(ｱ) 国際トライアスロン連合（ITU）が定める水質基準
国際トライアスロン連合（ITU）が定める水質基準は、表 9.5.2-12(1)及び(2)に示すと
おりである。
海域における水質基準は、pH、腸球菌（Entero-cocci）
、大腸菌（E.Coli）、赤潮、藻類
について定められている。
また、トライアスロンのスイムは、表 9.5.2-12(2)に従がって、距離の短縮、競技の中
止ができる。最終決定は技術代表（TD：ITU によって認定された技術担当者）がメディカ
ルデリゲート（ITU の承認を受けた医師）と相談の上行われる。
その他、
・強風、大雨、温度変化、潮流など気象条件により、技術代表（TD）はメディカルデリ
ゲートと相談の上、スイム距離変更やウエットスーツの使用可否を決定する。技術代
表（TD）は、最終決定をスタート１時間前に行い、選手に明確に伝えなければならな
い。
・水温は大会のスタート１時間前に計測する。計測地点はスイムコースの中間点と他の
２か所で、水深は 60cm とする。最も低い測定温度を公式水温とする。
といったことが定められている。
表 9.5.2-12(1) 国際トライアスロン連合が定める水質基準
区分
項目
基準
pH
6～9
腸球菌（Entero-cocci） 100MPN/100mL 以下
海と転移水域
大腸菌（E.Coli）
250MPN/100mL 以下
赤潮、藻類
視覚的に確認されないこと
※水質検査の結果が上述の許容基準外となった場合、ITU メディカル及びドーピン
グ委員会の許可がない限り、スイムは中止とする。
出典：「ITU Competition Rules」
（Approved by the ITU Executive Board,in November 2018）

表 9.5.2-12(2) 国際トライアスロン連合が定める水温基準
スイム
の距離
300m まで
750m
1,000m
1,500m
1,900m
2,000m
2,500m
3,000m
3,800m
4,000m

水温
32.9℃31.9℃30.9℃14.9℃13.9℃12.9℃33℃以上
32.0℃
31.0℃
15.0℃
14.0℃
13.0℃
12.0℃
中止
当初の距離 当初の距離 当初の距離 当初の距離 当初の距離 当初の距離
中止
中止
750m
750m
750m
750m
750m
中止
中止
750m
1,000m
1,000m
1,000m
750m
中止
中止
750m
1,500m
1,500m
1,500m
750m
中止
中止
750m
1,900m
1,900m
1,500m
750m
中止
中止
750m
2,000m
2,000m
1,500m
750m
中止
中止
750m
2,500m
2,500m
1,500m
750m
中止
中止
750m
3,000m
3,000m
1,500m
750m
中止
中止
750m
3,800m
3,000m
1,500m
750m
中止
中止
750m
4,000m
3,000m
1,500m
750m

注)上記の温度は、必ずしも最終決定に使用される水温ではない。
出典：「ITU Competition Rules」
（Approved by the ITU Executive Board,in November 2018）
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12.0℃
未満
中止
中止
中止
中止
中止
中止
中止
中止
中止
中止
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(ｲ) 国際水泳連盟（FINA）が定める基準
国際水泳連盟（FINA）では、会場の使用に適していることの証明書は、適切な機関によ
って発行される必要があり、具体的な水質項目についての定めはない。水温については、
最低 16℃、最高 31℃（競技開始の２時間前、コース途中の深さ 40cm）と定められている。
(ｳ) 水浴場の水質判定基準
「水浴場の水質判定基準」
（環境省）は、表 9.5.2-13 に示すとおりである。判定基準の
区分は、適（水質ＡＡ、水質Ａ）、可（水質Ｂ、水質Ｃ）及び不適である。可と判定され
たもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400 個／100mL を超える測定値が１以上あるもの
及び油膜が認められたものは「改善対策を要するもの」とされる。
表 9.5.2-13 水浴場水質判定基準
区分
水質ＡＡ
適

ふん便性大腸菌群数
不検出
（検出限界２個/100mL）

水質Ａ

100 個/100mL 以下

水質Ｂ

400 個/100mL 以下

水質Ｃ

1,000 個/100mL 以下

可

不適

1,000 個/100mL を
超えるもの

油膜の有無
油膜が
認められない
油膜が
認められない
常時は油膜が
認められない
常時は油膜が
認められない
常時油膜が
認められる

COD
2mg/L 以下
(湖沼は 3mg/L 以下)
2mg/L 以下
(湖沼は 3mg/L 以下)
5mg/L 以下
8mg/L 以下
8mg/L 超

透明度
全透
（または 1m 以上）
全透
（または 1m 以上）
１ｍ未満～50cm 以
上
１ｍ未満～50cm 以
上
50cm 未満※

注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
COD の測定は日本工業規格 K0102 の 17 に定める方法（酸性法）による。
透明度（※の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
１．判定基準は、上記の表に基づいて以下のとおりとする。
(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD 又は透明度のいずれかの項目が、表の「不適」に該当する水浴場を、
「不適」
な水浴場とする。
(2)表の「不適」に該当しない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD 及び透明度の項目ごとに、
「水
質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」の判定を行い、これらの判定を踏まえ、以下により該当水浴場の水
質判定を行う。
・各項目の全てが「水質ＡＡ」である水浴場を「水質ＡＡ」とする。
・各項目の全てが「水質Ａ」以上である水浴場を「水質Ａ」とする。
・各項目の全てが「水質Ｂ」以上である水浴場を「水質Ｂ」とする。
・これら以外のものを「水質Ｃ」とする。
また、この判定により、
「水質ＡＡ」又は「水質Ａ」となった水浴場を「適」、
「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」となった水
浴場を「可」とする。
２．
「改善対策を要するもの」について
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する水浴場を「改善対策を要するもの」とする。
(1)「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400 個／100mL を超える測定値が
１以上あるもの。
(2)油膜が認められたもの。
出典：「
「水浴場の水質の判定基準」の改正と「快適な水浴場のためのガイドライン」の策定について」
（平成 9 年 3 月 28 日 環境省報道発表資料）
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、アスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、トライアスロンの水泳（スイム）及び水泳（マラソンスイミング）の競
技期間中とした。トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）の競技予定は、表 9.5.2-14
に示すとおりである。
表 9.5.2-14 トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）の競技予定
区分
開催年月日

トライアスロ
ン

オリンピック

パラリンピック
水泳（マラソン
オリンピック
スイミング）

男子
女子
混合リレー
男子/女子決勝
男子/女子決勝
女子 10km
男子 10km

出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

2020 年７月 27 日（月）
2020 年７月 28 日（火）
2020 年８月１日（土）
2020 年８月 29 日（土）
2020 年８月 30 日（日）
2020 年８月５日（水）
2020 年８月６日（木）

時間

7:30～9:50
7:30～10:00
8:30～10:30
7:30～12:30
7:30～12:30
7:00～10:00
7:00～10:00

組織委員会ホームページ）

3) 予測地域
予測地域は、トライアスロンの水泳（スイム）、水泳（マラソンスイミング）の競技が実施
されるエリアであるお台場海浜公園の水域とした。
4) 予測手法
予測は、既存の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した。
5) 予測結果
トライアスロンの水泳（スイム）及び水泳（マラソンスイミング）の競技会場であるお台場
海浜公園の水域では、一部の項目で国際トライアスロン連合等が定める水質基準を超過してい
る状況が確認されている。
東京都及び組織委員会では、お台場海浜公園の水域において水中スクリーンを張った実証実
験を行っている。その結果、水中スクリーン（３重）内では、調査期間（22 日間）全てでふん
便性大腸菌群数及び大腸菌数の値は基準の範囲内となり、これらの抑制効果が確認できた。
お台場海浜公園では、これまで類似のトライアスロン大会が開催されている。また、2019 年
(令和元年)８月にはトライアスロン及び水泳（マラソンスイミング）のテストイベントが開催
されており、その中で水質対策を試行し、その結果を検証することにより、より効果的な対策
をとりまとめる。また、競技の実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技団
体（IF）が判断する。
これらのことから、トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）の実施に伴うアスリート
への配慮を東京都及び組織委員会が連携して取組を行うことにより、アスリートへの影響を最
小化できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・組織委員会と東京都は、IOC や IF（国際水泳連盟、国際トライアスロン連合）とともに水質
対策等を検討するワーキンググループを設置し、トライアスロンと水泳（マラソンスイミン
グ）の競技会場となるお台場海浜公園の水質安定化に向けた取組を進めることにより、アス
リートへの影響を極力低減する。
・2018 年度に、大会開催と同時期となる７月から９月にかけ、お台場水域において、水中スク
リーンの調査・実験を行った。大会時の水質の安定化に向けて、調査・実験結果を踏まえた
具体的な対応方法の検討により、アスリートへの影響を極力低減する。
・都市オペレーションセンターを設置し、円滑な大会運営を支援するため、気象庁・気象協会
等から天気予報・警報、ゲリラ豪雨予報等の情報、下水道等のライフラインの運用情報を一
元的に集約する。集約した情報を都市オペレーションデータベースに登録し、情報共有を行
った上で、大会運営に影響する異常が発生した場合の対応について連絡調整を行う。
・東京都では、水質等によるアスリートへの負の影響を最小化するよう東京都及び組織委員
会が連携して取り組む。
・競技の実施は、気象状況等を考慮し、予備日を確保する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、トライアスロン及び水泳（マラソンスイミング）の実施に伴う水質等に係る
アスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
オリンピック及びパラリンピックのトライアスロンの水泳（スイム）、オリンピックの水泳
（マラソンスイミング）の競技コースとなるお台場海浜公園の水域では、一部の項目で国際ト
ライアスロン連合等が定める水質基準を超過している状況が確認されている。
このような中、東京都及び組織委員会では、水中スクリーンを張った実証実験を行い、一定
の抑制効果を確認している。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベントにおいて、水質対
策を試行し、その結果を検証することによって、より効果的な大会本番の水質対策について取
りまとめる。また、競技実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）
が判断する。
以上のように、水質等によるアスリートへの負の影響を最小化するよう東京都及び組織委員
会が連携して取り組む計画となっていることから、トライアスロン及び水泳（マラソンスイミ
ング）の実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行わ
れるものと考える。
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9.5.3 生物・生態系
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.5.3-1に示すとおりである。
表 9.5.3-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①生物の状況
②利用の状況

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い生物・生態系に係るア
スリートへの配慮が重要であることから、左記の事
項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、トライアスロンの水泳（スイム）及びオリンピックの水泳（マラソンスイミ
ング）競技が実施されるエリアの範囲として、お台場海浜公園の周辺海域とした。トライア
スロンコースは、「9.5.1 大気等 (1)現況調査 2)調査地域」（p.703参照）に示したとおりで
ある。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
トライアスロンのスイム競技、水泳（マラソンスイミング）の開催に当たり、生物・生態系
に係るアスリートへの配慮を行う上で必要な事項として「ア．生物の状況」を調査するととも
に、
「イ．利用の状況」を調査した。
ア．生物の状況
調査は、以下の資料から生物の状況を整理した。
・「東京湾便り・内湾調査」
（東京都島しょ農林水産総合センター）
イ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・
「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
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4) 調査結果
ア．生物の状況
東京都島しょ農林水産総合センターにおける内湾調査によると、海水浴等の際に危険を及
ぼすおそれがある生物としてアカエイ及びアカクラゲが確認されている。確認状況は、表
9.5.3-2に示すとおりである。内湾調査は毎月実施されており、2008年（平成20年）以降の
10年間でアカクラゲ５例、アカエイ２例、イシガニ１例の確認が報告されている。
表9.5.3-2 海水浴等の際に危険を及ぼすおそれがある生物
内湾調査
2017年（平成29年）６月
2016年（平成28年）４月
2014年（平成26年）12月
2014年（平成26年）４月

種名
アカクラゲ
アカクラゲ
アカエイ
アカクラゲ

確認地点
お台場海浜公園
三枚洲
羽田空港Ｃ滑走路沖
お台場海浜公園沖

2013年（平成25年）５月
2012年（平成24年）８月
2009年（平成21年）８月
2008年（平成20年）４月

アカクラゲ
イシガニ
アカエイ
アカクラゲ

お台場海浜公園沖
－
葛西臨海公園
葛西臨海公園

概要
清掃作業中に採取。
－
潜水観察中に遭遇。
長い触手には毒性の強い刺胞毒が無数
にある。調査用の網で採取。
傘の径が十数cmほどの個体を採取。
－
捕食時に掘った穴。
海面を漂う。

資料：「東京湾便り・内湾調査」（2019年８月１日参照 東京都島しょ農林水産総合センター）
http://www.ifarc.metro.tokyo.jp/news/detail.1.22564.html

イ．利用の状況
利用の状況は、
「9.5 競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）
等

9.5.2 水質

(1) 現況調査 4) 調査結果 イ．利用の状況」
（p.717 参照）に示したとおりであり、

日本トライアスロン連合主催の日本トライアスロン選手権が 2001 年（平成 13 年）より 18
年連続で開催されている。
また、東京 2020 テストイベントとして、表 9.5.3-3 に示すとおり、水泳（マラソンスイ
ミング）
（2019 年（令和元年）８月 11 日）
、トライアスロン（2019 年（令和元年）８月 15
日～18 日）が実施されている。
表 9.5.3-3 東京 2020 テストイベント（トライアスロン、水泳（マラソンスイミング））の概要
競技（種別）
トライアスロン

水泳（マラソンスイ
ミング）

イベント名
ITU ワールドトライアスロンオリン
ピッククオリフィケーションイベ
ント（2019／東京）
ITU 世界ミックスリレートライアス
ロンシリーズ（2019／東京）
ITU パラトライアスロンワールドカ
ップ（2019／東京）
READY STEADY TOKYO―水泳（マラソ
ンスイミング）

日程／会場
2019 年８月 15 日
～18 日
お台場海浜公園

主催
ITU ワールドトラ
イアスロンオリン
ピッククオリフィ
ケーションイベン
ト実行委員会

2019 年８月 11 日
お台場海浜公園

東京 2020 組織委員
会

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、競技期間中のアスリートへの生物等の影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、トライアスロンの水泳（スイム）及び水泳（マラソンスイミング）の競
技期間中とした。トライアスロンの水泳（スイム）及び水泳（マラソンスイミング）の競技予
定は、
「9.5.2 水質等

(2)予測 2) 予測の対象時点」
（p.729 参照）に示したとおりである。

3) 予測地域
予測地域は、トライアスロンの水泳（スイム）、水泳（マラソンスイミング）の競技が実施
されるエリアであるお台場海浜公園の水域とした。
4) 予測手法
予測は、既往の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した。
5) 予測結果
競技会場であるお台場海浜公園が位置する東京湾内湾調査では、アカクラゲ、アカエイ及び
イシガニの生息が報告されており、スイム競技に関連する種としてはアカクラゲが考えられる。
お台場海浜公園では、日本トライアスロン連合主催の日本トライアスロン選手権が 2001 年
（平成 13 年）より 18 年連続で開催されている等の類似の大会実績を有している。
また、スイム競技においてはウエットスーツ等を着用することから素肌の露出は限定的であ
る。競技の実施は国際競技団体（IF）が判断するとともに、万一に備えた監視や医療救護体制
には万全を期すものとしている。
これらのことから、トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）の実施に伴う生物・生態
系に係るアスリートへの配慮を行うことにより、アスリートへの影響を最小化できるものと考
える。
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(3) ミティゲーション
・東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するためテストイベント
を活用した実地検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組
を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、トライアスロン及び水泳（マラソンスイミング）の実施に伴う生物・生態系
に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
競技会場であるお台場は、日本トライアスロン連合主催の日本トライアスロン選手権が 2001
年（平成 13 年）より 18 年連続で開催されている等の類似の大会実績を有している。また、ス
イム競技においてはウエットスーツ等を着用することから素肌の露出は限定的である。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。また、競技実施に当たっては、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、生物によるアスリートへの負の影響を最小化するよう取り組む計画となって
いることから、トライアスロン及び水泳（マラソンスイミング）の実施に伴う生物・生態系に
係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.5.4 騒音・振動
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.5.4-1に示すとおりである。
表 9.5.4-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①騒音の状況
②土地利用の状況
③利用の状況
④騒音に関する法令等の基準

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴いトライアスロンの開催
に伴うコース沿道の騒音の変化が考えられること
から、左記の事項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、トライアスロンの競技が実施されるエリアとして、バイク及びランコースの
沿道とした。トライアスロンコースは、「9.5.1 大気等 (1)現況調査 2)調査地域」（p.703参
照）に示したとおりである。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
トライアスロンの実施に伴い、アスリートが走るコース沿道の観客からの声援等による騒音
を予測するために必要な事項として、「ア．騒音の状況」を調査するとともに、コース沿道の
「イ．土地利用の状況」
、
「ウ．利用の状況」等を調査した。
ア．騒音の状況
調査は、以下の資料から騒音の状況を整理した。
・｢平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果｣（東京都環境局）
イ．土地利用の状況
調査は、以下の資料から土地利用の状況を整理した。
・
「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」(平成 30 年５月 東京都
都市整備局）
・「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」
（組織委員会ホーム
ページ）
・「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」
（東京都環境局ホームページ）
ウ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・
「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
エ．騒音に関する法令等の基準
調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基準の整理によった。
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4) 調査結果
ア．騒音の状況
トライアスロンコースにおける自動車騒音の常時監視結果は、表 9.5.4-2 に示すとおりで
ある。
No.1 地点の昼間、夜間とも、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値（昼間 70dB 以
下、夜間 65dB 以下）を上回っていた。
表 9.5.4-2 自動車騒音の常時監視結果
項目
住所

No.1
港区台場 2-3
① 一般国道 357 号
路線名
② 首都高速湾岸線
① ４
車線数
② ６
測定年月 開始
2017/12/13
日
終了
2017/12/14
騒音レベ 昼間
71
ル(dB)
夜間
69
注 1)調査地点は、図 9.5.4-1(1)～(3)に対応する。
注 2)網掛けを行ったものは幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値（昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下）
を上回ったものを示す。
出典：「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」
（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/noise/result/cyousakekka/cyousa_2017.html

イ．土地利用の状況
トライアスロンのバイク及びランコース周辺の土地利用状況は、図 9.5.4-1(1)～(3)に示
すとおりである。お台場海浜公園に面して集合住宅等の利用がみられるほか、商業系の事務
所建築物、専用商業施設として利用されている。
ウ．利用の状況
利用の状況は、
「9.5.1

大気等

(1) 現況調査

4) 調査結果

イ．利用の状況」（p.709

参照）に示したとおりである。
エ．騒音に関する法令等の基準
騒音に関する法令等の基準については、「9.1.3
果

騒音・振動

(1) 現況調査

ウ．騒音に関する法令等の基準等」
（p.198 参照）に示したとおりである。
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No.1

自動車騒音測定地点（No.1）

図 9.5.4-1(1)
トライアスロンコース沿道の状況
（オリンピック・男子/女子）
出典：「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」(平成 30 年５月 東京都都市整備局）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html
「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/noise/result/cyousakekka/cyousa_2017.html
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No.1

自動車騒音測定地点（No.1）

図 9.5.4-1(2)
トライアスロンコース沿道の状況
（オリンピック・混合リレー）
出典：「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」(平成 30 年５月 東京都都市整備局）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html
「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/noise/result/cyousakekka/cyousa_2017.html）
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No.1

自動車騒音測定地点（No.1）

図
図9.5.4-1(3)
9.5.4-1(3)
トライアスロンコース沿道の状況
パラリンピック
（パラリンピック・男子/女子）
トライアスロンコース
（男子/女子）
出典：「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」(平成 30 年５月 東京都都市整備局）
「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html
「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」（2019 年８月 1 日参照 東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/noise/result/cyousakekka/cyousa_2017.html）
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、トライアスロンの競技実施に伴い発生する音とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、トライアスロンの競技期間中とした。トライアスロンの競技予定は、
「9.5.1 大気等 (2)予測 2) 予測の対象時点」（p.710 参照）に示したとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、トライアスロンの競技が実施されるエリアとして、バイク及びランコースの
沿道とした。
4) 予測手法
予測手法は、大会の運営計画等から類推する方法によった。
5) 予測結果
トライアスロンに伴い音が発生する行為は、
①競技の実施（観客の歓声）
②観客の誘導（ハンドマイク等を用いた誘導、観客のざわつき）
③報道（報道のための車両の走行、ヘリコプターの飛行）
が考えられる。
トライアスロンは、バイク及びランともに、お台場海浜公園がスタート・フィニッシュの会
場に設定され、コース沿道の土地利用としては、大半が事務所、商業系となっている。
トライアスロン（バイク及びラン）は、オリンピック及びパラリンピックともに 13 時まで
に競技は終了する予定である。また、声援等は移動するアスリートに対して行われるものであ
り、１か所当たりの継続時間は一時的なものとなり、競技実施に伴う騒音の影響は限定的なも
のになるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・競技会場の周辺住民に対して、関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体の活用によ
り大会スケジュールの事前周知を図る。
・組織委員会は、大会開催に伴う周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に
応じてメインオペレーションセンター等で共有する体制づくりを検討している。
・東京都では、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、トライアスロンの実施に伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能な範囲
で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
トライアスロンの実施に当たっては、競技会場の周辺住民に対して、関係機関のホームペ
ージや広報誌など様々な媒体の活用により大会スケジュールの事前周知を図る。また、競技
時には周辺住民からの問合せ・苦情を含めた問題を集約し、必要に応じてメインオペレーシ
ョンセンター等で共有する体制づくりを検討している。
また、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を東
京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となってい
る。
以上のように、競技実施に伴い発生しうる騒音について周辺住民等へ配慮する取組を東京
都及び組織委員会が連携して取り組む計画となっていることから、トライアスロンの実施に
伴う騒音についての配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.5.5 歩行者空間の快適性
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.5.5-1に示すとおりである。
表 9.5.5-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①緑の状況
②施設の状況
③歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
④法令等の基準等
⑤東京都等の計画等の状況

東京 2020 大会の開催に伴
い歩行者空間の快適性に
対する配慮が重要である
ことから、左記の事項に係
る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、トライアスロンの競技実施エリアとして、トライアスロンのバイク及びラン
コースの範囲とした。トライアスロンコースは、「9.5.1 大気等 (1)現況調査 2)調査地域」
（p.703参照）に示したとおりである。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
トライアスロンのアスリート及び観客に対する暑さ対策に関する配慮を検討するため、
「ア．
緑の状況」
「イ．施設の状況」について調査するとともに、
「ウ．歩行者及びアスリートが感じ
る快適性に係る気象等の状況」等を調査した。
ア．緑の状況
調査は、以下の資料から緑の状況を整理した。
・「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」
（平成 29 年 3 月 港区）
・「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」
（平成 30 年 1 月 江東区）
・「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」
（組織委員会ホーム
ページ）
イ．施設の状況
調査は、地形図等の既存資料の整理によった。
ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
調査は、以下の資料から快適性に係る気象等の状況を整理した。
・東京管区気象台における気象データ
・
「熱中症予防運動指針」
（
（公財）日本スポーツ協会）
エ．法令等の基準等
調査は、都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）の法令の整理によった。
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オ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「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～」(平成
28 年 12 月 東京都)、
「
「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度）～2020 年
に向けた実行プラン～」(平成 31 年 1 月 東京都)、
「東京都ヒートアイランド対策ガイドラ
イン」(平成 17 年７月 東京都)、「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年 5 月 東
京都）の計画等の整理によった。
4) 調査結果
ア．緑の状況
トライアスロンコースは、図 9.5.5-2(1)～(3)に示すとおりである。
トライアスロンのバイク及びランのコースの沿道については、ほぼ全区間にわたり歩道上
の街路樹により緑陰が形成されている。一部区間についてはシンボルプロムナード公園内を
通過するコースとなっており、シンボルプロムナード公園には樹木が植栽され、それによる
緑陰が形成されている。東京都では、マラソンコース沿いの街路樹の樹冠拡大による歩行空
間の整備を推進している。
（図 9.5.5-1 参照）

出典：「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年5月

図9.5.5-1

東京都）

街路樹樹冠拡大のイメージ

イ．施設の状況
トライアスロンのバイク及びランのコース沿道には中高層建築物が連なって分布してお
り、朝の時間帯は日影が形成される。
また、2020 年までにマラソンコース等の競技コースや競技会場周辺の観客の主な動線とな
る都道において、遮熱性舗装1 や保水性舗装2 を累計約 136 ㎞整備する計画である。（写真
9.5.5-1 参照）
対象区は、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、豊島区、江東区、
文京区、台東区及び荒川区の 12 区であり、平成 30 年度末時点で遮熱性舗装が約 109km、保
水性舗装が約 20km 施工されている。

1 遮熱性舗装：路面温度を上昇させる原因である赤外線を反射する遮熱材を路面の表面に塗布した舗装。舗装への蓄
熱を防ぎ、路面温度の上昇を最大で８℃程度抑制する。
2 保水性舗装：間隙の多い舗装に、水を吸い込み保持する保水材を詰めた舗装。保水材にしみ込んだ雨水が蒸発する
ときの気化熱によって、路面温度の上昇を最大で10℃程度抑制する。
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出典：「道路の暑さ対策について（舗装の取組み）
」
（2019 年８月１日参照 東京都建設局ホームページ）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/road/kanri/hosou/dourokanri0034.html

写真 9.5.5-1 遮熱性舗装の温度抑制効果（赤外線写真による）
ウ．歩行者及びアスリートが感じる快適性に係る気象等の状況
トライアスロンの競技時間帯の、2016～2018 年(平成 28～平成 30 年)の暑さ指数（WBGT）
の状況は、表 9.5.5-2 に示すとおりである。
競技時間帯の暑さ指数の出現頻度は、オリンピック男子/女子では、31℃を超える「危険」
が 1.4％であり、
「厳重警戒」が 45.9％であった。オリンピック混合リレーでは、
「危険」が
3.2％、
「厳重警戒」が 54.8％であった。パラリンピック男子/女子では、
「危険」が 5.0％、
「厳重警戒」が 49.6％であった。
（公財）日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」においては、WBGT31℃以上は「運
動は原則中止」28℃以上は「厳重警戒（激しい運動は中止）
」としている。
表 9.5.5-2 競技時間帯の暑さ指数（WBGT）の出現状況
区分

オリンピック
男子/女子
混合リレー
時間数
割合
時間数
割合

危険（31℃～）
東
京

パラリンピック
男子/女子
時間数
割合

5

1.4%

9

3.2%

28

5.0%

厳重警戒（28～31℃）

128

45.9%

153

54.8%

277

49.6%

警戒（25～28℃）

108

38.7%

84

30.1%

187

33.5%

39

14.0%

33

11.8%

66

11.8%

279

－

279

－

558

－

注意（～25℃）
合計

注) 暑さ指数は、東京管区気象台における気温、湿度、風速及び全天日射量を基に算出した 。
オリンピックの男子・女子は、2016 年～2018 年の７月の 7:00～10:00 のデータをもとに集計した。
オリンピックの混合リレーは、2016 年～2018 年の８月の 8:00～11:00 のデータをもとに集計した。
パラリンピックの男子/女子は、2016 年～2018 年の８月の 7:00～13:00 のデータをもとに集計した。

エ．法令等の基準等
歩行者が感じる快適性に関する法令等については、
「9.1.4 歩行者空間の快適性 (1)現況
調査 4) 調査結果 カ．法令等の基準等」
（p.247 参照）に示したとおりである。
オ．東京都等の計画等の状況
歩行者の快適性に関する計画等については、「9.1.4 歩行者空間の快適性

(1)現況調査

4) 調査結果 キ．東京都等の計画等の状況」
（p.247 参照）に示したとおりである。
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区間
公園内（お台場
海浜公園・シン
ボルプロムナー
ド公園）
公道（港区台場、
江東区青海地
区）

緑の状況
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html
お台場海浜公園はラン及びバイク、シンボルプロムナード公園はバイクのコースとなる。いずれも公園内の道
路であり、沿道は樹木による緑陰が形成されている。

国道 357 号、都道 482 号、港湾局管理道路のいずれも、ほぼ全区間にわたり、歩道は街路樹による緑陰が形成
されている。沿道は中高層の建物が連続し、朝の時間帯は日影が形成される。

図 9.5.5-2(1)
トライアスロンコース
（オリンピック・男子/女子）
出典：
「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」（平成 29 年 3 月 港区）、
「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」
（平成 30 年 1 月
江東区）、
「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html をもとに作成
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区間
公園内（お台場
海浜公園）
公道（港区台場、
江東区青海地
区）
公道（橋梁・江
東区有明地区）

緑の状況
お台場海浜公園はラン及びバイクのコースとなる。公園内の道路であり、沿道は樹木による緑陰が形成されて
いる。
都道 482 号、港湾局管理道路のいずれも、ほぼ全区間にわたり、歩道は街路樹による緑陰が形成されている。
沿道は中高層の建物が連続し、朝の時間帯は日影が形成される。
のぞみ橋は周囲の水面による冷却効果が期待できるが、日影はない。有明地区の港湾局管理道路は街路樹が植
栽されているが小さい木が多く緑陰は限定的である。

図 9.5.5-2(2)
トライアスロンコース
（オリンピック・混合リレー）
出典：
「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」
（平成 29 年 3 月 港区）、
「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」
（平成 30 年 1 月
江東区）、
「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html をもとに作成
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区間
公園内（お台場
海浜公園）
公道（港区台場、
江東区青海地
区）
公道（橋梁・江
東区有明地区）

緑の状況
お台場海浜公園はランおよびバイクのコースとなる。公園内の道路であり、沿道は樹木による緑陰が形成され
ている。
都道 482 号、港湾局管理道路のいずれも、ほぼ全区間にわたり、歩道は街路樹による緑陰が形成されている。
沿道は中高層の建物が連続し、朝の時間帯は日影が形成される。
のぞみ橋は周囲の水面による冷却効果が期待できるが、日影はない。有明地区の港湾局管理道路は街路樹が植
栽されているが小さい木が多く緑陰は限定的である。都道 484 号の歩道は街路樹による緑陰が形成されている
が、東側歩道の沿道部の自転車通行帯は低木のみの植栽となっており、緑陰はない。

図 9.5.5-2(3)
トライアスロンコース
（パラリンピック・男子/女子）
出典：
「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」
（平成 29 年 3 月 港区）、
「平成 29 年度 江東区緑被率等調査報告書」
（平成 30 年 1 月
江東区）、
「東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース」（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20180802-01.html をもとに作成
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、緑の程度を含めた歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、トライアスロンの競技期間中とした。トライアスロンの競技予定は、
「9.5.1 大気等 (2)予測 2) 予測の対象時点」（p.710 参照）に示したとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、トライアスロンの競技が実施されるエリアとして、バイク及びランコースの
範囲とした。
4) 予測手法
予測手法は、大会の運営計画等から類推する方法によった。
5) 予測結果
トライアスロンの競技時間中の WBGT（暑さ指数）が「危険」
（31℃を超える）あるいは「厳
重警戒」
（28～31℃）となる出現頻度は、オリンピック男子/女子で５割程度、オリンピック混
合リレーで６割程度、パラリンピック男子/女子で５割程度と考えられる。
競技コース沿道には中高層建築物が連なって分布しており、朝の時間帯にはコース上に日陰
を形成するものと考えられる。
競技の実施に当たっては、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東
京都と組織委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、テストイベントにおいて、
複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによってより効果的な大会本番の暑さ対策
について取りまとめる。
これらのことから、トライアスロンの実施に伴う観客及びアスリートへの暑さ対策を東京都
及び組織委員会が連携して取組を行うことにより、観客及びアスリートの感じる快適性の程度
は極力確保できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
1) 施設面（ハード対策）
・競技会場では、テント等の設置による日射の遮へいと大型冷風機設置による冷却を組み
合わせた対策を検討する。
・アスリート専用休憩スペースの設置や飲料水、アイシング用氷の提供など、競技特性を
踏まえた最適な暑さ対策の取組を検討する。
2) 運営面（ソフト対策）
・暑さ対策について告知・注意喚起を補完する機能として、東京2020組織委員会のウェブ
サイト及びモバイルアプリに「暑さ対策」に関する情報を掲載し、事前に周知すべき情
報や気象に左右されるような変動要素のある情報などの提供を検討する。
・東京都では都市オペレーションセンターを設置し、天候等を含む様々な情報提供を行う
他、ラストマイルにおける暑さ対策等への取組を実施する。
・救護運営面では、早期の発見と対処による重症化の防止とともに、医務室、救急車、フ
ァーストレスポンダー3の適正な配置を検討する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断す
る。
3) テストイベントを活用した検証
東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するため、組織委員会と
連携し、テストイベントを活用した検証を行う。トライアスロンのテストイベントは、表
9.5.5-3に示すとおりであり、テストイベントにおける検証結果を踏まえ、競技沿道等におけ
る大会本番の暑さ対策について取りまとめる。
表9.5.5-3
競技
トライアスロン

検証場所
お台場海浜公園

テストイベントを活用した検証
テストイベント日程
2019年８月15日（木）
～18日（日）

試行検証の主な内容
・暑さ対策 等

【対策の概要】
競技名
トライアスロン

大会名
主催者
ITUオリンピッククオリフィケーシ ITUオリンピッククオリフィ
ョンイベントほか
ケーションイベント東京大
（パラトライアスロンも開催）
会実行委員会（仮称）
＜ハード対策＞
＜ソフト対策＞
〇 休憩所
〇 紙製うちわ
・日除けシート
〇 接触冷感ハンカチ
・ウォーターサーバー
〇 うちわファイル
〇 大型ミストと小型ミストを併用

出典：「テストイベントを活用した都における検証について」（2019年６月21日
備局、環境局、福祉保健局）をもとに作成

オリンピック・パラリンピック準

3 ファーストレスポンダー：負傷者・急病人などを救急隊に引き継ぐ前の最初の対応者のこと。必ずしも医療専門家
に限定されない。
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(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行
われることとした。
2) 評価の結果
競技コースの一部では、日差しを遮断する街路樹等が形成する緑陰による効果が期待できる。
このような中、ソフト・ハード両面から、場面ごと、対象者ごとの暑さ対策を東京都と組織
委員会が連携して実施する計画となっている。さらに、2019 年夏に開催されるテストイベント
において、複数の暑さ対策を試行し、その結果を検証することによって、より効果的な大会本
番の暑さ対策について取りまとめる。
以上のように、対象者ごと、場面ごとの暑さ対策を東京都及び組織委員会が連携してきめ細
かく取り組む計画となっていることから、観客及びアスリートへの暑さへの配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われるものと考える。

- 751 -

9.5 競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング） 9.5.5 歩行者空間の快適性

（空白のページ）
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9.6 競技・カヌー（スプリント）
、ボート

9.6.1 水質等

9.6 競技・カヌー（スプリント）、ボート
9.6.1 水質等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.6.1-1に示すとおりである。
表 9.6.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①水質の状況
②利用の状況
③東京都における取組の状況
④東京都等の計画等の状況
⑤水質等に関する法令等の基準

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い水質等に係るア
スリートへの配慮が重要であることから、
左記の事項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、カヌー（スプリント）、ボートの競技が実施されるエリアの範囲として、海の
森水上競技場の周辺海域とした。大会時のイメージ図は、図9.6.1-1に示すとおりである。

出典：海の森水上競技場（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）
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_14/index.html

図 9.6.1-1 海の森水上競技場・平成 31 年 1 月時点の大会時イメージ図
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
オリンピックのカヌー（スプリント）及びパラリンピックのカヌー、オリンピック及びパラ
リンピックのボートは、ともに海の森水上競技場で行われる。東京 2020 大会のカヌー及びボ
ート競技において準拠すべき水質に係る基準は、国際カヌー連盟（ICF）及び国際ボート連盟
（FISA）により、「水質は泳げる程度とすること」とされている。このことから、アスリート
への配慮を行う上での必要な事項として、「ア．水質の状況」を調査するとともに、当該水域
での類似大会の開催実績として「イ．利用の状況」を調査した。さらに、「ウ．東京都におけ
る取組の状況」
、
「エ．東京都等の計画等の状況」等についても整理した。
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ア．水質の状況
調査は、以下に示す既存資料から水質の状況を調査した。調査地点は、図 9.6.1-2 に示す
とおりである。
・
「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（海の森
水上競技場）」
（平成 28 年７月 東京都）
イ．利用の状況
調査は、以下に示す資料から利用の状況を調査した。
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
ウ．東京都における取組の状況
調査は、以下に示す資料から東京都における取組の状況を調査した。
・
「第８次総量規制」
（東京都ホームページ）
・「主要施策等」
（東京都下水道局ホームページ）
エ．東京都等の計画等の状況
調査は、
「東京都環境基本計画」
（平成 28 年３月 東京都）、
「2020 年に向けた実行プラン」
（平成 28 年 12 月 東京都）の計画等の整理によった。
オ．水質等に関する法令等の基準
調査は、水浴場の水質判定基準の整理によった。
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図 9.6.1-2
既存資料調査地点（水質）
出典：「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（海の森水上競技場）
」
（平成 28 年７月
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4) 調査結果
ア．水質の状況
東京 2020 大会のカヌー及びボート競技において準拠すべき水質に係る基準は、国際カヌ
ー連盟（ICF）及び国際ボート連盟（FISA）により、
「水質は泳げる程度とすること」とされ
ている。そのため環境省が定める水浴場水質判定基準を参照した。水浴場水質判定基準の項
目は、化学的酸素要求量（COD）
、ふん便性大腸菌数、油膜及び透明度である。
これらの項目について、2013～2014 年（平成 25～26 年）の四季調査の結果は、表 9.6.1-2
に示すとおりである。
化学的酸素要求量（COD）は、2.0～5.1mg/L の範囲にあり、基準値である 8mg/L 以下を満
足している。
ふん便性大腸菌数は、定量下限値未満（<1.0）～85.0 個/100mL の範囲にあり、基準値で
ある 1,000 個/100mL 以下を満足している。
油膜は確認されなかったことから、基準値である「常時は油膜が認められないこと」を満
足している。
透明度は 1.6～4.7m の範囲にあり、基準値である 0.5m 以上を満足している。
表 9.6.1-2 海域の水質調査結果（2013～2014 年（平成 25～平成 26 年）
）
項目
化学的酸素要求
量（COD）
（mg/L）
ふん便性大腸菌
数（個/100mL）
油膜

透明度（m）

地点
No.1
No.2
No.3
No.1
No.2
No.3
No.1
No.2
No.3
No.1
No.2
No.3

最小値
2.3
2.0
2.4
<1.0
<1.0
<1.0

1.6
1.6
1.6

最大値
5.1
4.7
4.8
52.0
25.0
85.0
確認されなかった
確認されなかった
確認されなかった
3.8
4.7
4.5

平均値
3.6
3.4
3.4
6.6
5.8
8.6

基準値注 2
8 以下

1,000 以下
常時は油膜が認
められない

2.3
2.2
2.3

0.5 以上

注 1)測定地点は、図 9.6.1-2 に対応する。
注 2)基準値は、水浴場水質判定基準（水質Ｃ）を示す。
注 3)No.1～3 の調査結果は、2013 年 11 月 25 日、2014 年１月 23 日、５月 29 日、８月 27 日の調査結果を示す。
注 4)調査結果の「<0.1」は定量下限値未満を示す。
出典：
「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（海の森水上競技場）
」（平成 28 年
７月 東京都）
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イ．利用の状況
海の森水上競技場においては、東京 2020 テストイベントとして、表 9.6.1-3 に示すとお
り、ボートが 2019 年（令和元年）８月に実施され、カヌー（スプリント）が 2019 年（令和
元年）９月に実施される予定である。
表 9.6.1-3 東京 2020 テストイベントの概要
競技（種別）
イベント名
日程／会場
主催
カヌー（スプ READY STEADY TOKYO―カ 2019 年 9 月 12 日～15 日
東京 2020 組織委員会
リント）
ヌー（スプリント）
海の森水上競技場
2019 世界ボートジュニア 2019 年 8 月 7 日～11 日
ボート
国際ボート連盟
選手権大会
海の森水上競技場
出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照

組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/

ウ．東京都における取組の状況
東京都における取組の状況は、
「9.5 競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）
9.5.2 水質等 (1) 現況調査 4) 調査結果 ウ．東京都における取組の状況」
（p.718 参照）
に示したとおりである。
エ．東京都等の計画等の状況
東京都等の計画等の状況は、「9.5 競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング）
9.5.2 水質等 (1) 現況調査 4) 調査結果 オ．東京都等の計画等の状況」
（p.725 参照）
に示したとおりである。
オ．水質等に関する法令等の基準
(ｱ) 水浴場の水質判定基準
水浴場の判定基準は、
「9.5 競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング） 9.5.2
水質等 (1) 現況調査 4） 調査結果 カ．水質等に関する法令等の基準 (ｳ) 水浴場の
水質判定基準」
（p.728 参照）に示したとおりである。
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、大会開催中のアスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、カヌー（スプリント）及びボートの競技期間中とした。カヌー（スプリ
ント）及びボートの競技予定は、表 9.6.1-4 に示すとおりである。
表 9.6.1-4 カヌー（スプリント）及びボートの競技予定
区分
開催年月日
時間
2020 年８月３日（月）～
オリンピック
9:30～13:15
８月 8 日（土）
カヌー（スプリント）
2020 年９月３日（木）～
パラリンピック
9:30～12:30
９月５日（土）
2020 年７月 24 日（金）
オリンピック
8:30～12:30
～７月 31 日（金）
ボート
2020 年８月 28 日（金）
パラリンピック
9:30～12:20
～８月 30 日（日）
出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照

組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

3) 予測地域
予測地域は、カヌー（スプリント）、ボートの競技が実施されるエリアの範囲として、海の
森水上競技場の水域とした。
4) 予測手法
予測は、既往の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した
5) 予測結果
競技会場である海の森水上競技場周辺海域の水質は、環境省が定める水浴場水質判定基準を
満足している。
2019 年（令和元年）８月にはボートのテストイベントが開催され、2019 年（令和元年）９
月にはカヌー（スプリント）のテストイベントが予定されており、東京都と組織委員会が連携
し、テストイベントを活用した検証を行う。また、競技の実施に当たっては、その時の天候な
どを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
これらのことから、カヌー（スプリント）、ボートの実施に伴うアスリートへの配慮を東京
都及び組織委員会が連携して取組を行うことにより、アスリートへの影響を最小化できるもの
と考える。
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(3) ミティゲーション
・東西水門は競技中は閉塞されるが、締め切られた閉鎖性水域による水質を維持するため、競
技時間外（夜間等）にポンプで揚排水し、競技場内の海水交換を行う。
・都市オペレーションセンターを設置し、円滑な大会運営を支援するため、気象庁・気象協会
等から天気予報・警報、ゲリラ豪雨予報等の情報、下水道等のライフラインの運用情報を一
元的に集約する。集約した情報を都市オペレーションデータベースに登録し、情報共有を行
った上で、大会運営に影響する異常が発生した場合の対応について連絡調整を行う。
・東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するため、組織委員会と
連携し、テストイベントを活用した検証を行う。
・競技の実施は、組織委員会との協議の上、国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、カヌー（スプリント）及びボートの実施に伴う水質等に係るアスリートへの
配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
カヌー（スプリント）
、ボートともにアスリートは船上で競技を行う。また、海の森水上競
技場の水質は、国際カヌー連盟(ICF)及び国際ボート連盟(FISA)が定める「水質は泳げる程度
とすること」という基準に基づき参照した、環境省が定める水浴場水質判定基準を満足してい
る。
このような中、東京 2020 大会における東京都の取組を実践的に準備するため、組織委員会
と連携し、テストイベントを活用した検証を行う。また、競技実施に当たっては、その時の天
候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を東京都及び組織委員会が連携
して取り組む計画となっていることから、カヌー（スプリント）及びボートの実施に伴う水質
等に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。

- 759 -

9.6 競技・カヌー（スプリント）
、ボート

（空白のページ）
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9.6 競技・カヌー（スプリント）、ボート

9.6.2 生物・生態系

9.6.2 生物・生態系
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.6.2-1に示すとおりである。
表 9.6.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①生物の状況
②利用の状況

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い生物・生態系に係るア
スリートへの配慮が重要であることから、左記の事
項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、カヌー（スプリント）、ボートの競技が実施されるエリアの範囲として、海の
森水上競技場周辺海域とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
カヌー（スプリント）
、ボートの開催に当たり、生物・生態系に係るアスリートへの配慮を
行う上で必要な事項として「ア．生物の状況」を調査するとともに、「イ．利用の状況」を調
査した。
ア．生物の状況
調査は、以下の資料から生物の状況を整理した。
・「東京湾便り・内湾調査」
（東京都島しょ農林水産総合センター）
イ．利用の状況
調査は、以下の資料から利用の状況を整理した。
・
「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
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4) 調査結果
ア．生物の状況
生物の状況は、
「9.5 競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング） 9.5.3 生物・
生態系 (1) 現況調査 4) 調査結果 ア．生物の状況」
（p.732参照）に示したとおりであ
り、東京都島しょ農林水産総合センターにおける内湾調査によると、海水浴等の際に危険
を及ぼすおそれがある生物として、2008年（平成20年）以降の10年間でアカクラゲ５例、
アカエイ２例、イシガニ１例の確認が報告されている。
イ．利用の状況
海の森水上競技場においては、東京 2020 テストイベントとして、表 9.6.2-2 に示すとお
り、ボートが 2019 年（令和元年）８月に実施され、カヌー（スプリント）が 2019 年（令和
元年）９月に実施される予定である。
表 9.6.2-2 東京 2020 テストイベントの概要
競技（種別）
イベント名
日程／会場
主催
カヌー（スプ READY STEADY TOKYO―カ 2019 年 9 月 12 日～15 日
東京 2020 組織委員会
リント）
ヌー（スプリント）
海の森水上競技場
2019 世界ボートジュニア 2019 年 8 月 7 日～11 日
ボート
国際ボート連盟
選手権大会
海の森水上競技場
出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照

組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、競技期間中のアスリートへの生物等の影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、カヌー（スプリント）及びボートの競技期間中とした。カヌー（スプリ
ント）及びボートの競技予定は、
「9.6.1 水質等 (2)予測

2) 予測の対象時点」
（p.758 参照）

に示したとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、カヌー（スプリント）、ボートの競技が実施されるエリアの範囲として、海の
森水上競技場周辺海域とした。
4) 予測手法
予測は、既往の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した。
5) 予測結果
競技会場である海の森水上競技場が位置する東京湾内湾調査では、アカクラゲ、アカエイ及
びイシガニの生息が報告されており、カヌー（スプリント）、ボートに関連する種としてはア
カクラゲが考えられる。
カヌー（スプリント）
、ボートともにアスリートは船上で競技を行う。また、競技の実施は
国際競技団体（IF）が判断するとともに、万一に備えた監視や医療救護体制には万全を期すも
のとしている。
これらのことから、カヌー（スプリント）、ボートの実施に伴う生物・生態系に係るアスリ
ートへの配慮を行うことにより、アスリートへの影響を最小化できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・東京都では、東京2020大会における東京都の取組を実践的に準備するためテストイベント
を活用した実地検証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組
を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、カヌー（スプリント）及びボートの実施に伴う生物・生態系に係るアスリー
トへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
カヌー（スプリント）
、ボートともにアスリートは船上で競技を行う。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を東京都と組織委員会が連携して行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっ
ている。また、競技実施に当たっては、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を東京都及び組織委員会が連携
して取り組む計画となっていることから、カヌー（スプリント）及びボートの実施に伴う生物・
生態系に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.7 競技・セーリング
9.7.1 水質等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.7.1-1に示すとおりである。
表 9.7.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①水質の状況
②利用の状況
③水質等に関する法令等の基準

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い水質等に係るア
スリートへの配慮が重要であることから、
左記の事項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、セーリングの競技が実施されるエリアの範囲として、江の島ヨットハーバー
周辺海域とした。江の島ヨットハーバーは、写真9.7.1-1に示すとおりである。

出典：
「江の島ヨットハーバー」
（2019 年８月１日参照 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）
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_25/index.html

写真 9.7.1-1 江の島ヨットハーバー
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3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
オリンピックのセーリングは、江の島ヨットハーバーで行われる。競技の開催に当たり、ア
スリートへの配慮を行う上での必要な事項として「ア．水質の状況」を調査するとともに、当
該海域での類似事例の開催実績として「イ．利用の状況」を調査した。さらに、「ウ．水質等
に関する法令等の基準」についても整理した。
ア．水質の状況
調査は、以下に示す既存資料から水質の状況を調査した。調査地点である海水浴場は、図
9.7.1-1 に示すとおりである。
・「平成 30 年度第 2 回海水浴場水質検査結果」（神奈川県ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、以下に示す資料から利用の状況を調査した。
・「東京オリンピック・パラリンピック開催準備室」
（藤沢市ホームページ）
・「全日本選手権等セーリング競技日程」
（日本セーリング連盟ホームページ）
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
ウ．水質等に関する法令等の基準
調査は、
「World Sailing Water Quality Standards」の整理によった。
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出典：
「平成 30 年度第 2 回海水浴場水質検査結果」（2019 年８月１日参照 神奈川県ホームページ）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/prs/r6644265.html
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4) 調査結果
ア．水質の状況
「World Sailing Water Quality Standards」1が定める水質基準の項目は、大腸菌（E.Coli）
と腸球菌（Enterococci）である。
これらの項目については、「神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結果」の調査対象
項目となっていないことから、大腸菌（E.Coli）に比較的近い値を示すと考えられるふん便
性大腸菌群数を調査対象としている海水浴場の水質検査結果を整理した。
2018 年度（平成 30 年度）における海水浴場の水質検査結果は、表 9.7.1-2 に示すとおり
である。
周辺に位置する海水浴場の水質判定結果は、
「可」
（水質Ｂ）以上であり、ふん便性大腸菌
群数の基準値である 400 個/100mL 以下を満足している。「World Sailing Water Quality
Standards」が定める大腸菌（E.Coli）と直接比較することはできないが、ふん便性大腸菌
群 数 が 大 腸 菌 （ E.Coli ） を 内 包 す る も の と 考 え る と 、「 World Sailing Water Quality
Standards」による Primary contact（一次接触）である 800MPN/100mL を下回っているもの
と考える。
表 9.7.1-2
市・町

葉山町

逗子市

鎌倉市

藤沢市

海水浴場の水質検査結果（2018 年度（平成 30 年度）
）
海水浴場名

第１回
適・可・不適 水質区分

第２回
適・可・不適 水質区分

長者ヶ崎・大浜

適

Ａ

適

ＡＡ

一色

適

Ａ

適

ＡＡ

森戸

適

Ａ

適

ＡＡ

逗子

適

Ａ

可

Ｂ

材木座

適

Ａ

可

Ｂ

由比ヶ浜

適

Ａ

可

Ｂ

腰越

適

Ａ

可

Ｂ

片瀬東浜

適

ＡＡ

可

Ｂ

片瀬西浜・鵠沼

適

Ａ

可

Ｂ

辻堂

適

Ａ

可

Ｂ

注 1) 測定地点は、図 9.7.1-1 に対応する。
注 2)「水質Ｂ」の判定基準は、以下のとおりである。
ふん便性大腸菌群数
：400 個／100mL 以下
油膜の有無
：常時は認められない
化学的酸素要求量（COD）
：5mg/L 以下
透明度
：0.5m 以上 1m 未満
出典：「平成 30 年度第 2 回海水浴場の水質検査結果」
（2019 年８月１日参照
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/prs/r6644265.html

神奈川県ホームページ）

1 World Sailing Water Quality Standards：リオ2016大会に先立ち、World Sailing Medial Commissionが調査した
基準。リオ2016大会に使用された。World SailingはIOCとの間で水質基準の見直しを続けている。
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イ．利用の状況
競技会場である江の島ヨットハーバーでは、ワールドセーリング（国際セーリング連盟）
が主催するオリンピック種目の国際大会であるセーリングワールドカップシリーズが 2018
年（平成 30 年）に開催されている。また、2019 年及び 2020 年（令和元年及び令和２年）に
も同大会の開催が予定されている。
セーリングワールドカップの開催実績は、
表 9.7.1-3 に、
セーリング世界大会等の開催実績は、表 9.7.1-4 に示すとおりである。
表 9.7.1-3 藤沢市におけるセーリングワールドカップの開催実績
開催年

大会名
セーリングワールドカップシリーズ
2018 年（平成 30 年）
江の島大会

主催者

開催月

国際セーリング連盟

9月

出典：「東京オリンピック・パラリンピック開催準備室」
（2019 年８月１日参照
https://fj-games2020.jp/topics/4/

藤沢市ホームページ）

表 9.7.1-4 藤沢市におけるセーリング世界大会等の開催実績（2015 年～2018 年）
開催年
2015 年
（平成 27 年）
2016 年
（平成 28 年）
2017 年
（平成 29 年）
2018 年
（平成 30 年）

大会名
アジアカップ JSAF 江の島
オリンピックウィーク 2015

主催者

開催月
6月

江の島オリンピックウィーク

10 月

470 級ジュニア世界選手権
RS:X 世界選手権
ASAF カップ兼 JSAF
江の島オリンピックウィーク
ASAF カップ兼 JSAF
江の島オリンピックウィーク

(公財)日本セーリング連盟

8 月、9 月
10 月
9月

出典：「全日本選手権等セーリング競技日程」
（2019 年８月１日参照

日本セーリング連盟ホームページ）

https://www.jsaf.or.jp/hp/

また、東京 2020 テストイベントとして、表 9.7.1-5 に示すとおり、2019 年（令和元年）
８月にセーリングが実施された。

競技（種別）
セーリング

表 9.7.1-5 東京 2020 テストイベントの概要
イベント名
日程／会場
主催
2019 年 8 月 17 日～22 日
東京 2020 組織委員会/
READY STEADY TOKYO―セ （事前計測日：8 月 15 日～
（公財)日本セーリング
ーリング
16 日）
連盟
江の島ヨットハーバー

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/

ウ．水質等に関する法令等の基準
(ｱ) 国際競技連盟（IF）が定める水質基準
国際競技連盟（IF）で定めているセーリングの水質基準は、表 9.7.1-6 に示すとおりで
ある。
表 9.7.1-6 WS（World Sailing）水質基準

Primary contact（MPN/100mL）
Secondary contact（MPN/100mL）

E.Coli（大腸菌）

Enterococci（腸球菌）

800

200

2,000

500

出典：「World Sailing Water Quality Standards」
（数値は関係者ヒアリング結果に基づく）
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、大会開催中のアスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、セーリングの競技期間中とした。セーリングの競技予定は、表 9.7.1-7
に示すとおりである。

区分
セーリング

表 9.7.1-7 セーリングの競技予定
開催年月日
オリンピック

時間

2020 年７月 26 日（日）
12:00～18:00
～８月５日（水）

出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照

組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

3) 予測地域
予測地域は、セーリングの競技が実施されるエリアの範囲として、江の島ヨットハーバー
とした。
4) 予測手法
予測は、既往の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した。
5) 予測結果
競技会場である江の島ヨットハーバー周辺の海水浴場の水質は、環境省が定める水浴場水質
判定基準の水質 B～AA 相当の状況が確認されており、海水浴場としては「適」ないし「可」の
区分に該当する。また、周辺の海水浴場ではふん便性大腸菌群数の値は 400 個/100mL を下回っ
て い る 。「 World Sailing Water Quality Standards 」 の 水 質 基 準 は 大 腸 菌 （ E.Coli ） で
800MPN/100mL であり、直接比較することはできないが、ふん便性大腸菌が大腸菌（E.Coli）を
内包しているものと考えると、基準値を下回っていると考えられる。
江の島ヨットハーバーでは、数多くの類似大会の実績を有している。2019 年（令和元年）８
月にはセーリングのテストイベントが開催され、テストイベントを活用した検証を行う。また、
競技の実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
これらのことから、セーリングの実施に伴うアスリートへの配慮を行うことにより、アスリ
ートへの影響を最小化できるものと考える。

- 770 -

9.7 競技・セーリング 9.7.1 水質等

(3) ミティゲーション
・組織委員会は、大会運営に関する情報統括、各会場、FA の権限を越えた問題の調整・解決の
役割を担うメインオペレーションセンターを設置し、大会運営に影響する異常が発生した場
合の対応を行う。
・東京2020大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を
組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、セーリングの実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可
能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
セーリング競技では、アスリートは船上にて競技を行う。また、競技会場周辺の海水浴場の
水質は、リオ 2016 に使用された「World Sailing Water Quality Standards」が定める水質基
準を満足するものと考えられる。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。また、競
技実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を組織委員会が取り組む計画と
なっていることから、セーリングの実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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9.7.2 生物・生態系
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.7.2-1に示すとおりである。
表 9.7.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①生物の状況
②利用の状況

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い生物・生態系に係るア
スリートへの配慮が重要であることから、左記の事
項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、セーリング競技が実施されるエリアの範囲として、江の島ヨットハーバー周
辺海域とした。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
セーリング競技の開催に当たり、生物・生態系に係るアスリートへの配慮を行う上で必要な
事項として「ア．生物の状況」を調査するとともに、「イ．利用の状況」を調査した。
ア．生物の状況
調査は、以下の資料から生物の状況を整理した。
・「海の危険な生き物」
（葉山町ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、以下に示す資料から利用の状況を調査した。
・「東京オリンピック・パラリンピック開催準備室」
（藤沢市ホームページ）
・「全日本選手権等セーリング競技日程」
（日本セーリング連盟ホームページ）
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
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4) 調査結果
ア．生物の状況
神奈川県葉山町では、表9.7.2-2に示すとおり、ホームページ上で「海の危険な生き物」
を公開し、海水浴や磯遊びを行う際の危険な生物に対する知見を周知している。
表9.7.2-2 海の危険生物について
種名
ハネウミヒドラ

大きさ
5-20 cm

アンドンクラゲ
アカクラゲ
カツオノエボシ

2-3 cm
10-15 cm
5-10 cm

ガンガゼ

5-10cm

ヒョウモンダコ

5-10 cm

ウツボ

50-90 cm

ゴンズイ

10-15 cm

ハオコゼ
アカエイ

5-10 cm
50-90 cm

カサゴ

10-20 cm

ミノカサゴ

20-25 cm

アイゴ

10-30 cm

生息場所
潮の流れの良い岩場に付着
して生息
潮の流れの良い海域を遊泳
主に外洋の海域を遊泳
主に外洋の黒潮流域に生息

概要
素肌が触れると、痛みを感じる。

素肌が触手に触れると、強い痛みを感じる。
素肌が触手に触れると、強い痛みを感じる。
素肌が触手に触れると、刺胞で刺され激し
い痛みを感じる。重度の場合は、頭痛、吐
き気、呼吸困難、悪寒などの症状が生じる。
比較的潮の流れの良い岩場
トゲが刺さるとするどい痛みを感じる。部
位によっては炎症を起こす。
主 に 岩 場 の 磯 か ら 水 深 10m フグ毒と同じ神経毒のテトロドトキシンを
ぐらいに生息
もつ。嚙まれると、麻痺、しびれ、言語障
害などを生じ、重度の場合は全身麻痺や呼
吸困難を引き起こし短時間で死亡すること
もある。
岩場の磯から水深10 m 前後 嚙まれると痛く、のちに患部が雑菌で化膿
の岩の割れ目や岩穴に生息
することがある。
磯から水深10 m 前後の岩場 背びれと胸びれに有毒のトゲをもつ。
や藻場、砂底に生息
主に岩場の磯に生息
背びれに有毒のトゲをもつ。
水深1～10 m 前後の砂底に生 尾びれの付け根に太く長い、かえしをもっ
息
た有毒のトゲをもつ。
水深5～10 m 前後の岩場に生 背ビレ、腹ビレ、頭部に有毒のトゲをもつ。
息
水深5～10 m 前後の岩場に生 背ビレ、腹ビレに長い有毒のトゲをもつ。
息
水深5～10 m 前後の岩場に生 背ビレ、胸ビレ、尾ビレに太い有毒のトゲ
息
をもつ。

出典：「海の危険な生き物」
（2019年８月１日参照 葉山町ホームページ）
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/shougaigakushuu/2/2/1/3/1064.html

イ．利用の状況
利用の状況は、
「9.7 競技・セーリング 9.7.1 水質等 (1) 現況調査 4) 調査結果 イ．
利用の状況」に示したとおりである。江の島ヨットハーバーは、1964 年（昭和 39 年）の東
京大会に合わせて整備された日本初の競技用ヨットハーバーであり、近年ではセーリングワ
ールドカップシリーズが 2018 年（平成 30 年）に開催されている。
また、東京 2020 テストイベントとして、表 9.7.2-3 に示すとおり、2019 年（令和元年）
８月にセーリングが実施された。

競技（種別）
セーリング

表 9.7.2-3 東京 2020 テストイベントの概要
イベント名
日程／会場
主催
2019 年 8 月 17 日～22 日
東京 2020 組織委員会/
READY STEADY TOKYO―セ （事前計測日：8 月 15 日～
（公財)日本セーリング
ーリング
16 日）
連盟
江の島ヨットハーバー

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照

組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、競技期間中のアスリートへの生物等の影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、セーリングの競技期間中とした。セーリングの競技予定は、
「9.7.1 水
質等 (2)予測 2) 予測の対象時点」
（p.770 参照）に示したとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、セーリング競技が実施されるエリアの範囲として、江の島ヨットハーバー周辺
海域とした。
4) 予測手法
予測は、既往の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した。
5) 予測結果
競技会場である江の島ヨットハーバー周辺の葉山町における「海の危険な生き物」の種のう
ち、生息場所を考慮すると、セーリング競技に関連する種としては、アンドンクラゲ等のクラ
ゲ類が考えられる。
江の島ヨットハーバーでは、2018 年（平成 30 年）よりセーリングワールドカップシリーズ
が３年連続で開催される予定であり、これまで、2018 年及び 2019 年（平成 30 年及び令和元年）
に行われている。また、セーリング競技において、アスリートは船上にて競技を行うことが基
本であり、ウインドブレーカー等を着用していることから、素肌の露出は限定的である。競技
の実施は国際競技団体（IF）が判断するとともに、万一に備えた監視や医療救護体制には万全
を期すものとしている。
これらのことから、セーリングの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮を行う
ことにより、アスリートへの影響を最小化できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・東京2020大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を
組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、セーリングの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮が事業者の
実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
セーリング競技では、アスリートは船上にて競技を行うことが基本であり、ウインドブレー
カー等を着用していることから、素肌の露出は限定的である。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。また、競
技の実施は国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証に取り組む計画となっているこ
とから、セーリングの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可能
な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.8 競技・サーフィン
9.8.1 水質等
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.8.1-1に示すとおりである。
表 9.8.1-1 調査事項及びその選択理由
調査事項

選択理由

①水質の状況
②利用の状況
③水質等に関する法令等の基準

東京 2020 大会の開催に伴い水質等に係るア
スリートへの配慮が重要であることから、左
記の事項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、サーフィン競技が実施されるエリアの範囲として、釣ヶ崎海岸周辺海域とし
た。調査地域は、写真9.8.1-1に示すとおりである。

出典：「釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ」
（2019 年８月 1 日参照 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）
https://tokyo2020.org/jp/games/venue/tsurigasaki-surfing-beach/

写真 9.8.1-1 釣ヶ崎海岸

- 777 -

9.8 競技・サーフィン 9.8.1 水質等

3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
オリンピックのサーフィンは、釣ヶ崎海岸で行われる。競技の開催に当たり、アスリートへ
の配慮を行う上での必要な事項として「ア．水質の状況」を調査するとともに、当該海域での
類似事例の開催実績として「イ．利用の状況」を調査した。さらに、「ウ．水質等に関する法
令等の基準」についても整理した。
ア．水質の状況
調査は、以下の資料から水質の状況を整理した。調査地点及び周辺の海水浴場は、図
9.8.1-1 に示すとおりである。
・「平成 30 年度県内海水浴場の水質調査結果（遊泳期間前）」
（千葉県ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、以下に示す資料から利用の状況を調査した。
・
「2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会サーフィン競技会場提案書」
（一宮町
ホームページ）
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
ウ．水質等に関する法令等の基準
調査は、水浴場の水質判定基準の整理によった。
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図 9.8.1-1
水質調査地点及び海水浴場
出典：
「海水浴場の水質」（2019 年８月 1 日参照 千葉県ホームページ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/kasentou/kaisuiyoku/index.html
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4) 調査結果
ア．水質の状況
サーフィン競技の開催に当たっては、明確な水質基準は設定されていない。ただし、アス
リートはサーフィン競技において水中に入ることから、環境省が定める水浴場水質判定基準
を参照した。
計画地付近の海水浴場として南側に近接して太東海水浴場があり、さらにその南側に大原
海水浴場がある。北側には、一宮川河口付近に一宮海水浴場があり、さらにその北側に一松
海水浴場がある。
2018 年度（平成 30 年度）における海水浴場の水質調査結果は、表 9.8.1-2 に示すとおり
である。
周辺に位置する海水浴場の水質判定結果は、
「適」
（水質 A）であり、海水浴場として適し
た水質であった。
表 9.8.1-2

海水浴場の水質調査結果（2018 年度（平成 30 年度）
）

市町村名

海水浴場名

長生村

一松

適

水質 A

7/12～8/19

一宮町

一宮

適

水質 A

7/14～8/20

太東

適

水質 A

7/14～8/19

大原

適

水質 A

7/14～8/19

いすみ市

判定

開設予定期間

注 1) 測定地点は、図 9.8.1-1（p.779 参照）に対応する。
注 2)「水質 A」の判定基準は、以下のとおりである。
ふん便性大腸菌群数
：100 個／100mL 以下
油膜の有無
：認められない
化学的酸素要求量（COD）
：2mg/L 以下
透明度
：全透(水深 1m 以上)
出典：「平成 30 年度県内海水浴場の水質調査結果（遊泳期間前）
」
（2019 年８月１日参照 千葉県ホームページ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/press/2018/suiyoku/chousa-kekka-kikanmae.html
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イ．利用の状況
競技会場である一宮町釣ヶ崎海岸は、日本におけるサーフィンの発祥地といわれる太東海
岸に隣接している。一宮・太東海岸は、毎年 80 万人を超すサーファーが訪れており、その
大きな理由は、
「この地域の波の力は世界レベル」であることによるとされている。
一宮町では、表 9.8.1-3 に示すとおり、サーフィン世界大会の最高峰である「World
Championship Tour」
（以下「WCT」という。）が過去６回行われた実績がある。また、
「World
Qualifying Series」
（以下「WQS」という。）についても、表 9.8.1-4 に示すとおり 2003 年
（平成 15 年）以降 17 回開催されている。
国内大会については、表 9.8.1-5 に示すとおり、日本プロサーフィン連盟（JPSA）主催の
大会が 2007 年（平成 19 年）以降４回、表 9.8.1-6 に示すとおり、日本サーフィン連盟（NSA）
主催の大会が 1993 年（平成５年）以降 20 回開催されている。
表 9.8.1-3 一宮町におけるサーフィン世界大会（WCT）の開催実績
開催年
1995 年（平成７年）
1996 年（平成８年）
1997 年（平成９年）
1998 年（平成 10 年）
1999 年（平成 11 年）
2005 年（平成 17 年）

大会名

主催者

WCT

WSL（世界サーフリーグ）

開催月
－
5月
－
－
5月
8月

出典：「2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会サーフィン競技会場提案書」
（2019 年８月 1 日参照 一宮町ホームページ）
https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/assets/files/machizukuri/h280210suggestion_for_minister.pdf

表 9.8.1-4 一宮町におけるサーフィン世界大会（WQS）の開催実績
開催年
大会名
2003 年（平成 15 年） 千葉プロ３STAR
2004 年（平成 16 年） 千葉プロ２STAR
2005 年（平成 17 年） 千葉プロ２STAR
千葉プロ３STAR
2006 年（平成 18 年）
サーフタウンフェスタロングボード
千葉プロ２STAR
2007 年（平成 19 年）
サーフタウンフェスタロングボード
オークリープロジュニア
2008 年（平成 20 年）
サーフタウンフェスタロングボード
オークリープロジュニア
2009 年（平成 21 年）
サーフタウンフェスタロングボード
ビラボン釣ヶ崎プロ４STAR
2009 年（平成 21 年）
サーフタウンフェスタロングボード
ビラボン釣ヶ崎プロ４STAR
2010 年（平成 22 年）
サーフタウンフェスタロングボード
2011 年（平成 23 年） オークリープロジュニア
2011 年（平成 23 年） ムラサキプロジュニア
オークリープロジュニア
2012 年（平成 24 年）
サーフタウンフェスタロングボード
2012 年（平成 24 年） ムラサキプロジュニア
クイックシルバーオープン４STAR
2013 年（平成 25 年）
サーフタウンフェスタロングボード
2013 年（平成 25 年） GO プロジュニア
2014 年（平成 26 年） GO プロジュニア
2015 年（平成 27 年） GO プロジュニア

主催者

WSL（世界サー
フリーグ）

開催月
－
－
－
－
6月
－
6月
8月
6月
8月
6月
9月
6月
9月
6月
8月
7月
8月
6月
7月
6月
8月
8月
8月

出典：「2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会サーフィン競技会場提案書」
（2019 年８月 1 日参照 一宮町ホームページ）
https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/assets/files/machizukuri/h280210suggestion_for_minister.pdf
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表 9.8.1-5 一宮町におけるサーフィン国内大会（JPSA 主催）の開催実績
開催年
2007 年（平成 19 年）
2009 年（平成 21 年）
2011 年（平成 23 年）
2015 年（平成 27 年）

大会名
TANY SURF NOSERIDING MASTERS
オールジャパンプロ（最終戦）
JWMA プロマニューバーラインカップ
第 50 回全日本サーフィン選手権大会
ブルーエコシステムオールジャパン

主催者
JPSA
JPSA・NSA

開催月
9月
9 月、10 月
9月
8月

出典：「2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会サーフィン競技会場提案書」
（2019 年８月 1 日参照 一宮町ホームページ）
https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/assets/files/machizukuri/h280210suggestion_for_minister.pdf

表 9.8.1-6 一宮町におけるサーフィン国内大会（NSA 主催）の開催実績
開催年
1993 年（平成５年）
1994 年（平成６年）
1995 年（平成７年）
1995 年（平成７年）
1996 年（平成８年）
1996 年（平成８年）
1998 年（平成 10 年）
2000 年（平成 12 年）
2001 年（平成 13 年）
2002 年（平成 14 年）
2009 年（平成 21 年）
2010 年（平成 22 年）
2011 年（平成 23 年）
2012 年（平成 24 年）
2013 年（平成 25 年）
2013 年（平成 25 年）
2014 年（平成 26 年）
2015 年（平成 27 年）
2015 年（平成 27 年）
2015 年（平成 27 年）

大会名
第 28 回全日本サーフィン選手権大会
ジュニアオープンサーフィン選手権大会
第 30 回全日本サーフィン選手権大会
ジュニアオープンサーフィン選手権大会
ジュニアオープンサーフィン選手権大会
第 5 回東日本サーフィン選手権大会
ジュニアオープンサーフィン選手権大会
第 35 回全日本サーフィン選手権大会
第 10 回東日本サーフィン選手権大会
ジュニアオープンサーフィン選手権大会
第 1 回千葉県チャンピオンシップ
第 2 回千葉県チャンピオンシップ
第 3 回千葉県チャンピオンシップ
第 4 回千葉県チャンピオンシップ
第 5 回千葉県チャンピオンシップ
全日本級別サーフィン選手権大会
第 6 回千葉県チャンピオンシップ
第 7 回千葉県チャンピオンシップ
第 50 回東日本サーフィン選手権大会
SHIDASHITA OPEN OF SURFING

主催者

NSA

NSA 公認

開催月
8月
6月
8月
5月
6月
10 月
6月
8月
8月
5月
10 月、11 月
7月
7月
7月
7月
5月
7月
7月
8月
11 月

出典：「2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会サーフィン競技会場提案書」
（2019 年８月 1 日参照 一宮町ホームページ）
https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/assets/files/machizukuri/h280210suggestion_for_minister.pdf

また、東京 2020 テストイベントとして、表 9.8.1-7 に示すとおり、2019 年（令和元年）
７月にサーフィンが実施された。
表 9.8.1-7 東京 2020 テストイベント
競技（種別）
サーフィン

イベント名

日程／会場
主催
2019 年 7 月 18 日～21 日
READY STEADY TOKYO―サ
釣ヶ崎海岸サーフィンビ 東京 2020 組織委員会
ーフィン
ーチ

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/

ウ．水質等に関する法令等の基準
(ｱ) 水浴場の水質判定基準
水浴場の判定基準は、
「9.5 競技・トライアスロン、水泳（マラソンスイミング） 9.5.2
水質等 (1) 現況調査 4） 調査結果 カ．水質等に関する法令等の基準 (ｳ) 水浴場の
水質判定基準」
（p.728 参照）に示したとおりである。

- 782 -

9.8 競技・サーフィン 9.8.1 水質等

(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、競技期間中のアスリートへの影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、サーフィンの競技期間中とした。サーフィンの競技予定は、表 9.8.1-8
に示すとおりである。

区分
サーフィン

表 9.8.1-8 サーフィンの競技予定
開催年月日
オリンピック

時間

2020 年７月 26 日（日）
7:00～17:40
～８月２日（日）

※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われる。コンディションが良ければ４日
間で終了するスケジュールであるが、波のコンディション次第でさらに日程を要する可能性がある。
そのため、実際のサーフィン競技日程は、７月 26 日（日）～８月２日（日）のオリンピックサー
フィンフェスティバル（仮称）開催期間に４日間のスケジュールで行う予定である。
出典：「東京 2020 大会スケジュール」
（2019 年８月１日参照 組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/schedule/

3) 予測地域
予測地域は、サーフィン競技が実施されるエリアの範囲として、釣ヶ崎海岸周辺海域とした。
4) 予測手法
予測は、既往の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した。
5) 予測結果
競技会場である釣ヶ崎海岸周辺の海水浴場の水質は、環境省が定める水浴場水質判定基準の
水質 A 相当の状況が確認されており、海水浴場としては「適」の区分に該当する。
釣ヶ崎海岸では、これまで数多くの世界大会、国内大会の開催実績があり、サーフィン競技
が予定されている７、８月においても 2015 年（平成 27 年）の WCT 大会（８月）
、2013～2015
年（平成 25～27 年）の GO プロジュニア大会（８月）等が開催されているほか、年間を通じて
80 万人を超えるサーファーが訪れている。2019 年（令和元年）７月にはサーフィンのテスト
イベントが開催され、テストイベントを活用した検証を行う。また、競技の実施に当たっては、
その時の天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
これらのことから、サーフィンの実施に伴うアスリートへの配慮を行うことにより、アスリ
ートへの影響を最小化できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・組織委員会は、大会運営に関する情報統括、各会場、FA の権限を越えた問題の調整・解決の
役割を担うメインオペレーションセンターを設置し、大会運営に影響する異常が発生した場
合の対応を行う。
・東京2020大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を
組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、サーフィンの実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者の実施可
能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
競技会場周辺の海水浴場の水質は、環境省が定める水浴場水質判定基準の水質 A 相当の状況
が確認されており、海水浴場としては「適」の区分に該当する。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。また、競
技実施に当たっては、その時の天候などを踏まえて、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を組織委員会が取り組む計画と
なっていることから、サーフィンの実施に伴う水質等に係るアスリートへの配慮が事業者の実
施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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9.8.2 生物・生態系
(1) 現況調査
1) 調査事項及びその選択理由
調査事項及びその選択理由は、表9.8.2-1に示すとおりである。
表 9.8.2-1 調査事項及びその選択理由
調査事項
①生物の状況
②利用の状況

選択理由
東京 2020 大会の開催に伴い生物・生態系に係るア
スリートへの配慮が重要であることから、左記の事
項に係る調査が必要である。

2) 調査地域
調査地域は、サーフィン競技が実施されるエリアの範囲として、釣ヶ崎海岸周辺海域とし
た。
3) 調査方法
調査は、既存資料調査によった。
サーフィン競技の開催に当たり、生物・生態系に係るアスリートへの配慮を行ううえで必要
な事項として「ア．生物の状況」を調査するとともに、
「イ．利用の状況」を調査した。
ア．生物の状況
調査は、以下の資料から生物の状況を整理した。
・
「海の危険生物について」
（千葉県ホームページ）
・
「磯の生きもの観察会実施マニュアル」
（千葉県立中央博物館分館海の博物館ホームページ）
・
「海の危険な生物」
（葉山町ホームページ）
・
「干潟の実験・観察 調べてみよう干潟の生き物」
（わかやま海域環境研究機構ホームページ）
イ．利用の状況
調査は、以下に示す資料から利用の状況を調査した。
・
「2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会サーフィン競技会場提案書」
（一宮町
ホームページ）
・「東京 2020 テストイベント」
（組織委員会ホームページ）
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4) 調査結果
ア．生物の状況
サーフィン会場が位置する千葉県では、表9.8.2-2に示すとおり、ホームページ上で、
「海
の危険生物について」を公開し、海を安全に楽しむための情報を周知している。
表9.8.2-2 海の危険生物について
種名
刺 毒 を も ハオコゼ
つ主な生
物
ゴンズイ

ラッパウ
ニ

生息場所
水深の浅い潮だまりな
どにもみられる
20 cm
浅瀬や潮だまりにみら
れる
50-90 cm 水深1～10 m 前後の砂底
に生息
6cm
岩の割れ目などにみら
れる
10cm
水深の深いところに多
くみられる

シロガヤ

7-20cm

カツオノ
エボシ

10 cm

アカクラ
ゲ

10cm

アカエイ
ガンガゼ

大きさ
6 cm

ウミケム
シ
ベッコウ
イモガイ
咬毒をも ヒ ョ ウ モ
つ 主 な 生 ンダコ
物

8cm

物 理 的 危 ウツボ
害がある
主な生物 サメ
カキ

60 cm

6cm
5-10 cm

－
－

潮間帯で 下部の岩の表
面に生息
お盆過ぎに大量に沿岸
に打ち寄せられること
がある
浜などに打ち上げられ
ていることがよくみら
れる
岩の裏などに隠れてい
る
潮間帯付近の岩礫底の
砂中に生息する
主に岩場の磯から水深
10m ぐらいに生息

水深が深めの潮だまり
などにみられる
－
干潟に生息

概要
背びれに有毒のトゲをもつ。
背びれと胸びれに有毒のトゲをもつ。
尾びれの付け根に太く長い、かえしをもっ
た有毒のトゲをもつ。
トゲが非常に折れやすく、刺さると抜くこ
とは困難。
刺されると、激しい痛み、筋肉の痛み、言
語障害、顔面筋肉のマヒ、呼吸困難などを
引き起こす。
刺されると痛みとともにかゆみも伴い、患
部はみみずばれになる。
素肌が触手に触れると、激しい痛みを感じ
る。頭痛、吐き気、呼吸困難を引き起こす。
素肌が触手に触れると、強い痛みを感じる。

刺されると激しいかゆみとやけどのような
症状を起こす。
刺されると激しい痛みが起こり、しびれが
患部から口や手足に広がる。
フグ毒と同じ神経毒のテトロドトキシンを
もつ。嚙まれると、麻痺、しびれ、言語障
害などを生じ、重度の場合は全身麻痺や呼
吸困難を引き起こし短時間で死亡すること
もある。
歯が非常に鋭い上に、嚙まれると抜けにく
い構造となっている。
－
カキの体は硬く鋭利な殻で覆われている。

出典：「海の危険生物について」（2019年８月１日参照 千葉県ホームページ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kankou/toukeidata/kaisuiyoku/kikenseibutu.html
大きさ、生息場所、概要については、
「磯の生きもの観察会実施マニュアル」
（2019年８月１日参照 千葉県立中央博物館分館海の博物館ホームページ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kankou/toukeidata/kaisuiyoku/documents/isonoikimonokansatsukai.pdf
アカエイ、ヒョウモンダコの大きさ、生息場所、概要については、
「海の危険な生物」
（2019年８月１日参照 葉山町ホームページ）
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/shougaigakushuu/2/2/1/3/1064.html
カキの生息場所、概要については、
「干潟の実験・観察 調べてみよう干潟の生き物」
（2019年８月１日参照 わかやま海域環境研究機構ホームページ）
http://www.warm-wakayama.org/book/pdf2005/47_51.PDF
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イ．利用の状況
利用の状況は、
「9.8 競技・サーフィン 9.8.1 水質等 (1) 現況調査 4) 調査結果 イ．
利用の状況」に示したとおりであり、サーフィン世界大会の最高峰である WCT が過去６回開
催されるなど多くの大会が開催されている。
また、東京 2020 テストイベントとして、表 9.8.2-3 に示すとおり、2019 年（令和元年）
７月にサーフィンが実施された。

競技（種別）
サーフィン

表 9.8.2-3 東京 2020 テストイベント実施予定
イベント名
日程／会場
主催
2019 年 7 月 18 日～21 日
READY STEADY TOKYO―サ
釣ヶ崎海岸サーフィンビ 東京 2020 組織委員会
ーフィン
ーチ

出典：「東京 2020 テストイベント」
（2019 年８月１日参照

組織委員会ホームページ）
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/
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(2) 予測
1) 予測事項
予測事項は、競技期間中のアスリートへの生物等の影響の程度とした。
2) 予測の対象時点
予測の対象時点は、サーフィンの競技期間中とした。サーフィンの競技予定は、
「9.8.1 水
質等 (2)予測 2) 予測の対象時点」
（p.783 参照）に示したとおりである。
3) 予測地域
予測地域は、サーフィン競技実施エリアの範囲として、釣ヶ崎海岸周辺海域とした。
4) 予測手法
予測は、既往の調査結果等をもとに、ミティゲーションの内容を踏まえて、アスリートへの
影響の程度を定性的に予測した。
5) 予測結果
千葉県における「海の危険生物について」の種のうち、生息場所を考慮すると、サーフィン
競技に関連する種としては、アカクラゲ等のクラゲ類が考えられる。
釣ヶ崎海岸では、世界大会のほか多くの国内大会が開催されており、周辺海岸には年間 80
万人を超えるサーファーが訪れている。また、サーフィン競技においてはウエットスーツ等を
着用することから、素肌の露出は限定的である。競技の実施は国際競技団体（IF）が判断する
とともに、万一に備えた監視や医療救護体制には万全を期すものとしている。
これらのことから、サーフィンの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮を行う
ことにより、アスリートへの影響を最小化できるものと考える。
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(3) ミティゲーション
・東京2020大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検証を
組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する。
・競技の実施は、組織委員会との協議のうえ国際競技団体（IF）の直接責任のもと判断する。
(4) 評価
1) 評価の指標
評価の指標は、サーフィンの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮が事業者の
実施可能な範囲で最大限行われることとした。
2) 評価の結果
サーフィン競技では、アスリートはウエットスーツ等を着用することから、素肌の露出は限
定的である。
このような中、大会における取組を実践的に準備するためテストイベントを活用した実地検
証を組織委員会が行い、円滑な大会運営のための取組を推進する計画となっている。また、競
技実施に当たっては、国際競技団体（IF）が判断する。
以上のように、テストイベントによる競技運営に関する検証を組織委員会が取り組む計画と
なっていることから、サーフィンの実施に伴う生物・生態系に係るアスリートへの配慮が事業
者の実施可能な範囲で最大限行われるものと考える。
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（空白のページ）
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評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容

10.1

修正の経過

本評価書案の作成にあたっては、
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環
境影響評価調査計画書審査意見書について」（平成26年５月29日

26環都環第104号）に記載された

環境局長の意見を勘案するとともに、計画の具体化に伴い、調査計画書の内容を修正した。
調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表10-1に示すとおりである。
表 10-1 調査計画書の修正の経過及びその内容
調査計画書の修正箇所

修正事項

2.2020 年東京大会の目的

評価書案における修正内容及び修正理由
大会ビジョンや「2020 年に向けた実行プラン」
の内容を反映した。
（p.1 参照）
東京 2020 大会の開催期間や「東京 2020 大会開
催基本計画（2015 年２月策定）
」の内容を反映し
た。
（p.2 参照）
最新の東京 2020 大会の会場計画、東京 2020 大
会の運営計画、競技の内容を反映した。
（p.17～
85 参照）

3.2020 年東京大会の概要

4.2020 年東京大会個別計画（会場等
ごと、競技ごと、全体計画など）
の内容
7. 環境影響評価の項目
7.1 会場等ごと
環境影響評価 開催前の仮設施設整備に係る廃棄物及びエコマ
の項目
テリアルは、全体計画で取りまとめて予測・評
価を実施した。
（p.89、90 参照）
開催中の競技の実施に係る騒音・振動、大会の
運営に係る大気等、騒音・振動、歩行者空間の
快適性、水利用、廃棄物、温室効果ガス、エネ
ルギー、安全、消防・防災、公共交通へのアク
セシビリティ及び交通安全は、全体計画で取り
まとめて予測・評価を実施した。
（p.88～91 参照）
7.2 競技ごと
対象競技
カヌー（スラローム）は、屋外敷地内競技のた
め、会場（開催中）と同様の取扱いとした。ま
た、調査計画書公表以降に追加競技として決定
したサーフィンを対象に追加した。
（p.93 参照）
環境影響評価 開催中の競技の実施（陸上競技(競歩)、水泳(マ
の項目
ラソンスイミング)、カヌー(スプリント)、ボー
ト及びセーリングに限る）に係る騒音・振動、
大会の運営に係る大気等、騒音・振動、廃棄物、
温室効果ガス、エネルギー、安全及び消防・防
災は、全体計画で取りまとめて予測・評価を実
施した。
（p.100、101、112、113、116、117、120、
121、124、125 参照）
7.3 全体計画
環境影響要因 開催中の競技の実施と大会の運営を一体的な環
境影響要因としての取扱いとした。（p.88、89
参照）
環境影響評価 開催中の騒音・振動、歩行者空間の快適性、エ
の項目
コマテリアル、開催後の廃棄物を新たに評価項
目として追加した。また、スポーツ活動、文化
活動、ボランティア、コミュニティ、環境への
意識、経済波及、雇用及び事業採算性は、評価
の時点を変更した。
（p.88、89 参照）
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調査計画書審査意見書に記載された環境局長の意見
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価調査計画書審査意

見書について」（平成26年５月29日

26環都環第104号）に記載された環境局長の意見は、表

10.2-1(1)～(6)に示すとおりである。なお、環境局長の意見は、個別の会場のみに対するもので
はなく、調査計画書で示した会場等の全体に対するものであり、原文のまま掲載している。
表 10.2-1(1) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容
調査計画書は、おおむね「2020 年東京オリンピック・パラリンピック環境アセスメント指針（実施
段階環境アセスメント及びフォローアップ編）」に従って作成されたものであると認められる。
なお、
「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 実施段階環境影響評価書案」を作成
するに当たっては、次に指摘する事項について留意し、その記載内容が一層理解しやすいものとなる
よう努めるべきである。
項目

1. 総括的事項

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、オリンピック競技大会が 2020 年７月 24 日
（金曜日）に開会式が催され、同年８月９日（日曜日）に閉会式が催される。また、パラリンピック
競技大会は、2020 年８月 25 日（火曜日）から同年９月６日（日曜日）までとなっている。オリンピ
ック・パラリンピック競技大会は 37 施設を会場とし、オリンピック競技大会は 28 競技、パラリンピ
ック競技大会は２２競技が計画されている。
1990 年代以降のオリンピック・パラリンピックムーブメントにおいて、環境は、スポーツ、文化と
並ぶ３本の柱の一つとして位置づけられており、IOC は、立候補都市に対して、大会開催に向け選定
した全ての競技会場及びメディアセンターについて、環境影響評価を実施することを求めている。
東京が 2013 年１月に IOC に提出した、詳細な開催計画である「立候補ファイル」においては、東京
が 2020 年大会開催都市に選定された場合には、きめ細かい実施段階環境影響評価を行うことが明記さ
れている。
これを受けて実施されている、2020 年東京オリンピック・パラリンピック環境アセスメント（以下
「本アセス」という。
）は、東京都環境影響評価条例に準じて環境アセスメント制度のチェック機能を
活用し、大会開催に伴う環境影響の回避・最小化・代償を行うとともに、大会を契機とした東京の持
続可能性の向上に資することを目的としている。
本アセスでは、東京都内の競技会場、競技及び全体計画を対象とし、また、大会の開催前、開催中、
開催後について、それぞれの環境影響を予測・評価する。さらに、社会経済項目についても予測・評
価項目としている。
調査計画書における調査事項の選定、予測・評価項目及び事項の選定については、施設計画、大会
運営計画それぞれについて未確定の部分が多い段階において実施されたものであり、今後、計画の熟
度が向上していく過程で、必要に応じて再検討することが求められる。
以下に、まず、調査計画書全体に関して、考慮されたい観点についての意見を述べ、以降、中項目
毎に意見を付すこととする。
今後、評価書案策定に当たっては、これらの意見も踏まえ内容の充実を図られたい。
(1) 本事業は、近年にない大規模なイベントであり、事業計画地の周辺には、多くの住宅、教育施
設、福祉施設、医療機関等の環境上配慮すべき施設が存在している。このことから、本事業の実
施に伴う環境負荷の低減や適切な環境保全のための措置を実施するなど、周辺地域への環境負荷
の一層の低減に努めること。
(2) 本事業は、コンパクトな会場配置をコンセプトとし、競技施設の多くが選手村から半径８キロ
メートル圏内に建設されることから、当該圏内において環境への影響が特に懸念される。このこ
とから、工事の施工計画を明らかにするとともに、使用する建設機械の種類や台数、工事用車両
の走行ルート及び環境保全のための措置等について、評価書案において記載すること。
(3) 一部の事業計画地について、周辺に住居等が存在しないことから、予測・評価項目として選定
しないとしているが、周辺に教育施設、福祉施設、公園等の環境上配慮すべき施設が存在してい
る場合には、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。
(4) 一部の事業計画地について、延床面積１万平方メートル未満の仮設施設であることや、既存施
設内を一部改修して利用することなどから、予測・評価項目として選定しないとしているが、工
事の施工方法や工事期間等が明らかでなく、影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記
述も不足している。このため、これらの施工方法等について明らかにしたうえで、必要に応じて
予測・評価項目として選定すること。
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表 10.2-1(2) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容
項目

2. 項目別事項

(1)【主要環境（大気等、水質等、土壌）】
（大気等）
事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられるこ
とから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置を講
じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、交通
安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。
〔生活環境（騒音・振動）
、交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全）共通〕
(水質等)
水泳競技が開催される夏季は、東京都内湾の水質が悪化することも考えられることから、競技会
場周辺の公共用水域について、頻度を上げて水質調査を行うなど、夏季における水質の状態を適切
に把握すること。
（土壌）
廃棄物の埋立地に競技会場を建設する計画があることから、当該予定地に係る土地の履歴等の調
査を実施し、必要に応じて予測･評価項目として選定すること。
(2)【生活環境（騒音・振動、日影）
】
（騒音・振動）
① 事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられる
ことから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置
を講じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、
交通安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。
〔主要環境（大気等）
、交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全） 共通〕
② 事業計画地の周辺の道路交通騒音は、現状においても環境基準を超えている地点があることか
ら、工事用車両の走行に当たっては、計画的な運行管理、規制速度の厳守、急発進・急加速を避
ける等、道路交通騒音の低減に努めること。
③ 大会開催中においては、会場設備等（拡声機器、冷房施設、換気設備等）の稼動に伴う騒音、
振動が生活環境に影響を及ぼすことも予想されることから、必要に応じて予測・評価項目として
選定すること。
（日影）
オリンピックスタジアムの周辺には、日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等が存
在することから、現地調査においては、既に選定している調査地点に加えて、工事の施工計画等が
明らかになった段階で、新たな調査地点の追加について検討し、予測・評価すること。
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表 10.2-1(3) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容
項目

2. 項目別事項

(3)【アメニティ・文化（景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、歩行者空間の快適性）
】
（景観）
① 圧迫感の変化の程度について、建築物の高さが低く圧迫感を生じない場合は、予測事項から除
外するとしている。しかし、建築物の高さが低い場合であっても、幅広の建築物や、緑地・公園
等の開けた空間において新たな建築物が建設される場合などには、圧迫感の程度が変化する可能
性もあることから、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。
② オリンピックスタジアムは、四周が道路等で囲まれ、会場へのアクセスルートも複数あること
が考えられることから、現地調査においては、既に選定している調査地点に加えて、工事の施工
計画等が明らかになった段階で、新たな調査地点の追加について検討し、予測・評価すること。
（史跡・文化財）
事業計画地及び周辺には多くの指定文化財等が確認されており、また、周知されていない埋蔵文
化財等が存在する可能性もあることから、既存資料調査に加えて地元教育委員会等関係機関の最新
情報を踏まえた調査を行い、これらの調査結果に基づき、必要に応じて予測・評価すること。
（自然との触れ合い活動の場）
自然との触れ合い活動の場について、会場ごとに位置等を図示するとともに、機能及び利用経路
について明らかにし、現況調査全体の結果を踏まえて事業計画や工事施工計画を策定し、予測・評
価すること。
（歩行者空間の快適性）
現況調査について、既存資料調査のみとしているが、各会場へのアクセスルートの状況等につい
て、必要に応じて現地調査を実施すること。
(4)【生態系（生物の生育・生息基盤、水循環、生物・生態系、緑）
】
（生物の生育・生息基盤）
現況調査について、既存資料調査のみとしているが、建設工事等による改変が予想される会場に
ついては、
「生物・生態系」と合わせて、現地調査を実施すること。
（水循環）
① 地下水の貴重な涵養源である武蔵野台地に立地する会場等について、雨水浸透対策により雨水
浸透量を増加させることが可能であることから、必要に応じて予測･評価項目として選定するこ
と。
② 施工計画が具体化し、地下掘削や地下構築物を設置する場合、地下水の流動阻害を引き起こす
可能性があることから、必要に応じて予測･評価項目として選定すること。
（生物・生態系）
１ 総括的事項(4)において指摘したとおり、一部の事業計画地について、延床面積１万平方メー
トル未満の仮設施設であることや既存施設内を一部改修して利用することなどから、予測・評価項
目として選定しないとしているが、工事の施工方法や工事期間等が明らかでなく、生物・生態系に
影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記述も不足している。このため、これらの施工方
法等について明らかにしたうえで、いったん損なわれると回復が容易でない生物・生態系の特質に
鑑み、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。
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表 10.2-1(4) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容
項目

2. 項目別事項

(4)【生態系（生物の生育・生息基盤、水循環、生物・生態系、緑）
】
（緑）
① １ 総括的事項(4)において指摘したとおり、一部の事業計画地について、延床面積１万平方メ
ートル未満の仮設施設であることから、予測・評価項目として選定しないとしているが、工事の
施工方法や工事期間等が明らかでなく、緑に影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記
述も不足している。このため、これらの施工方法等について明らかにしたうえで、いったん損な
われると回復が容易でない緑の特質に鑑み、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。
② オリンピックスタジアム計画地周辺の明治神宮外苑については、歴史的な経緯を有する場所で
あるとともに、風致地区であることに鑑み、緑の保全、保護について最大限の配慮をすること。
なお、現地調査等においては、緑の状況等を把握するほか、樹木等が有する歴史的な経緯や地域
社会とのつながりなどについても、慎重かつ丁寧な調査を行うこと。
③ 緑の状況の調査方法(現地調査）については、調査時期・期間を秋の一季とするとしているが、
植物が繁茂し 2020 年東京大会が開催される夏季の調査について、検討すること。
(5)【資源・廃棄物（水利用、廃棄物、エコマテリアル）】
（水利用）
オリンピック･パラリンピック開催後も施設は存続することから、新設だけでなく既存施設につい
ても、予測・評価項目として選定すること。
（廃棄物）
既存資料調査について、2012 年ロンドンオリンピック競技大会のほか、1998 年長野オリンピック
競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等の日本で開催された大規模な国際競技大会等におけ
る、廃棄物の削減に関する取組についても調査すること。
（エコマテリアル）
大会開催に伴い使用する各種物品類について、他の国際大会における環境配慮型製品の使用状況
を調査することを検討すること。
(6)【温室効果ガス（温室効果ガス、エネルギー）
】
（温室効果ガス、エネルギー 共通）
仮設施設について、予測の対象時点を大会開催中のみとしているが、大会開催後における仮設施
設の扱いが明らかになった段階で、必要な環境保全措置を講じるとともに、大会開催後についても、
必要に応じて予測・評価項目として選定すること。
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表 10.2-1(5) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容
項目

2. 項目別事項

(7)【土地利用（土地利用、地域分断、移転）
】
（土地利用）
臨海部における会場整備について、将来の土地利用と矛盾しないよう配慮すること。
（地域分断）
① 会場等が未利用地に立地の場合、新たな地域分断は生じないとして予測･評価項目として選定し
ていないが、未利用地に分類した土地のなかに、公園等の公共施設が含まれているため、生活動
線の分断及び進展について、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。
② 仮設施設については、一時的なものであり恒常的な地域分断は生じないとしているが、会場設
置により一定の負荷を生じるので、開催前の施設の存在について、必要に応じて予測･評価項目と
して選定すること。
（移転）
住居･店舗等の移転が必要となる場合は、関係住民等への情報提供に努めるなど十分に配慮するこ
と。
(8)【社会活動（スポーツ活動、文化活動）
】
（スポーツ活動、文化活動 共通）
既存資料調査について、1998 年長野オリンピック競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等
の日本で開催された大規模な国際競技大会に関する調査や、民間シンクタンク、区市町村が実施し
た各種関連調査等についても幅広く情報を収集し、その活用を検討すること。
(9)【参加・協働（ボランティア、コミュニティ、環境への意識）】
（ボランティア、コミュニティ、環境への意識 共通）
既存資料調査について、1998 年長野オリンピック競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等
の日本で開催された大規模な国際競技大会に関する調査や、民間シンクタンク、区市町村が実施し
た各種関連調査等についても幅広く情報を収集し、その活用を検討すること。
(10)【安全・衛生・安心（安全、消防・防災、衛生）
】
（安全）
大会には、日本国内はもとより、世界各国から様々なアスリートや観客が訪れる。全ての人にと
って安全、安心、快適な大会となるよう、点字案内板やピクトグラムなどの図記号を利用した視覚
的に分かりやすい案内表示、バリアフリー、ユニバーサルデザイン等による物理的障壁の解消に努
めること。
（消防・防災）
既存施設の耐震性及び防火性に関しては、改修や天井脱落対策等の履歴を把握する等により、安
全性を確認すること。
（衛生）
大会には、世界各国からアスリートや観客が訪れることから、水道水基準について、他国の基準
値との比較調査を行い、東京の水道水の安全性を明らかにすること。
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表 10.2-1(6) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容
項目

2. 項目別事項

(11)【交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全）
】
（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全 共通）
事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられるこ
とから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置を講
じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、交通
安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。
〔主要環境（大気等）
、生活環境（騒音・振動）共通〕
(12)【経済（経済波及、雇用、事業採算性）】
（経済波及）
① 2012 年ロンドン大会及びその他のオリンピック･パラリンピック競技大会において、どのよう
な新規ビジネスとビジネス機会が生じたのかについても調査すること。
② 首都高速道路の建設等による大規模な経済波及があった 1964 年の東京大会についても調査す
ること。
（雇用）
2012 年ロンドン大会の際、オリンピック関連の雇用は一時的なものが多かったという報告もある
ことから、大会開催後の雇用について他開催都市の事例も調査すること。
（事業採算性）
① 個別の会場毎に予測せず全体計画で予測するとしているが、個別の会場毎にも予測・評価を行
うこと。
② 環境影響要因として、開催前の「施設の建設」及び開催中の「大会の運営」について選定して
いるが、新設及び既存（改修）の会場等については、開催後も施設が存続することから予測・評
価すること。
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調査計画書に対する都民等の意見
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価調査計画書」は、

都内全会場を対象としている。平成26年３月28日に公表し、同年３月28日から４月16日までの20
日間にわたり意見募集を行った。都民から提出された意見書の件数は82件であり、その大半がオ
リンピックスタジアムと葛西臨海公園に対しての意見であった。環境の保全の見地からの意見の
概要は、以下に示すとおりである。

1.個別会場について
【オリンピックスタジアム】
・周辺の生態系、文化、生活に与える影響を十分に調査すべきである。
・観客8万人収容時の、周辺への騒音・振動による影響を十分に調査すべきである。
・公共交通機関への影響を十分に調査すべきである。
・景観について、神宮外苑の歴史的経緯も踏まえ調査を行うべきである。
【葛西臨海公園】
・葛西臨海公園の自然環境への影響を十分に調査すべきである。
・施設で大量の水を使用するため、公共用水への影響を十分調査すべきである。
2.競技について
意見はなかった。
3.全体計画について
意見はなかった。
4.その他
・意見募集については広く広報すべきである。
・意見の募集期間を十分に確保すべきである。
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11.

実施段階環境アセスメント手続の実施者
〔実施者〕
名 称：東京都
代表者：東京都知事

小池 百合子

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
12.

その他

12.1

東京 2020 大会に係る実施段階環境アセスメント及びフォローアップの全対象事業についての
実施段階環境アセスメント及びフォローアップの実施予定又は経過
全体計画・競技の実施段階環境アセスメントの経過は、表 12.1-1 に示すとおりである。
表 12.1-1 全体計画・競技の実施段階環境アセスメントの経過
実施段階環境アセスメントの経過

環境影響評価調査計画書が公表された日

平成 26 年３月 28 日

意見を募集した日

平成 26 年３月 28 日～平成 26 年４月 16 日

都民の意見

82 件注）

調査計画書審査意見書が送付された日

平成 26 年５月 29 日

環境影響評価書案が公表された日

令和元年９月６日

注)環境影響評価調査計画書は、都内の全会場等を対象として、意見募集を実施した。

12.2

調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあっては、
その委託を受けた者の氏名及び住所
〔作成者〕
名 称：東京都
代表者：東京都知事

小池 百合子

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
〔受託者〕
名 称：日本工営株式会社
代表者：代表取締役社長

有元 龍一

所在地：東京都千代田区九段北一丁目 14 番６号
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