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前回までの状況（多様性と調和・リスタート＆アクション）
〇ジェンダー平等推進チーム発足後、理事、アスリート、人権の専門家、職員等、
短期間に幅広くご意見を聴取

〇いただいたご意見を踏まえ、今後のアクションについて次の３つを柱とすることと
した。

１ 目に見える取組
・これまでやってきたこと、これからやることの「見える化」・発信

・大会本番に向けた、取組の充実

２ ムーブメントを起こす

・東京2020宣言（仮称）

３ レガシーに繋げる
・大会での成果を将来に引き継ぐため、ステークホルダーと連携

・大会スタッフこそがレガシーになる。

本日は、1の取組の具体化の状況報告と

特に2の「東京２０２０宣言（仮称）」について

ご議論いただきたい。



・組織委員会ウェブサイトに特集ページを開設（3月30日）

➢ジェンダー平等推進チームの主な動き

➢これまでの組織委員会の取組も発信

➢新しい情報を随時更新

・メディア対応（インタビュー、対談等）

➢朝日新聞 小谷ﾁｰﾑﾍｯﾄﾞｲﾝﾀﾋﾞｭｰ（3月23日掲載）

➢日経新聞 小谷ﾁｰﾑﾍｯﾄﾞｲﾝﾀﾋﾞｭｰ（４月８日夕刊掲載）

➢共同通信 來田享子中京大教授「五輪とジェンダー 歩みと課題」
+小谷ﾁｰﾑﾍｯﾄﾞｲﾝﾀﾋﾞｭｰ（4月配信）

➢朝日新聞 対談動画・記事 会長とＺ世代（4月30日掲出予定）
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１ 目に見える取組（進捗状況）
〇これまでやってきたこと、これからやることの「見える化」・発信

会長・小谷ＳＤ・
高橋尚子理事鼎談
写真挿入予定

＊高橋理事、橋本会長、小谷ＳＤで
「ジェンダー平等」など４テーマを
語り合う鼎談の様子



・オンラインフォーラム

➢5月10日（月）パートナー企業取組事例共有会

➢5月15日（土）朝日新聞主催

➢5月28日（金）サステナビリティ・フォーラム（ＩＬＯ共催）

・コミュニケーションマナー集（仮）

➢職員アンケートをもとに作成し、e-learningにてＧＷ後に
職員向け公開（パートナー企業にも共有予定）

➢否定的なものと肯定的なものを対比する形で事例を記載し、
考えるポイントや行動へのヒントを紹介予定

〇問題を共有し、共に考えていく場を作る
〇よりよい取組、よりよい姿を共有し、社会にさらに広げるきっかけを作る

１ 目に見える取組（5月のアクション）

例）外国籍のメンバーが出席する打合せで、皆が英語で話をする、伝える努力をしてくれた⇔
組織内のメールや会議、研修等で英語併記がなく、外国人スタッフへの配慮が欠けていることが多い
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・大会ボランティア研修等の開始（4月下旬～）

研修資料に性的ハラスメント撮影対策を盛り込み、
オンライン等を活用した研修を実施

・アスリート等への性的ハラスメントに対する対応の方針
を定めていく

例）〇対象となる行為を発見、又は通報を受理した場合の措置

〇行為者への対応方針、〇治安機関との連携

➡これにより、対策の実効性を高め、アスリート等が安心して
競技に専念できる環境を整える。
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１ 目に見える取組（大会本番に向けた検討）

〇ＪＯＣ・ＪＰＣと連携し、アスリート等への性的ハラスメント撮影対策を進める
（3月：大会における会場入場者の禁止行為・遵守行為を改正し、対策の根拠項目を新設済み）

＊ボランティア研修風景（オンライン）



・ストレスフリーな入退場・観戦をサポート
➢ロボットにより、車いすの方の物品の運搬サポートや観戦席へと誘導

➢障がいのある方がロボットを遠隔操作し、同じ目線でサポート

➢ロボットによる写真撮影・プリントサービス（対象席及び一般観客）
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先導案内サポート
観戦サポート

（飲料配布・ごみ回収）
新しい観戦体験

（ロボットによる写真撮影）

こちらです

こちらです
対象競技：陸上競技（オリンピックスタジアム）
座 席：各セッション 43組86名の車いす席

〇誰もが快適に大会を楽しむことができる環境づくり

（大会本番に向けた検討）
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２ ムーブメントを起こす
東京2020宣言（仮称）

１ 目的

東京と日本が真の多様性と包摂を備えた社会へと変わり、次世代に引き継がれる
ことを目指し、大会を契機として、確かな一歩を踏み出すための行動を宣言

２ 対象

・アスリート・競技団体・パートナー企業・大会ボランティアなどの大会関係者
に組織委員会から声がけ

・組織単位、個人単位のいずれも宣言ができるようにする。

３ 宣言のイメージ

・宣言者は、自ら目標・取組を考えて設定

・組織委員会が、理事・アスリート・専門家等の意見を伺いながら用意する。
アクションメニューから選択も可能
→メニューを見ることで、宣言者が取組自体を知る機会に

４ 発表方法

・宣言をどう発表するかは宣言者が自由に選択（例：ｳｪﾌﾞｻｲﾄに掲示、記者発表）

・大会後における宣言の進捗の発表についても宣言者が選択



8

２ ムーブメントを起こす

東京2020宣言（仮称）のイメージ
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２ ムーブメントを起こす
趣旨（なぜ宣言をするのか）･･･宣言イメージの（Ａ）の部分

ねらい：宣言する方々が思いを共有して宣言できるよう、宣言の趣旨を伝える。

宣言と東京2020大会との関係を明確にする。

東京2020大会は、その大会ビジョン「スポーツには世界と未来を変える力
がある。」の基本コンセプトとして「全員が自己ベスト」「多様性と調和」
「未来への継承」を掲げています。「東京2020宣言（仮称）」も、これらの
考えに基づいています。

大会に参画する、多様な個性を持った多くの人が、自分らしさを発揮して、
違いを認め合い、違いを活かしながら協力することのすばらしさを実感する
場が、東京2020大会です。

東京2020大会を契機として、私たちの社会と未来に向けて何ができるかを
考え、大会後も実践していくものとして、「東京2020宣言（仮称）」を行い
ます。

（案）

⇒以下の表現についてご意見をお願いいたします。
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２ ムーブメントを起こす

（案）

私たち一人ひとりが、

人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の
意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自やその他の身分などの
理由による、いかなる種類の差別がなく、

互いを認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会を目指します。

ねらい：オリンピック憲章における人権尊重の理念を基に、大会が進めてきた
ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）が実現した社会を表現し、
宣言が目指す社会や尊重すべきことを端的に伝える。

各主体が行うアクションが異なっていても、宣言の理念を共有する。

オリン
ピック
憲章

D&I

理念（宣言が目指す社会） ･･･宣言イメージの（Ｂ）の部分

⇒以下の表現についてご意見をお願いいたします。
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２ ムーブメントを起こす
宣言名 ･･･宣言イメージの（Ｃ）の部分

（案）目指す社会を示すもの

・誰もが生きやすい社会を目指す東京2020宣言

・東京2020宣言～誰もが自分らしくいられる社会を目指して～

（案）行動を示すもの

・東京2020 D&I＋（プラス）宣言

・東京2020宣言：Know Differences, Show Differences and Enjoy Differences
（ちがいを知り、ちがいを示し、ともに祝う）

・東京2020宣言～育もう、ちがいを愛する心～

（案）未来の変革をうたうもの

・世界と未来を変える東京2020多様性宣言

・みんなが輝く未来を創る東京2020宣言

ねらい：誰もがわかりやすい言葉で、大会をきっかけとしていること、
多様性と調和を目指すことを表現する。

⇒宣言名（で表現すべき要素）についてご意見をお願いいたします。
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２ ムーブメントを起こす

ねらい：宣言者が自ら目標・取組を考えて宣言。組織委員会が提示する
アクションメニューから選択も可能

メニューを見ることで、宣言者が取組自体を知るきっかけにする。

アクション ･･･宣言イメージの（Ｄ）の部分

・全般的な視点に加え、日本において差別の起こりやすい分野を網羅

・組織が取り組めるメニューと個人が取り組めるメニューを提示

・具体的なアクションを記載

＜アクションメニューを示す分野＞

➢ 全般

➢ ジェンダー・ＬＧＢＴＱ

➢ 心身機能

➢ 世代・ライフステージ

➢ 文化・習慣・出自
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２ ムーブメントを起こす

➢全般

＜個人＞

• 「普通は○○」「○○は常識」
「○○は当たり前」という言葉を使
う前に、誰かを傷つけないか考えて
みる。

• 一人ひとりの多様性を受け入れ、 自
分も多様性の一部であることを意識
する。

• 差別やハラスメントに気づいたら、
そのままにしない。

アクションメニュー（一例）

＜組織＞

• 年齢、性別、役職などを問わず、す
べての人に対して「さん」付けを呼
び掛ける。

• 気づかないうちに誰かを傷つけたり、
偏った見方をしていないかなど、無
意識の偏見（アンコンシャス・バイ
アス）を考える研修を実施する。

• 障がい、ライフステージ、性別に配
慮した制度や職場環境づくりを進め
る。

⇒アクションメニューに含むべき内容についてご意見をお願いいたします。
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２ ムーブメントを起こす

➢ ジェンダー・ＬＧＢＴＱ

• 会議やメンバーのジェンダーバランスを意識
する。(個人)

• 同性パートナーを人事制度に位置付ける。(組織)

• 活躍したい女性のためにリーダーシップ研修
を実施する。(組織)

• 制服やユニフォームにおいて、男性はズボン、女
性はスカートといった決めつけをしない。(組織)

➢ 心身機能

• 困っている人を見かけたら「お手伝いしま
しょうか」と声をかける。(個人)

• 多機能トイレなどを使うとき、周りに自分より
必要としている人がいないか意識する。(個人)

• 妊婦や障がいのある方が実際にどう困ってい
るかを理解するための体験研修を実施する。
(組織)

アクションメニュー（一例）

➢ 世代・ライフステージ

• 地域や日頃の生活で、自分と離れた世代の人達
と積極的にコミュニケーションする。(個人)

• 世代や役職だけで相手のことを判断しない。
(個人)

• 若いスタッフをプロジェクト等のメンバーに
加え、意見を聴く。(組織)

➢ 文化・習慣・出自

• 相手が自分が話す言葉を話せなくても、その人
を避けず、参加しやすい雰囲気を作る。(個人)

• 採用時等で出身地や国籍で判断しない。(組織)

• 社内メールに日本語と外国語を併記する。(組織)
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２ ムーブメントを起こす
東京2020宣言（仮称）のスケジュール

４月 人権労働・参加協働ワーキンググループ(4/23）

理事会(4/26）

ステークホルダーとの調整を継続

５月 宣言の理念・趣旨・アクションメニュー確定

組織委員会による宣言

ステークホルダーへの呼びかけ


