
 

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

 

平成２７年７月３０日決定 

平成３１年３月２７日最終改正 

（設置目的） 

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

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

る。 

 

（会議の名称） 

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

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

合には、「東京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

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

車両による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

（設置期間） 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から平成３３年３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

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

ことができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

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

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

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

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

局輸送担当部長をもって充てる。 

  

（輸送連絡調整会議の委員等） 

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

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

とする。 

３ 委員の任期は、平成３３年３月３１日までとする。 

（案） 資料１－１ 



 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

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

じて、別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

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

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

報が含まれるため、非公開とする。 

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

いては、全部又は一部を非公開とする。 

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

まれる場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

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

 

（開催方法） 

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

   

（他会議との連携） 

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

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

に係る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

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

ンピック・パラリンピック競技大会 交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

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

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

 



別表　１

機関 所属等 役職

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局 局長

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局 次長

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

東京都
オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部輸送担当

部長

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

参事官

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

参事官

警察庁 長官官房 審議官

警察庁 交通局 調査官

警察庁
警備局警備課
東京オリンピック・パラリンピック警備対策室 室長

国土交通省  総合政策局政策課 課長

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長

国土交通省 総合政策局公共交通政策部交通計画課 課長

国土交通省 道路局企画課 課長

国土交通省 自動車局旅客課 課長

国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室 室長

国土交通省 港湾局計画課 課長

国土交通省 関東運輸局交通政策部 部長

国土交通省 関東地方整備局道路部 部長

国土交通省 東京航空局東京空港事務所総務部 部長

経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ物流企画室 室長

警視庁 交通部交通総務課 課長

警視庁 交通部交通規制課 課長

警視庁 交通部交通管制課 課長

警視庁 警備部警備第一課 課長

警視庁
オリンピック・パラリンピック競技大会総
合対策本部

総合対策官

埼玉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長

千葉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 参事官・課長

備考

委員

座長

座長

副座長

副座長

副座長
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機関 所属等 役職 備考

神奈川県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長

海上保安庁 第三管区海上保安本部交通部航行安全課 課長

東京消防庁 企画調整部 部長

首都高速道路㈱ 計画・環境部 部長

首都高速道路㈱ 保全・交通部　道路情報・交通室 室長

東日本高速道路㈱　関東支社 管理事業部 部長

中日本高速道路㈱　東京支社 保全・サービス事業部 部長

中日本高速道路㈱　八王子支社 保全・サービス事業部 部長

成田国際空港株式会社 空港運用部門総合安全推進部 部長

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部 担当部長

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部運輸車両部 次長

(一社)日本民営鉄道協会 ― 常務理事

東京地下鉄㈱
鉄道本部オリンピック・パラリンピック推
進室

室長

東京臨海高速鉄道㈱ 運輸部 部長

東京モノレール㈱ ― 常務取締役

㈱ゆりかもめ 運輸部 部長

東京都観光汽船㈱ 運航部海務課 課長

(一社)東京バス協会 ― 理事長

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 ― 専務理事

（一社）東京都トラック協会 ― 専務理事

（一社）東京港運協会 ― 理事・事務局長

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

東京商工会議所 地域振興部 部長

（公社）経済同友会 政策調査部 部長

（公財）日本道路交通情報センター ― 理事

東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 部長

埼玉県 企画財政部交通政策課 参事・課長

埼玉県  県土整備部県土整備政策課 政策幹

委員
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機関 所属等 役職 備考

さいたま市 建設局土木部 部長

千葉県
環境生活部オリンピック・パラリンピック
推進局開催準備課

課長

千葉市 建設局土木部 部長

神奈川県  県土整備局道路部道路管理課 課長

横浜市
市民局スポーツ統括室オリンピック・パラ
リンピック推進部

部長

千代田区 環境まちづくり部 部長

中央区 環境土木部 部長

港区 街づくり支援部 部長

新宿区 みどり土木部 部長

文京区 土木部 部長

台東区 都市づくり部土木担当 部長

墨田区 都市整備部 部長

江東区 土木部 部長

品川区 都市環境部 部長

目黒区 都市整備部 部長

大田区 都市基盤整備部 部長

世田谷区 道路・交通政策部 部長

渋谷区 土木部 部長

中野区 都市基盤部 部長

杉並区
区民生活部オリンピック・パラリンピック
連携推進担当

部長

豊島区 都市整備部土木担当 部長

北区 土木部 部長

荒川区 防災都市づくり部 部長

板橋区 土木部 部長

練馬区 土木部 部長

足立区 都市建設部 部長

葛飾区 都市整備部都市施設担当 部長

江戸川区 都市開発部 部長

委員
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機関 所属等 役職 備考

府中市 都市整備部 部長

調布市 都市整備部 部長

川越市 総合政策部オリンピック大会担当 部長

狭山市 総合政策部 政策企画課 オリンピック準備室 担当課長

朝霞市 都市建設部 部長

和光市 企画部 部長

新座市 オリンピック・パラリンピック推進室 室長

一宮町 オリンピック推進課 課長

東京都 都市整備局都市基盤部 部長

東京都 建設局道路保全担当 部長

東京都 建設局道路建設部 部長

東京都 港湾局総務部企画担当 部長

東京都 港湾局港湾経営部 部長

東京都 交通局自動車部 部長

東京都 交通局電車部 部長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会

大会運営局会場マネジメント部
会場周辺調整担当

部長

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

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

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

旧 新 

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

 

平成２７年７月３０日決定 

平成３０年１１月６日最終改正 

 

 

（設置目的） 

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

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

 

（会議の名称） 

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

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

京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

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

による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から平成３３年３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

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

ることができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

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

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

 

平成２７年７月３０日決定 

平成３１年３月２７日最終改正 

 

 

（設置目的） 

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

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

 

（会議の名称） 

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

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

京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

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

による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から平成３３年３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

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

ることができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

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

資料１－２ 



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

 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

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

担当部長をもって充てる。 

 

（輸送連絡調整会議の委員等） 

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

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

とする。 

３ 委員の任期は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

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

別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

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

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

め、非公開とする。 

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

は、全部又は一部を非公開とする。 

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

場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

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

 

 

（開催方法） 

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

 

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

 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

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

担当部長をもって充てる。 

 

（輸送連絡調整会議の委員等） 

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

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

とする。 

３ 委員の任期は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

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

別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

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

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

め、非公開とする。 

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

は、全部又は一部を非公開とする。 

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

場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

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

 

 

（開催方法） 

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

 



 

（他会議との連携） 

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

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

る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

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

ンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

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

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

 

 

別表１ 

機 関 所属等 役職 備考 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 局長 座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監 座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 次長 副座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局輸送企画部 部長 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

委員 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

警察庁 長官官房 審議官 

警察庁 

交通局交通規制課 

東京オリンピック・パラリンピック交通対策室 
室長 

警察庁 
警備局警備課 

東京オリンピック・パラリンピック警備対策室 
室長 

国土交通省 総合政策局政策課 課長 

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長 

 

（他会議との連携） 

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

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

る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

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

ンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

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

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

 

別表１ 

機 関 所属等 役職 備考 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 局長 座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監 座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 次長 副座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局輸送企画部 部長 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

委員 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

警察庁 長官官房 審議官 

警察庁 交通局 
 

調査官 

警察庁 
警備局警備課 

東京オリンピック・パラリンピック警備対策室 
室長 

国土交通省 総合政策局政策課 課長 

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長 

国土交通省 総合政策局公共交通政策部交通計画課 課長 



国土交通省 道路局企画課 課長 

国土交通省 自動車局旅客課 課長 

委員 

国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室 室長 

国土交通省 関東運輸局交通政策部 部長 

国土交通省 関東地方整備局道路部 部長 

国土交通省 東京航空局東京空港事務所総務部 部長 

経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ 物流企画室 室長 

警視庁 交通部交通総務課 課長 

警視庁 交通部交通規制課 課長 

警視庁 交通部交通管制課 課長 

警視庁 警備部警備第一課 課長 

警視庁 オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部 総合対策官 

埼玉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

削除 削除 削除 

千葉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 参事官・課長 

神奈川県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

海上保安庁 第三管区海上保安本部 交通部航行安全課 課長 

東京消防庁 企画調整部 部長 

首都高速道路㈱ 計画・環境部 部長 

首都高速道路㈱ 保全・交通部 道路情報・交通室 室長 

東日本高速道路㈱関東支社 管理事業部 部長 

中日本高速道路㈱東京支社 保全・サービス事業部 部長 

中日本高速道路㈱八王子支社 保全・サービス事業部 部長 

成田国際空港㈱ 空港運用部門総合安全推進部 部長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部 次長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部運輸車両部 次長 

(一社)日本民営鉄道協会 ― 常務理事 

東京地下鉄㈱ 鉄道本部オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

東京臨海高速鉄道㈱ 運輸部 部長 

東京モノレール㈱ ― 常務取締役 

㈱ゆりかもめ 運輸部 部長 

東京都観光汽船㈱ 運航部海務課 課長 

(一社)東京バス協会 ― 理事長 

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 ― 専務理事 

（一社）東京都トラック協会 ― 専務理事 

国土交通省 道路局企画課 課長 

国土交通省 自動車局旅客課 課長 

委員 

国土交通省 港湾局計画課 課長 

国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室 室長 

国土交通省 関東運輸局交通政策部 部長 

国土交通省 関東地方整備局道路部 部長 

国土交通省 東京航空局東京空港事務所総務部 部長 

経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ 物流企画室 室長 

警視庁 交通部交通総務課 課長 

警視庁 交通部交通規制課 課長 

警視庁 交通部交通管制課 課長 

警視庁 警備部警備第一課 課長 

警視庁 オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部 総合対策官 

埼玉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

削除 削除 削除 

千葉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 参事官・課長 

神奈川県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

海上保安庁 第三管区海上保安本部 交通部航行安全課 課長 

東京消防庁 企画調整部 部長 

首都高速道路㈱ 計画・環境部 部長 

首都高速道路㈱ 保全・交通部 道路情報・交通室 室長 

東日本高速道路㈱関東支社 管理事業部 部長 

中日本高速道路㈱東京支社 保全・サービス事業部 部長 

中日本高速道路㈱八王子支社 保全・サービス事業部 部長 

成田国際空港㈱ 空港運用部門総合安全推進部 部長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部 担当部長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部運輸車両部 次長 

(一社)日本民営鉄道協会 ― 常務理事 

東京地下鉄㈱ 鉄道本部オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

東京臨海高速鉄道㈱ 運輸部 部長 

東京モノレール㈱ ― 常務取締役 

㈱ゆりかもめ 運輸部 部長 

東京都観光汽船㈱ 運航部海務課 課長 

(一社)東京バス協会 ― 理事長 

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 ― 専務理事 



（一社）東京港運協会 ― 理事・事務局長 

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

ラリンピック等推進室 
室長 

委員 

東京商工会議所 地域振興部 部長 

（公社）経済同友会 政策調査部 部長 

（公財）日本道路交通情報センター ― 理事 

東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 部長 

埼玉県 企画財政部交通政策課 参事・課長 

埼玉県 県土整備部道路政策課 課長 

さいたま市 建設局土木部 部長 

千葉県 
環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局 

開催準備課 
課長 

千葉市 建設局土木部 部長 

神奈川県 県土整備局道路部道路管理課 課長 

横浜市 市民局スポーツ振興部オリンピック・パラリンピック推進部 部長 

千代田区 環境まちづくり部 部長 

中央区 環境土木部 部長 

港区 街づくり支援部 部長 

新宿区 みどり土木部 部長 

文京区 土木部 部長 

台東区 都市づくり部土木担当 部長 

墨田区 都市整備部 部長 

江東区 土木部 部長 

品川区 都市環境部 部長 

目黒区 都市整備部 部長 

大田区 都市基盤整備部 部長 

世田谷区 道路・交通政策部 部長 

渋谷区 土木部 部長 

中野区 都市基盤部 部長 

杉並区 区民生活部オリンピック・パラリンピック連携推進担当 部長 

豊島区 都市整備部土木担当 部長 

北区 土木部 部長 

荒川区 防災都市づくり部 部長 

板橋区 土木部 部長 

練馬区 土木部 部長 

（一社）東京都トラック協会 ― 専務理事 

（一社）東京港運協会 ― 理事・事務局長 

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

ラリンピック等推進室 
室長 

東京商工会議所 地域振興部 部長 

委員 

（公社）経済同友会 政策調査部 部長 

（公財）日本道路交通情報センター ― 理事 

東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 部長 

埼玉県 企画財政部交通政策課 参事・課長 

埼玉県 県土整備部道路政策課 課長 

さいたま市 建設局土木部 部長 

千葉県 
環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局 

開催準備課 
課長 

千葉市 建設局土木部 部長 

神奈川県 県土整備局道路部道路管理課 課長 

横浜市 市民局スポーツ振興部オリンピック・パラリンピック推進部 部長 

千代田区 環境まちづくり部 部長 

中央区 環境土木部 部長 

港区 街づくり支援部 部長 

新宿区 みどり土木部 部長 

文京区 土木部 部長 

台東区 都市づくり部土木担当 部長 

墨田区 都市整備部 部長 

江東区 土木部 部長 

品川区 都市環境部 部長 

目黒区 都市整備部 部長 

大田区 都市基盤整備部 部長 

世田谷区 道路・交通政策部 部長 

渋谷区 土木部 部長 

中野区 都市基盤部 部長 

杉並区 区民生活部オリンピック・パラリンピック連携推進担当 部長 

豊島区 都市整備部土木担当 部長 

北区 土木部 部長 

荒川区 防災都市づくり部 部長 

板橋区 土木部 部長 



足立区 都市建設部 部長 

葛飾区 都市整備部都市施設担当 部長 

委員 

江戸川区 都市開発部 部長 

府中市 都市整備部 部長 

調布市 都市整備部 部長 

川越市 総合政策部オリンピック大会担当 部長 

狭山市 総合政策部政策企画課オリンピック準備室担当 課長 

朝霞市 都市建設部 部長 

和光市 企画部 部長 

新座市 オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

一宮町 オリンピック推進課 課長 

東京都 都市整備局都市基盤部 部長 

東京都 建設局道路保全担当 部長 

東京都 建設局道路建設部 部長 

東京都 港湾局総務部企画担当 部長 

東京都 港湾局港湾経営部 部長 

東京都 交通局自動車部 部長 

東京都 交通局電車部 部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 

大会運営局会場マネジメント部 

会場周辺調整担当 
部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 パラリンピック統括室 室長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 警備局会場警備統括部 部長 

 

練馬区 土木部 部長 

足立区 都市建設部 部長 

葛飾区 都市整備部都市施設担当 部長 

江戸川区 都市開発部 部長 

委員 

府中市 都市整備部 部長 

調布市 都市整備部 部長 

川越市 総合政策部オリンピック大会担当 部長 

狭山市 総合政策部政策企画課オリンピック準備室担当 課長 

朝霞市 都市建設部 部長 

和光市 企画部 部長 

新座市 オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

一宮町 オリンピック推進課 課長 

東京都 都市整備局都市基盤部 部長 

東京都 建設局道路保全担当 部長 

東京都 建設局道路建設部 部長 

東京都 港湾局総務部企画担当 部長 

東京都 港湾局港湾経営部 部長 

東京都 交通局自動車部 部長 

東京都 交通局電車部 部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 

大会運営局会場マネジメント部 

会場周辺調整担当 
部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
パラリンピック統括室 室長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 警備局会場警備統括部 部長 

 

 



東京 2020 テストイベント 

 

テストイベントとは、オリンピック・パラリンピックの本大会の成功に向けて、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実施するものです。テストイベントは過去大会でも実

施されており、東京 2020 大会においても本大会の前に実施予定です。 

 テストイベントは、各競技団体、東京 2020 組織委員会などが主催で実施します。 

 

東京 2020 組織委員会主催のテストイベントについて 

東京 2020 組織委員会主催のテストイベント名称とロゴデザインを開発しました。 

名称：“READY STEADY TOKYO”（読み方：「レディ、ステディ、トウキョウ」） 

ロゴデザイン：  

 
READY は「位置について、ようい、ドン！」の「位置について」にあたります。そして、STEADY

は舵取りの号令で、針路に向かってまっすぐ前進せよという意味を持ちます。針路はもちろん東

京 2020 大会。「東京 2020 大会の準備ができた。気を引き締めて、成功に向かって進んでいこう」

とのメッセージが込められています。 

背景のデザインに関しては、アスリートの力強い動きから生まれる汗や熱気、水しぶき、そし

て、フィールドから舞い上がる土ぼこりからもインスピレーションを得ました。まるで飛翔する

ようなアスリートたちのダイナミックな躍動感をカリグラフィータッチの筆さばきで表現。 

「READY STEADY TOKYO」とともに 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会

に向かって着々と羽ばたく様子を表しています。  

東京 2020 テストイベントは大きく 2 つに分類され、国内外の競技団体が主催のものと、東京

2020 組織委員会主催のものとに分かれます。本名称・ロゴデザインについては、東京 2020 組織

委員会が主催するテストイベントに対し使用します。 

資料２－１ 



 

2019年３月ＸＸ日 

 

東京 2020 大会組織委員会 

 

 

 

東京 2020オリンピック競技大会期間中の東京圏における鉄道の運行について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１． 実施期間（予定） 

 ２０２０年７月２４日（金）深夜～８月９日（日）深夜  【オリンピック：開会式～閉会式】 

 

２． 運行時間の目安 

 （１） ＪＲ山手線、東京メトロ・都営地下鉄の各線…… 概ね２時過ぎまでの運行を検討 

 （２） その他の路線   …… 概ね１時台から２時頃までの運行を検討（路線により異なる） 

 

３． 深夜時間帯（通常時の終電終了後）の列車運行を予定している路線 

           

備考 

〇東京メトロ・都営地下鉄・横浜市営地下鉄の各線及び JR山手線・JR京浜東北線・JR武蔵野線・JR横浜線・りんかい線・ 

ゆりかもめは上下線・内外回りでの運行を検討しています。 

〇JR山手線から放射状に伸びる各路線は主に下り列車（郊外方向）の運行を検討しています。 

※一部路線では上り列車（都心方向）の運行も検討しています。 

〇期間中の最終列車は平日・土休日とも、同時刻での運行を検討しています。 

2019年 1月時点のダイヤと比較 

【鉄道事業者調整用たたき台】 

東京 2020大会組織委員会及び東京都では、大会期間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協議・調整を行ってまいりました。このたび、深夜時間帯に

おける列車の運行について、その概要がまとまりましたのでお知らせいたします。 

この春より販売が開始される大会観戦チケットを購入する際の参考としてご活用ください。詳細な運転時刻等の情報に

つきましては、大会時期が近づきましたら、改めてお知らせいたします。 

東京 2020大会組織委員会及び東京都は引き続き、鉄道事業者各社局とともに大会期間中の鉄道輸送に関する検

討・調整を続けてまいります。 

東京 2020オリンピック競技大会では、早朝から深夜にわたり、33競技 339種目が 42の競技会場で行われ、世界各

国・日本国内各エリアから多くの方が東京圏を訪れます。 

東京 2020オリンピック競技大会期間中の東京圏における鉄道の運行について 

JR山手線の内側を運行する東京メトロ・都営地下鉄各線は詳細の記載を省略 

haruo.izutsu
テキストボックス
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４． 注意事項・その他 

（１） 深夜時間帯の列車運行を検討している路線・運行時間の目安については、現在検討中の内容であり、変更の可能

性があります。 

（２） 事故や悪天候等の場合には、運行を中止する場合があります。 

 （３） 今回公表するエリア以外については、現在検討しています。 

 

５． 深夜時間帯（通常時の終電終了後）の運行を検討している鉄道事業者 

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社   京 浜 急 行 電 鉄 株 式 会 社   東 京 臨 海 高 速 鉄 道 株 式 会 社 

東  武  鉄  道  株  式  会  社   東  京  地  下  鉄  株  式 会  社   首 都 圏 新 都 市 鉄 道 株 式 会 社 

西  武  鉄  道  株  式  会  社   相  模  鉄  道  株  式  会  社   埼 玉 高 速 鉄 道 株 式 会 社 

京  成  電  鉄  株  式  会  社   北  総  鉄  道  株  式  会  社   東  京  都  交  通  局 

京  王  電  鉄  株  式  会  社   東 京 モ ノ レ ー ル 株 式 会 社   横  浜  市  交  通  局 

小  田  急  電  鉄  株  式 会  社   株  式  会  社  ゆ り か も め    

東 京 急 行 電 鉄 株 式 会 社   横 浜 高 速 鉄 道 株 式 会 社 

※ 現在検討中の鉄道事業者であり、今後、変更の可能性があります 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞深夜時間帯の東京圏の列車運行に関する検討の経緯 

深夜時間帯の列車運行の検討にあたっては、東京 2020大会組織委員会及び東京都より、大会期間中における鉄道利用者の需要想定

データ及びサービスレベルの考え方を各社局にご提示し、検討を依頼しました。 



グロスキャパシティに関する記者説明会

 グロスキャパシティとは、いわゆる収容人数のことで、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。

 会場の物理的な要件等を踏まえ、IOCやIPC、各国際競技連盟等との調整を経
て、決定した。

 今後とも、大会開催に向け準備を加速していく。

■競技会場のグロスキャパシティについて

記者説明会資料 資料２－３



【会場グロスキャパシティ一覧（オリンピック）】

番号 コード 会場名 競技（種別） 収容人数

開会式・閉会式 68,000

陸上（トラック・マラソン） 68,000

サッカー 68,000

2 TGY 東京体育館 卓球 7,000

3 YNS 国立代々木競技場 ハンドボール 10,200

柔道 11,000

空手 11,000

5 IPG 皇居外苑 陸上（競歩） 700

6 TIF 東京国際フォーラム ウエイトリフティング 5,000

7 KKG 国技館 ボクシング ※

8 EQP 馬事公苑 馬術（障害馬術・馬場馬術・総合馬術（クロスカントリー除く）） 9,300

バドミントン 7,200

近代五種（フェンシング ランキングラウンド（エペ）） 7,200

サッカー 48,000

近代五種（水泳、馬術、フェンシング ボーナスラウンド（エペ）、レーザーラン） 48,000

ラグビー 48,000

11 MUP 武蔵野の森公園 自転車競技〔ロード（ロードレース（スタート））〕 ー

12 ARA 有明アリーナ バレーボール（バレーボール） 15,000

13 AGC 有明体操競技場 体操（体操・新体操・トランポリン） 12,000

自転車競技（BMXレーシング） 5,000

自転車競技（BMXフリースタイル） 6,600

スケートボード（ストリート・パーク） 7,000

15 ART 有明テニスの森 テニス 19,900

水泳（マラソンスイミング） 5,500

トライアスロン 5,500

17 SHP 潮風公園 バレーボール（ビーチバレーボール） 12,000

バスケットボール（3×3 バスケットボール） 7,100

スポーツクライミング 8,400

19 OHS 大井ホッケー競技場 ホッケー 15,000

9 MFS 武蔵野の森総合スポーツプラザ

14 ASP 有明アーバンスポーツパーク

10 TOS 東京スタジアム

1 OLS オリンピックスタジアム

4 NBK 日本武道館

18 AUP 青海アーバンスポーツパーク

※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、ボクシング競技の計画は凍結されているため、公表を行わない。
※グロスキャパシティには、観客用の席のほか、選手やメディアなどの関係者席等も含まれている。

16 OMP お台場海浜公園



番号 コード 会場名 競技（種別） 収容人数

20 SFC 海の森クロスカントリーコース 馬術（総合馬術（クロスカントリー）） 16,000

カヌー(スプリント) 12,800

ボート 16,000

22 KSC カヌー・スラロームセンター カヌー(スラローム) 7,500

23 YAF 夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 5,600

24 TAC 東京アクアティクスセンター 水泳（競泳・飛込・アーティスティックスイミング） 15,000

25 TWC 東京辰巳国際水泳場 水泳（水球） 4,700

レスリング 10,000

テコンドー 10,000

27 MMB 幕張メッセ　Bホール フェンシング 8,000

28 TSB 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ サーフィン 6,000

29 SSA さいたまスーパーアリーナ バスケットボール（バスケットボール） 21,000

（計） 6,800

射撃（ライフル）本選800/決勝3,000 3,800

射撃（クレー） 3,000

31 KCC 霞ケ関カンツリー倶楽部 ゴルフ 25,000

32 EYH 江の島ヨットハーバー セーリング 3,600

33 IDV 伊豆ベロドローム 自転車競技(トラック） 3,600

34 IMB 伊豆MTBコース 自転車競技(マウンテンバイク) 11,500

35 FSW 富士スピードウェイ 自転車競技〔ロード（ロードレース（ゴール）、個人タイムトライアル）〕 22,000

36 FAS 福島あづま球場 野球・ソフトボール 14,300

37 YBS 横浜スタジアム 野球・ソフトボール 35,000

38 SDO 札幌ドーム サッカー 41,000

39 MIS 宮城スタジアム サッカー 49,000

40 IKS 茨城カシマスタジアム サッカー 40,000

41 SAS 埼玉スタジアム２００２ サッカー 64,000

42 ISY 横浜国際総合競技場 サッカー 72,000

※グロスキャパシティには、観客用の席のほか、選手やメディアなどの関係者席等も含まれている。

21 SFW 海の森水上競技場

30 ASR 陸上自衛隊朝霞訓練場

26 MMA 幕張メッセ　Aホール



【会場グロスキャパシティ一覧（パラリンピック）】

番号 コード 会場名 競技（種別） 収容人数

開会式・閉会式 68,000

陸上 68,000

2 TGY 東京体育館 卓球 6,500

ウィルチェアーラグビー 10,200

バドミントン 10,200

4 NBK 日本武道館 柔道 11,000

5 TIF 東京国際フォーラム パワーリフティング 5,000

6 EQP 馬事公苑 馬術 9,300

7 MFS 武蔵野の森総合スポーツプラザ 車いすバスケットボール 7,200

8 ARA 有明アリーナ 車いすバスケットボール 15,000

9 AGC 有明体操競技場 ボッチャ 12,000

10 ART 有明テニスの森 車いすテニス 19,400

11 OMP お台場海浜公園 トライアスロン 5,500

12 AUP 青海アーバンスポーツパーク ５人制サッカー 4,300

カヌー 12,800

ボート 12,800

14 YAF 夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 5,600

15 TAC 東京アクアティクスセンター 水泳 15,000

16 MMA 幕張メッセ　Aホール シッティングバレーボール 10,000

車いすフェンシング 7,000

テコンドー 7,000

18 MMC 幕張メッセ　Cホール ゴールボール 5,500

19 ASR 陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃(ライフル） 3,800

20 IDV 伊豆ベロドローム 自転車競技(トラック） 3,600

21 FSW 富士スピードウェイ 自転車競技〔ロード（ロードレース（スタート・ゴール））〕 22,000

※グロスキャパシティには、観客用の席のほか、選手やメディアなどの関係者席等も含まれている。

13 SFW 海の森水上競技場

17 MMB 幕張メッセ　Bホール

3 YNS 国立代々木競技場

1 OLS オリンピックスタジアム



３ 交通マネジメントの検討状況

３－１ 交通輸送技術検討会（第4回）開催結果（2019年2月6日開催）

交通輸送技術検討会（第4回）資料２ 追加対策の必要性

交通輸送技術検討会（第4回）資料３ 追加対策（首都高の流動確保策）の検討

交通輸送技術検討会（第4回）資料４ 交通輸送技術検討会に係わる今後のスケジュール（案）

交通輸送技術検討会（第4回）参考資料 交通マネジメントに関わるこれまでの検討結果

３－２ 2019年夏の試行

３－３ 大会輸送影響度マップ（鉄道 駅）Ver.1.0

資料３



その他考慮すべき要素

追加対策の必要性

大会期間中
の実施目標

・平日の15％程度交通量減（休日並み）の良好な交通環境の実現を目指す

・継続的に一般交通を抑制し交通量全体を大会前の10％程度減とするとともに、部分的
に更なる分散抑制を図る

交通マネジメントに関わるこれまでの検討結果
①ＴＤＭの効果（圏央道内側で一律に車両を減らした場合の試算）
１）利用台数
・ＴＤＭ一律10%で首都高の利用台数は6%減、区部の一般道は11%減
２）首都高の渋滞損失時間
・平日現況※ 100とした場合 ⇒ 大会関係者が加わることで188 ⇒ ＴＤＭ一律10％では105

②ＴＳＭの効果と影響
・局所的に本線料金所の通過交通量の制限や入口閉鎖を実施することで、ＯＲＮの円滑な交通状況を維持
・一方、交通量の低減・分散が十分でない状況下でＯＲＮの円滑な流動を確保するには、高強度のＴＳＭが必要
⇒流入調整に伴う周辺部での混雑発生などが懸念される

都市活動の安定と円滑な大会輸送の両立を図る追加対策（首都高の流動確保策）が必要

※大会同時期（平成29年7月）の金曜日を想定

資料2

前提条件 ＴＤＭへの協力の持続 イレギュラー時対応

事故・自然災害等への
対応
・車線規制、通行止めにより容量
低下が発生

長期にわたる交通需要の
低減・分散の持続
・利用者の理解と協力のもと、交
通需要が低減・分散された状態
が継続されることが必要

・円滑になったＯＲＮを新たに利用
する交通が発生

大会期間中の一般交通量の変動
・月曜から金曜日にかけて首都高の交通量が増加。日変動もある

Ｈ３０年大会同時期最大 117.7万台
Ｈ３０年7月平日平均 110.1万台
Ｈ３０年７月休日平均 88.7万台

（大会同時期最大を休日平均並みにする場合、約25％減に相当）

大会関係車両
観客の滞在等による波及交通
・観光に伴うタクシー、バスの利用増加 ・貨物輸送の増加

交通輸送技術検討会（第4回）資料



追加対策（首都高の流動確保策）の検討

料金施策
通行車両の制限

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

首都高の流動確保の
方法

・混雑している区間や時間帯に
課金することで、利用を抑制して、
首都高の交通流動を確保

・本線料金所や入口において、
ナンバープレートの末尾番号に応じて、
車両の通行を規制して、首都高の交
通流動を確保
（例：偶数日には偶数番号、奇数日には
奇数番号のみ通行可能）

・複数人員が乗車する車両の
専用レーンを設置することで、
相乗りを促進し、車両の総量を抑制し
て、首都高の交通流動を確保

技術的・物理的な制約 ・既存の料金所を活用
・料金収受システムの変更が必要
（料金の額の変更など）

・車両を峻別するための機器と人員が
相当数必要
・本線料金所や入口において、
通行できない車両の転回スペースの
設置が困難

・車両を峻別するための機器と人員が
相当数必要

想
定
さ
れ
る
影
響

首都高の
交通影響

・課金エリアの境界付近の出入口にお
いて、交通量増加が見込まれる。

・本線料金所付近において、通行でき
ない車両が滞留するおそれ

・一般車両の走行レーンが減少し、
渋滞が発生
・JCTなどの専用レーンの不連続部で
相乗り車が渋滞に巻き込まれる。
（第1回交通輸送技術検討会資料）

首都高利用者
への影響

・首都高利用者の料金負担が増加
（速達性を求める利用者は、
料金を支払えば首都高を選択できる）

・違反者に反則金が発生
・速達性を求める利用者が
首都高を選択できないことがある。

・違反者に反則金が発生

一般道の
交通影響

・課金を回避する車両が一般道に転換
・課金エリアの境界付近の出入口周辺
において、交通量増加が見込まれる

・通行できない車両が一般道に転換
・首都高入口付近において、通行でき
ない車両が滞留するおそれ

・専用レーンを通行できない車両が
一般道に転換

その他
・増収が生じた場合は、「他の輸送対策」
に活用するなど、適切に対応を検討

ー ー

１．基本的な考え方

①大会輸送の円滑化 ⇒ 大会期間中に限定して適用
②都市活動の安定 ⇒ 物流車両には基本的に適用しない（物流車両の範囲については今後検討）

２．首都高の流動確保策の検討

資料3
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

検討事項等

交通輸送
技術検討会

他会議
との連携

輸送運営
計画

交通輸送技術検討会に係わる今後のスケジュール（案）

輸送運営計画(V2)案
作成 ★

輸送運営計画(V1)
策定 ★

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

輸送運営計画(V2)
策定★

輸送連絡調整会議等で個別の実施内容について調整・合意形成等

助言・情報発信

課
題
の
把
握
・
基
本
的
な
考
え
方

第
１
回
検
討
会

現況把握
と

課題抽出

テストイベント

TDM/
TSMの
試行

⚫ 評価・分析

⚫ 改善策の検討
⚫ 試行の検討

【ワーキンググループで
具体的な検討を実施】

適宜検討会を開催予定

⚫ 交通マネジメント、輸送サービスレベルについて継続して検討
⚫ 交通マネジメント（TDM/TSM/公共交通）に係わる検討

⚫ 輸送サービスレベルに係わる検討

⚫ 交通マネジメントの具体的な

実施内容検討

⚫ 大会輸送影響度マップ作製
継続して検討

提言 提言

運
用
の
確
認
等

Ｔ
Ｄ
Ｍ
推
進
に
向
け
た

基
本
方
針
案(

公
表
済)

交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
提
言(

中
間
の
ま
と
め)

第
２
回
検
討
会

交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
検
討
状
況
報
告

第
４
回
検
討
会

交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
提
言
の
ま
と
め(

案)

第
５
回
検
討
会

◎
8月8日

TDM推進プロジェクト発足式

資料4

交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
検
討
状
況
報
告
／
影
響
度
マ
ッ
プ

第
３
回
検
討
会

⚫ 試行の準備

⚫ 追加対策の検討

交通輸送技術検討会（第4回）資料



交通マネジメントに関わるこれまでの検討結果

大会期間中の実施目標
・平日の15％程度交通量減（休日並み）の良好な交通環境の実現を目指す
・継続的に一般交通を抑制し交通量全体を大会前の10％程度減とするとともに、部分的に更なる分散
抑制を図る

渋滞･事故

の発生リスク

リスク大 リスク小

道路交通を15%程度
抑制したｲﾒｰｼﾞ

道路交通を10%程度
抑制したｲﾒｰｼﾞ

（局所的に混雑が残る）

TDMによる
部分的な
更なる抑制

大会時における

良好な交通環境

の実現

TSMによる
局所的な対応

現況の

道路交通環境

TDMにより
10%抑制

【参考】
首都高の通行台数（H29.7）
平日 109万台/日
休日※ 89万台/日
（平日比 約18％減）

※日曜祝日

渋滞(20km/h以下)

混雑(20～40km/h)

非混雑(40km/h以上)

参考資料

1

出典：東京2020大会の交通マネジメントに関する提言（中間のまとめ）

交通輸送技術検討会（第4回）資料



交通マネジメントに関わるこれまでの検討結果

①ＴＤＭの効果（圏央道内側で一律に10％車両を減らした場合の試算）

首都高の車両が一律で減ることによる
渋滞損失の変化

首都高及び一般道（区部）の走行台数

１）利用台数
・TDM一律10％で首都高の利用台数は
6％減、区部の一般道は11％減
２）首都高の渋滞損失時間
・平日現況※100とした場合
⇒大会関係者が加わることで188
⇒TDM一律10％では105

②ＴＳＭの効果と影響

・高速道路では、以下の①②の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、ＯＲＮの円滑な交通状況を維持

ＴＤＭによる交通量低減が十分でない状況下
ではＴＳＭの流入調整による影響が大きくなる

①各高速道路から都心方向へ向かう経路上の本線料金所において、
通過できる交通量を制限 ⇒都心部に集中する交通を減らす
②ＯＲＮ上の混雑箇所を解消するために効果的な入口を閉鎖 ⇒渋滞
の発生や悪化を防ぐ

・一方、交通量の低減・分散が十分でない状況下でＯＲＮの円
滑な流動を確保するには、高強度のＴＳＭが必要となり、それ
に伴う周辺部での混雑発生などが懸念される

2

11％減

6％減

首
都
高
の
渋
滞
損
失
時
間

（現
況
を
１
０
０
％
と
し
た
場
合
の
変
化
）

出典：第3回資料２及びシミュレーション結果をもとに作図

出典：第3回資料２



今夏の試行の取組

■目的 ■各施策との連携

・テレワーク・デイズ2019を同一期間で展開

・効果検証実施やＰＲイベントでの連携を検討

・テストマッチ等を活用し、会場オペレーション等
大会運営に係る事項を確認

・マラソン（ＭＧＣ）や、ラグビーワールド杯等の
イベント時のデータ検証を実施
（９月１５日（日）～９月２１日（土））

など

・「都庁２０２０アクションプラン」を着実に実施
し、達成度等を検証

・大会1年前の本番テストとして、広く企業へ交
通量削減の取組実施を呼び掛ける

・重点期間の試行効果を検証し、本番に向け対応
を強化

■具体的取組

・交通混雑緩和の気運醸成を図るため、一体的な
広報展開を実施

・交通量の削減・分散につながる取組項目を提示
し、企業等にアクションプランの作成と集中取
組期間における取組の実施を依頼

■都の取組

1

■実施期間

・推進期間
２０１９年７月２２日（月）～９月６日（金）

・集中取組期間（平日）
①７月２２日（月）～８月 ２日（金）（オリンピック大会期間に相当）
②８月１９日（月）～８月３０日（金）（パラリンピック大会期間に相当）

資料３－２



「大会1年前試行」の実施期間

2



日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー

横浜線

①高速道路

②一般道路

③鉄道 駅間・・・2018年10月31日 第３回交通輸送技術検討会後 公表（7月31日分のみ）

・・・2018年11月 6日 公表（全日分）

④鉄道 駅 ・・・2019年 2月22日 公表

⑤競技会場周辺・・・2018年12月13日 公表（全日分）

駅の大会輸送影響度マップについて

【大会輸送影響度マップの種類】

・「各駅における混雑や観客による影響の程度」を示したもの（何も交通対策を行わない前提に
基づくもので、大会時の混雑そのものを表したものではない）
・着色されている時間帯及びその直前・直後の利用をできるだけ回避するなど、各企業がＴＤＭ
の対策を検討する際の参考としていただく
・東京圏全体版と都心部拡大版、地下鉄版（地下鉄のみ）の3種類

【鉄道 駅 大会輸送影響度マップ】

■ 混雑度合いの考え方
朝ラッシュ時間帯とそれ以外の時間帯で混雑状況の表示を変更

・朝ラッシュ時間帯：
普段の朝ラッシュより更に混雑が見込まれる駅にマーク

・朝ラッシュ以外の時間帯：
普段の朝ラッシュ並みの混雑が見込まれる駅にマーク

■観客の影響度合いに関する考え方

「観客の影響がかなりある」のイメージ
・観客により普段に比べ駅利用者が概ね３割以上増える状況

「観客の影響がある」のイメージ
・観客により普段に比べて駅利用者が概ね３割未満増える状況

なお、大会輸送影響度マップに示した混雑状況は、
３０分の平均の混雑状況であり、駅やホームによって混雑の度合い
にばらつきがある。

2018年10月31日 第３回交通輸送技術検討会後 公表（全日分）

資料３－３

【2020/7/31（金）8:00～9:00 サンプル】

東京圏全体版（地下鉄以外）

地下鉄版

都心部拡大版

サンプル サンプル

サンプル
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会場周辺における交通対策（案） 

 

１ 目的 

  安全・円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸送と、経済・都市活動との両立を図るため、広

域・会場周辺及び会場直近において段階的に交通対策を実施する。 

 

２ 各交通対策について 

２－１ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 会場周辺対策 

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。 

 

２－３ 会場直近対策 

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。 



２－３ 会場直近対策 

２－２ 会場周辺交通対策 

各交通対策のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事前広報 

関係機関のホームページや広報誌など様々な媒体を活用して、各対策の内容について事前

周知を図る。 

 

４ 今後について 

  会場毎に交通事情が異なるため、各会場の状況に応じて個別具体的な各交通対策について関

係機関と連携しながら検討を進め、2019年夏に具体的な内容を提示する。 

 

 

会場外駐車場 

ＯＲＮ 

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す。 

トラフィックペリメーター外側の幹線道路 

トラフィックペリメーター 

迂回 

迂回 

迂回 

車両通行禁止等の交通規制も含
め、警察・区市等の関係機関と協
議し検討する。 

迂回 

輸送関連施設 

シャトルバス乗降場 

トラフィックペリメーター 
会場周辺における迂回を促す範囲で、案内看板や広報等
により、会場直近を通り抜けしようとする車両に対して
迂回を促す。 

セキュリティペリメーター 
会場を囲む物理的な境界線。 

セキュリティペリメーター 



輸送運営計画V2（案）について

2019年3月27日

資料５



１ 輸送運営計画V2とは

作成目的：

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

・輸送の全体像を市民や関係機関と共有すること。

・輸送の検討状況を IOC/IPCに報告すること。

作成主体：

組織委員会と開催都市である東京都と共同で作成

1



２ 輸送運営計画V1からの進化

2

○V1策定（2017年6月）以降に更新された前提条件を反映

・競技スケジュール（セッションスケジュール）

・競技会場、非競技会場、輸送デポなどの輸送関連施設

・ステークホルダーの人数 など

○検討の深度化に伴う内容を反映

・東京圏及び地方におけるORN/PRN、観客輸送ルート、観客利用想定駅の各案

・TDM、TSM及び公共交通輸送マネジメントの取組内容

・追加施策の検討

・車両の調達・管理・運用 など

○その他

・輸送のサインや輸送のテストなど安全・円滑な大会輸送に必要な取組 など



３ 輸送運営計画V2（案）の構成案

3

編 章構成

Ⅰ 前提条件 １ はじめに
２ 輸送目標及び戦略
３ 役割及び責任
４ 輸送に係る体制

５ ステークホルダー
６ 競技会場及び競技日程

Ⅱ ステークホルダーへ提供する
輸送サービス

（関係者別）
７ 大会関係者の輸送 ※
８ 観客及びスタッフの輸送 ※
（サイト別）
９ 競技会場における輸送 ※

（イベント別）
10 開閉会式における輸送

※ 輸送ルート、パラリンピック輸送の
記載を含む。

Ⅲ 輸送サービスを提供するため
の手段

11 輸送の指揮系統
12 輸送のセキュリティ
13 リスク管理
14 交通マネジメント
15 車両の調達・管理・運営
16 パラリンピック移行

17 輸送スタッフ
18 輸送の広報
19 輸送のテスト

Ⅳ 大会後を見据えた取組 20 輸送の持続可能性
21 輸送のレガシー

附則 輸送の予算、用語集

凡例：赤字はV2(案)で追加を想定する章



４ 想定する記載内容 (1/3)

4

章 想定する記載内容

１ はじめに ・本計画の目的、位置付け、構成、更新スケジュール

２ 輸送目標及び戦略 ・輸送目標及び輸送戦略

３ 役割及び責任 ・組織委員会、開催都市である東京都の関係機関等の役割及び責任

４ 輸送の関する体制 ・輸送連絡調整会議、交通輸送技術検討会、2020交通輸送円滑化推進会議な
どの輸送の検討体制
・2020TDM推進プロジェクトによるTDMの推進体制

５ ステークホルダー ・ステークホルダーの種類、更新した人数

６ 競技日程及び会場 ・競技日程として最新のセッションスケジュール
・競技会場、非競技会場、その他輸送の施設の名称、位置など

７ 大会関係者の輸送 ・大会関係者へ提供する輸送システム（TA、TMなど）の概要
・出入国時や開閉会式時の輸送サービスの概要
・関係者輸送ルート(ORN/PRN)設定の考え方
・大会ルート（案）
・想定移動時間設定の考え方
・スムースな乗降を行うための仮設スロープの設置などの配慮事項 など



5

章 想定する記載内容

８ 観客及びスタッフの輸送 ・観客・スタッフの輸送手段となる輸送モードの概要
・観客・スタッフの需要
・観客輸送ルート設定の考え方
・観客輸送ルート（案）、観客利用想定駅
・案内・誘導の考え方
など

９ 競技会場における輸送 ・会場輸送の概要、パラリンピックにおける取組、車両認証／駐車許可
(VAAPs)の概要
・東京圏会場における輸送の概要（会場周辺の輸送ルートを含め会場ごとに
記載）
・地方会場（東京圏外）における輸送の概要（同）
・会場周辺における交通対策やアクセシビリティ確保の考え方 など
・非競技会場（練習会場、IBC/MPC、選手村、宿泊施設、公式出入国地点）、
その他施設における輸送サービス

10 開閉会式における輸送 ・日程、輸送規模、今後の進め方 など

11 輸送の指揮系統 ・大会運営の指揮系統(C3)の考え方
・輸送センター(TROC)の位置付け、目的・役割、機能・構成、スケジュール
など

12 輸送のセキュリティ ・目的、今後の進め方 など

４ 想定する記載内容 (2/3)



6

章 想定する記載内容

13 リスク管理 ・輸送のリスクと対処の考え方 など

14 交通マネジメント ・大会時の交通状況、交通マネジメントの必要性、交通マネジメントの種類
・TDM、TSM、公共交通輸送マネジメントの概要
・追加施策の検討
・TDM/TSMの試行の概要
・今後の検討スケジュール

15 車両の調達・管理・運用 ・車両の調達方法、台数、納車・返車、燃料供給、洗車などの車両の管理
など

16 パラリンピック移行 ・移行期間、移行内容の概要 など

17 輸送スタッフ ・輸送スタッフの種類、人数、研修に向けたスケジュール など

18 輸送の広報 ・目的、手段、今後の進め方 など

19 輸送のテスト ・目的、種類、想定するテスト内容、今後の進め方 など

20 輸送の持続可能性 ・背景、目標・方針、取組内容

21 輸送のレガシー ・アクセシビリティや交通マネジメントなどのハード・ソフトのレガシー

用語集 ・輸送の予算
・TSMなど新たな用語の追加等

４ 想定する記載内容 (3/3)



１輸送運営計画とは
➢組織委員会及び東京都が、輸送の条件や提供するサービス等の検討・取組状況について、関係機関と調整し、とりまとめた計画

４当面のスケジュール
５月18日 輸送連絡調整会議開催、

Ｖ１（案）の公表
6月初旬 IOC提出
６月12日 組織委員会理事会報告

３記載内容（例）
・各ステークホルダーに提供する輸送サービスの内容
・関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・ネットワーク）設定の考え方
・交通需要マネジメント（TDM)の構想
・輸送センターのあり方

オリンピック競技会場及びオリンピック・ルート・ネットワーク（東京圏）

輸送センターの機能イメージ

２計画策定の目的
➢サービスや取組、前提条件等、輸送の全体像の明確化
・誰を、どこからどこまで輸送するのか
・提供する輸送サービスの内容
・目標とする輸送を実現するための取組
・将来社会に活きる輸送のレガシー

➢輸送の全体像について、関係者や市民と共有
・輸送連絡調整会議（国の関係省庁、警察、地方自治体、高速道路会社、鉄
道事業者等）の枠組みを活用してデリバリーパートナーと共有

・V1（案）を一般公表予定

➢IOCへの提出
・TRAレビュー（3月）において、概略についてIOC確認済
・内容確定後、IOCへ提出予定

５今後のスケジュール
2018年度 V2（案）の作成
2019年度以降 V2について順次、IOC

及びIPCの承認を得る
予定

【参考】輸送運営計画V1の概要

7



１ はじめに
〇本計画の目的、更新について記載

２ 輸送目標及び戦略
〇輸送目標とそれを達成するための戦
略を記載

３ 役割及び責任
〇輸送における役割及び責任を記載

〇検討体制である輸送連絡調整会議を
記載

４ ステークホルダー
〇ステークホルダーの種類及び想定人
数を記載

５ 競技日程及び会場
〇競技日程（立候補ファイル時点）
及び競技会場（2017年4月1日現在）
を記載

６ 大会関係者の輸送
〇関係者が会場間を移動する輸送システム（TA、T1、T2、T3な
ど）について、ステークホルダーごとに提供する内容を記載

〇関係者が利用する輸送ルートについて、ルート設定の考え方
を記載

〇大会関係者が利用する車両の調達や使用方針、管理の考え方
を記載

〇輸送デポの施設整備について、関係機関と連携して整備して
いくことを記載

７ 観客及びスタッフの輸送
〇観客・スタッフが利用する公共交通網と観客輸送ルート設定
の考え方、観客利用想定駅などを記載

８ 競技会場における大会関係者輸送
〇競技会場内・周辺における輸送、車両認証／駐車許可(VAPP)
の仕組みなどについて記載

９ 非競技会場における大会関係者輸送
〇練習会場やIBC/MPC、選手村、宿泊施設などの非競技会場の
輸送の特徴を記載

10 地方会場における輸送
〇選手村からの輸送を行わない会場としての地方会場に
ついて、輸送の特徴を記載

11 交通需要マネジメント(TDM)
〇ロンドンの事例も参考にしつつ、東京における交通の
特性を踏まえ、大会に係る円滑な輸送の実現と都市活動
の安定の両立が図られるよう、意識啓発や物流への対応
など様々な方策を検討することを記載

12 輸送のセキュリティ
〇輸送部門とセキュリティ部門との連携により対応して
いくことを記載

13 リスク管理
〇リスクマネジメントを行うことを記載

14 大会輸送の運営管理
〇輸送センターの目的・役割として、メインオペレー
ションセンターや都市オペレーションセンター等と連携
し、輸送に関する情報の収集・発信、現場レベルで解決
の難しい事案についての調整機能を有することなどを記
載

15 輸送の持続可能性
〇低公害・低燃費車両の活用や公共交通機関の利用促進
等を記載

16 輸送のレガシー
〇アクセシブルな環境整備や交通マネジメントを通じて
得られる知見や経験等がレガシーになることを記載

例）輸送目標
・大会に係る円滑な輸送の実現と都
市活動の安定の両立を図る。

例）輸送戦略
・総合的かつ先進的な交通マネジメ
ントを展開する。これにあたっては、
交通需要マネジメントに加え、イン
フラを最大効率で活用するための交
通インフラのマネジメントを実施す
る。

例）輸送における組織委員会と開催都
市の役割及び責任

・ステークホルダーへの輸送サービス
の提供

例）ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾙｰﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ設定にあたっての基本コンセプト
・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。

例）選手及びNOC/NPC
・選手及びNOC/NPCの宿泊施設である選手村を起点とし、競技日程
及び練習日程に従い、各競技会場、練習会場間を専用バスで移動で
きる輸送システム(TA)の提供を基本とする。

例）観客輸送ルート設定の考え方
・歩行延長が過度に長くならないよう、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。

例）地方会場における輸送の特徴
・地方会場においては、選手を始めとしたステークホルダー
が、競技会場近郊のホテルに宿泊する場合がある。そのた
め東京圏の会場において提供される輸送サービスとは異な
るオペレーションが必要となり、それを踏まえた輸送の検
討が必要になる。

例）車両の調達
・（略）効率性や費用対効果なども踏まえ、東京都以外の道府県の
バス事業者からも調達するなど、最善の方法を決定していく。
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2019年 2020年

1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1,2月 3~5月 6月~

テストイベント ウェーブ1 ウェーブ2 ウェーブ3

輸送運営計画V2

輸送連絡調整会議
（東京圏）

輸送連絡調整会議
（各道県）

交通輸送技術検討会

2020交通輸送
円滑化推進会議

TDM/TSMの試行

輸送センター

東
京
２
０
２
０
大
会

適宜開催

資料６

●
第7回
(3/27)

●
第4回
(2/6)

適宜開催

今後の検討スケジュール

●
V2

IOC承認※
調整 適宜更新V2(案)作成

〇
第8回

←－→
第4回 適宜開催

適宜開催

試行の検討

〇
第5回

試行の準備 試行 評価・分析、改善策の検討

※IPCに対しても提出する。

連携体制の構築等 稼働準備、机上訓練等 本稼働



晴海アイランドトリトンスクエアにオフィスを集約

新宿パークタワー

都庁オフィス

三会堂オフィス

虎ノ門オフィス

参考資料１

組織委員会の新拠点



東京2020テストイベント実施予定

（2019年3月時点）

競技（種別） イベント名 日程／会場 主催

2018年9月9日～16日

江の島ヨットハーバー

水泳 2018年10月5日～7日

（水球） 東京辰巳国際水泳場

2019年6月27日～30日

AGFフィールド

武蔵野の森総合スポーツプラザ

2019年7月6日～7日

東京国際フォーラム

2019年7月12日～18日

夢の島公園アーチェリー場

2019年7月18日～21日

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

自転車競技 2019年7月21日

（ロード） スタート：武蔵野の森公園

ゴール：富士スピードウェイ

2019年7月23日～28日

武蔵野の森総合スポーツプラザ

バレーボール 2019年7月24日～28日

（ビーチバレーボール） 潮風公園

2019年8月7日～11日

海の森水上競技場

馬術 2019年8月12日～14日

（総合馬術）
馬事公苑／海の森クロスカント

リーコース

JOCジュニアオリンピックカップ大

会
2019年8月14日～16日

2019年度（第25回）日本ジュニアゴ

ルフ選手権競技
霞ヶ関カンツリー倶楽部

ITUオリンピッククオリフィケー

ションイベント（2019／東京）
2019年8月15日～18日

ITU世界ミックスリレートライアス

ロンシリーズ（2019／東京）
お台場海浜公園

ITUパラトライアスロンワールド

カップ（2019／東京）

2019年8月17日～21日

大井ホッケー競技場

2019年8月17日～22日

（事前計測日：8月15日～16日）

江の島ヨットハーバー

バスケットボール 2019年8月20日～25日（調整中）

（バスケットボール） さいたまスーパーアリーナ

2019年8月25日～9月1日

日本武道館

セーリング
セーリングワールドカップシリーズ

江の島大会2018

ワールドセーリング／

（公財）日本セーリン

日本選手権水泳競技大会水球競技 （公財）日本水泳連盟

近代五種
2019 UIPM ワールドカップファイナ

ル
国際近代五種連合

サーフィン
READY STEADY TOKYOーサーフィ

ン
東京2020組織委員会

READY STEADY TOKYOー自転車競

技（ロード）
東京2020組織委員会

バドミントン
ダイハツ・ヨネックスジャパンオー

プン2019　バドミントン選手権大会

（公財）日本バドミン

トン協会

ウエイトリフティング
READY STEADY TOKYOーウエイト

リフティング

東京2020組織委員会／

（公社）日本ウエイト

アーチェリー
READY STEADY TOKYOーアーチェ

リー
東京2020組織委員会

ゴルフ
（公財）日本ゴルフ協

会

トライアスロン

ITUオリンピッククオリ

フィケーションイベン

ト東京大会実行委員会

（仮称）

ホッケー READY STEADY TOKYOーホッケー 東京2020組織委員会

FIVBビーチバレーボールワールドツ

アー2019 4-star 東京大会
国際バレーボール連盟

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

READY STEADY TOKYOー馬術（総

合馬術）

東京2020組織委員会／

（公社）日本馬術連盟

セーリング
READY STEADY TOKYOーセーリン

グ
東京2020組織委員会

バスケットボール日本代表国際大会

2019（仮称）

（公財）日本バスケッ

トボール協会

柔道 2019世界柔道選手権東京大会
国際柔道連盟／（公

財）全日本柔道連盟

参考資料２

https://tokyo2020.org/jp/games/sport/testevents/road-cycling/index.html


空手 2019 空手1プレミアリーグ東京大会 2019年9月6日～8日 世界空手連盟

（形、組手）
（大会終了翌日に「READY STEADY

TOKYOー空手」を1日別途開催）

（READY STEADY TOKYOー空

手：9月9日）

日本武道館

（2019 空手1プレミア

リーグ東京大会終了翌

日のテストイベントに

ついては東京2020組織

委員会主催）

カヌー 2019年9月12日～15日

（スプリント） 海の森水上競技場

陸上競技 2019年9月15日

（マラソン）
スタート・フィニッシュ 明治神宮

外苑

2019年9月26日～27日

東京国際フォーラム

2019年9月27日～28日

幕張メッセ Aホール

2019年9月28日～29日

幕張メッセ Cホール

水泳（マラソンスイミン

グ）

READY STEADY TOKYOー水泳（マ

ラソンスイミング）
調整中 東京2020組織委員会

2019年10月3日～5日

幕張メッセ Aホール

野球・ソフトボール 2019年10月5日～6日

（ソフトボール） 福島あづま球場

自転車競技 2019年10月6日

（マウンテンバイク） 伊豆MTBコース

自転車競技 2019年10月12日～13日

（BMXレーシング） 有明アーバンスポーツパーク

2019年10月23日～11月3日

有明テニスの森

カヌー 2019年10月25日～27日

（スラローム） カヌー・スラロームセンター

ボクシング 未定 未定 未定

2019年11月6日～11月10日

東京体育館

2019年11月13日～17日

国立代々木競技場

2019年11月21日～24日

国立代々木競技場

体操 2019年11月28日～12月1日

（トランポリン） 有明体操競技場

2019年12月13日～15日

幕張メッセ Bホール

2020年2月28日～3月1日

有明体操競技場

2020年3月6日～8日

（予備日：3月8日）

青海アーバンスポーツパーク

2020年3月12日～15日

国立代々木競技場

READY STEADY TOKYOーカヌー

（スプリント）
東京2020組織委員会

マラソングランドチャンピオンシッ

プ

（公財）日本陸上競技

連盟

パワーリフティング
READY STEADY TOKYOーパワーリ

フティング

東京2020組織委員会／

（特非）日本パラパ

レスリング
READY STEADY TOKYOーレスリン

グ
東京2020組織委員会

第52回日本女子ソフトボールリーグ

１部第８節福島大会

（公財）日本ソフト

ボール協会／日本女子

READY STEADY TOKYOー自転車競

技（マウンテンバイク）
東京2020組織委員会

テコンドー
READY STEADY TOKYOーテコン

ドー
東京2020組織委員会

ゴールボール
2019ジャパンパラゴールボール競技

大会

（公財）日本障がい者

スポーツ協会

卓球 2019 ITTFチームワールドカップ 国際卓球連盟

パラバドミントン
JAPAN パラバドミントン国際大会

2019

（一社）日本障がい者

バドミントン連盟

READY STEADY TOKYOー自転車競

技（BMXレーシング）
東京2020組織委員会

テニス 三菱 全日本テニス選手権94th
（公財） 日本テニス協

会

READY STEADY TOKYOーカヌー

（スラローム）
東京2020組織委員会

ボッチャ 2020ジャパンパラボッチャ競技大会
（公財）日本障がい者

スポーツ協会

スポーツクライミング
READY STEADY TOKYOースポーツ

クライミング
東京2020組織委員会

ハンドボール
JAPAN CUP 2019 東京／第71回日本

ハンドボール選手権大会（男子の

（公財）日本ハンド

ボール協会

第34回世界トランポリン競技選手権

大会

国際体操連盟／（公

財）日本体操協会

フェンシング
高円宮杯フェンシングワールドカッ

プ

（公社）日本フェンシ

ング協会

ウィルチェアーラグビー
2020ジャパンパラウィルチェアーラ

グビー競技大会

（公財）日本障がい者

スポーツ協会



体操 2020年4月4日～5日

（体操） 有明体操競技場

体操 2020年4月6日

（新体操） 有明体操競技場

自転車競技 2020年4月11日～12日

（トラック） 伊豆ベロドローム

水泳 2020年4月11日～12日

（水球） 東京辰巳国際水泳場

水泳 2020年4月14日～15日

（競泳） 東京アクアティクスセンター

2020年4月16日

東京アクアティクスセンター

水泳 2020年4月21日～26日

（飛込） 東京アクアティクスセンター

バレーボール 2020年4月21日～26日

（バレーボール） 有明アリーナ

2020年4月22日

有明アーバンスポーツパーク

2020年4月25日～26日（いずれか1

日になる場合有）

味の素スタジアム

自転車競技 2020年4月（調整中）

（BMXフリースタイル） 有明アーバンスポーツパーク

水泳 2020年4月30日～5月3日

（アーティスティックスイ

ミング）
東京アクアティクスセンター

2020年4月（調整中）

陸上自衛隊朝霞訓練場

バスケットボール 2020年5月2日～6日（調整中）

（3x3 バスケットボール） 青海アーバンスポーツパーク

2020年5月2日～3日

オリンピックスタジアム

2020年5月5日～6日

オリンピックスタジアム

サッカー 調整中 調整中 調整中

READY STEADY TOKYOー自転車競

技（トラック）
東京2020組織委員会

テストマッチ （公財）日本水泳連盟

READY STEADY TOKYOー水泳（競

泳）
東京2020組織委員会

体操ワールドカップ東京大会2020
国際体操連盟／（公

財）日本体操協会

READY STEADY TOKYOー体操（新

体操）
東京2020組織委員会

スケートボード
READY STEADY TOKYOースケート

ボード
東京2020組織委員会

ラグビー
アジアセブンズインビテーショナル

2020（予定）

（公財）日本ラグビー

フットボール協会（予

定）

パラ水泳 READY STEADY TOKYOーパラ水泳 東京2020組織委員会

FINA ダイビングワールドカップ 国際水泳連盟

2020 バレーボール国際親善大会（仮

称）

（公財）日本バレー

ボール協会

バスケットボール3x3 国際試合2020

（仮称）

（公財）日本バスケッ

トボール協会

パラ陸上競技 2020ジャパンパラ陸上競技大会
（公財）日本障がい者

スポーツ協会

陸上競技 （仮称）東京チャレンジ陸上2020
（公財）日本陸上競技

連盟

READY STEADY TOKYOー自転車競

技（BMXフリースタイル）
東京2020組織委員会

FINA アーティスティックスイミング

オリンピック競技大会 予選トーナメ

ント 2020

国際水泳連盟

射撃 調整中 調整中



２０１９年７月カレンダー ２０１９年８月カレンダー
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

ウエイトリフティング＠東京国際フォーラム

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
   アーチェリー＠夢の島公園アーチェリー場 ボート＠海の森水上競技場

プロ野球オールスターゲーム＠東京ドーム

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
山の日 振替休日 馬術（総合馬術）＠馬事公苑/海の森クロスカントリーコース

海の日 ゴルフ＠霞ヶ関カンツリー俱楽部

トライアスロン＠お台場海浜公園

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
バスケットボール＠さいたまスーパーアリーナ

自転車競技（ロード） バドミントン＠武蔵野の森総合スポーツプラザ ホッケー＠大井ホッケー競技場

＠S武蔵野の森

公園/G富士ス

ピードウェイ

〇

テレワーク

デイ

セーリング＠江の島ヨットハーバー

28 29 30 31 8/1 8/2 25 26 27 28 29 30 31

柔道＠日本武道館

【凡例】 【凡例】

集中取組期間②

集中取組期間➀ （テレワーク･デイズ2019集中実施）

（テレワーク･デイズ2019集中実施）

組織委員会主催(または共催)

IF／NF 主催等

競技（種別）＠会場   S：スタート/G：ゴール 競技（種別）＠会場   S：スタート/G：ゴール

その他 その他

組織委員会主催(または共催)

IF／NF 主催等

コミックマーケット96

＠東京ビッグサイト

お 盆 休 み

バレーボール(ビーチバレーボール)

＠潮風公園



２０１９年９月カレンダー ２０１９年１０月カレンダー
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

   空手(形・組手)＠日本武道館 2019ラグビーW杯 レスリング＠幕張メッセAホール

＠東京17:00

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
カヌー(スプリント)＠海の森水上競技場

大相撲9月場所＠両国国技館
＠東京13:45 ＠横浜17:15

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
敬老の日 ラグビーW杯2019 体育の日

陸上競技(マラソン)＠S/G明治神宮外苑 開会式18:30

＠東京19:45

＠東京16:15

＠横浜18:45
＠横浜19:45 ＠東京19:15

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
秋分の日 パワーリフティング＠東京国際フォーラム 皇室関係 テニス＠有明テニスの森(～11/3)

＠横浜16:45
  テコンドー＠幕張メッセAホール

＠東京19:15
即位の礼

パレード

＠横浜17:00

準決勝

29 30 27 28 29 30 31 11/1 11/2 11/3
ゴールボール＠幕張メッセCホール カヌー(スラローム)＠カヌー・スラロームセンター

※11/2まで

＠東京16:45
＠横浜18:00

【3位戦】

＠東京18:00

【決勝戦】

＠横浜18:00

※ラグビーW杯2019＠東京／東京スタジアム  ＠横浜／横浜国際総合競技場  ※ラグビーW杯2019＠東京／東京スタジアム  ＠横浜／横浜国際総合競技場 

【凡例】 【凡例】

組織委員会主催(または共催)

IF／NF 主催等

その他

競技（種別）＠会場   S：スタート/G：ゴール 競技（種別）＠会場

自転車競技(BMXレーシング)

＠有明アーバンスポーツパーク



【公共交通】【道路交通】

y

トラフィックペリメーター等

バス：TM、TA、TF

ﾌﾘｰﾄ：T1、T2、T3、

割当車両

交通ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ (TSM）

・交通規制

・ORN（高速道路、一般道）

ﾌｨｰﾀﾞｰﾊﾞｽ
(ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ)

P&R等

公共交通輸送マネジメント

・運行管理

交通需要マネジメント（TDM）

「やめる、へらす、まとめる、変える（ルート・目的地・手段・時間）」

鉄道：TP

ラストマイル等

Tokyo2020

政府、東京都

(Tokyo2020)

交通管理者

道路管理者

交通事業者

輸送

交通
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

凡例 ：大会関係者輸送 ：観客輸送

東京都、各自治体

交通管理者

道路管理者

交通事業者

鉄道：観客

輸送及び交通マネジメントの全体系
参考資料３


