
役職 委員氏名 所属先役職等

委員長 日枝　久 フジ・メディア・ホールディングス代表取締役会長

副委員長 石川　聡 一般社団法人共同通信社顧問

委員 安藤　洋二 株式会社TBSテレビ 東京オリンピック・パラリンピック室長 

委員 池田　正一 東京写真記者協会事務局長

委員 石井　ユミ 産経新聞東京本社営業局開発一部長

委員 笛吹　雅子 日本テレビ放送網株式会社報道局社会部専門副部長

委員 川嶋　明 一般社団法人日本新聞協会専務理事

委員 狐崎　浩子 株式会社テレビ東京執行役員ネットワーク局長

委員 五井　憲子 一般社団法人共同通信社総務局企画委員

委員 小杉　善信
日本テレビ放送網株式会社取締役専務執行役員
編成・制作・情報カルチャー・スポーツ担当　インターネット事業統括

委員 小菅　洋人 毎日新聞社執行役員　広報担当　社長室長　オリンピック・パラリンピック担当

委員 小牧　次郎
スカパーＪＳＡＴ株式会社取締役　執行役員専務
有料多チャンネル事業部門長　兼　放送事業本部長

委員 近藤　順夫 一般社団法人共同通信社常務理事

委員 今野　義範 株式会社ジェイ・スポーツ取締役編成部・制作部・メディアライツ事業部

委員 齋藤　秋水 株式会社フジテレビジョン営業局長

委員 佐野　慎輔 産経新聞東京本社特別記者（東京五輪･パラリンピック担当）兼論説委員

委員 柴田　岳
読売新聞東京本社執行役員オリンピック・パラリンピック、不動産・コンプライアンス・広報担当
（読売新聞グループ本社執行役員社長室長・コンプライアンス担当）

委員 白川　美紀 日本経済新聞社オリンピック・パラリンピック推進室長

委員 関根　英生 株式会社文化放送放送事業局次長

委員 平　一彦 株式会社エフエム東京専務取締役

委員 高橋　剛 株式会社テレビ東京スポーツ局長

委員 東実　森夫 株式会社時事通信社取締役　五輪・パラリンピック担当

委員 冨重　圭以子 毎日新聞東京本社専門編集委員

委員 夏野　剛
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参与
慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授

委員 Peter Langan President,the Foreign Correspondents� Club of Japan

委員 樋口　昌之 日本放送協会報道局 2020東京オリンピック・パラリンピック実施本部 副本部長

委員 檜原　真紀 株式会社ニッポン放送取締役

委員 福地　献一 朝日新聞社　執行役員　知的財産／オリンピック　パラリンピック・スポーツ戦略担当

委員 藤丸　真世 株式会社TBSテレビ・スポーツ局スポーツニュース部

委員 前川　万美子 株式会社フジテレビジョン国際開発局長

委員 丸山　実子　 株式会社時事通信社内政部専任部長

委員 三雲　薫 株式会社テレビ朝日スポーツ局長

委員 宮嶋　泰子 株式会社テレビ朝日スポーツ局スポーツコメンテーター

委員 村松　佐和子 日本放送協会報道局スポーツセンター・スポーツ番組部チーフプロデューサー

委員 本橋　春紀 一般社団法人日本民間放送連盟業務部部長

委員 山田 英樹 一般社団法人日本雑誌協会 日本雑誌記者会・写真記者会事務局長

委員 結城　和香子 読売新聞東京本社編集委員

委員 豊　吹雪 朝日新聞社オリンピック　パラリンピック・スポーツ戦略室主査

委員 吉田　直人 日本経済新聞社常務取締役

※異動等により新たに委員に就任される方に網掛けをしております。

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

メディア委員会名簿
平成29年2月20日時点
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東京2020大会の準備状況について

資料２



４月

７月

８月

８月～９月

１０月

１１月～１２月

１２月

２０１６年の主なトピックス

大会エンブレムの決定

アクション＆レガシープラン2016の公表

追加種目の決定

リオ２０１６大会
東京２０２０ジャパンハウス
フラッグハンドオーバーセレモニー

リオ オリンピック・パラリンピック日本選手団合同パレード
東京２０２０参画プログラムスタート

４者協議開催

東京２０２０大会にむけたボランティア戦略の策定
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①ALL JAPANによる日本・東京のPR

組織委員会、東京都、各府省庁、パートナー各
社、地方自治体等による日本・東京のPR

Tokyo 2020 JAPAN HOUSE（主催：東京2020組織委員会、東京都、JOC、JPC）

リオ２０１６大会における組織委員会の取組

②日本選手団記者会見

メダリスト記者会見、日本選手団応援等

③ホスピタリティ及び事務室機能

来賓のおもてなし、レセプション実施
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オリンピック／パラリンピックの閉会式にて、オリンピック旗／パラリンピック旗を引き継ぐ
フラッグハンドオーバーセレモニーを実施

リオ２０１６大会における組織委員会の取組
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２０１７年の主なトピックス

大会マスコット選考の検討開始

聖火リレーの検討開始

開・閉会式に関する検討開始 ※議事４にて説明

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」開始 ※議事３にて説明

ボランティア戦略の具現化
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大会マスコットの選考方法を検討するためのマスコット選考検討会議を設置。

選考方法について議論を行い、具体的なマスコットの選考を進めていく。

大会マスコット選考の検討開始

5



聖火リレーの検討開始

関係団体や外部有識者で構成する聖火リレー検討委員会を設置。

聖火リレーのコンセプトやルート策定における基本方針等の検討を開始。

東京２０２０組織委員会

東京都

外部有識者

全国知事会

内閣官房

文部科学省

ＪＯＣ

ＪＰＣ

聖火リレー検討委員会

2017年夏頃のコンセプト策定（IOC提出）を目指して、検討を行う。
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開・閉会式の検討開始

開・閉会式での演出に関する基本的な方針の検討や、

総合監督など演出に関わる者の選定などを行う式典委員会を設立。

式典委員会の設立【2017年春頃】

基本方針の検討【2017年春頃～2017年末頃】

制作体制の決定

制作・準備

大会本番
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大会をきっかけに

資源をより活かした社会へ

大会後に残るレガシー

環境意識の向上

持続可能な社会の実現

メダル製作プロセスに

新たな価値

東京2020大会時に

メダリストの元へ
国民の大会への参画

（エンゲージメント）

大会に向けた盛り上げ

皆の想いが集まって

メダル製作に関して東京2020が“初めて”となる３つのポイント

:  国民が参加してメダル製作を行うプロジェクトを実施

:  メダル製造に必要な全ての金属量を都市鉱山から賄う

:  ″金“の調達においては、リサイクル率100％を目指す

 参画

 環境

 テクノロジー

事業協力者２社、
（ＮＴＴドコモ／日本
環境衛生センター）、
東京都・環境省と
連携し、小型家電の
回収を実施。

8

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



ボランティア戦略

「東京2020大会に向けたボランティア戦略」は、東京2020大会におけるボラン
ティアの募集や研修などの運営のあり方、参加者の裾野拡大等について基本
的な考え方である。

【ボランティア戦略概要】

関係自治体・スポンサー等との連携

障がい者、生徒等多様な参加者の活動促進

応募条件や応募方法

東京都と東京2020での共通研修の実施

参加機運の醸成・裾野拡大 等

２０１８年夏頃の募集開始を目指す
9



アクション&レガシープラン2017及び
東京2020参画プログラムの状況・今後の展開

資料４



アクション&レガシープラン2017について

① 本文

• 原則として２０１６をベースに改訂

• 足許の環境変化等を踏まえた修正を検討

② 付表

• 東京2020参画プログラムの認証案件一覧

• 各ステークホルダーのアクション一覧の見通し

③ 2017年に向けての行動指針

• 東京2020参画プログラムの今後の方針について他

（１）方向性

時期 内容 詳細等

2017年6月～7月頃（予定） 専門委員会
• A&Lプラン2017の更新
• 参画プログラムの現状報告

2017年夏頃 理事会 • A&Lプラン2017の公表

（２）今後のスケジュール
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スポーツ・健康スポーツ・健康 街づくり街づくり 持続可能性持続可能性 文化文化

教育教育
経済・

テクノロジー
経済・

テクノロジー
復興復興

オールジャパン・
世界への発信

オールジャパン・
世界への発信

東京2020参画プログラム東京2020参画プログラム

東京2020
公認プログラム
東京2020

公認プログラム

 各省庁、開催都市、スポンサー、ＪＯＣ・ＪＰＣ、
会場関連自治体、大会放送権者、が実施

 公認事業としての位置づけ

東京2020
応援プログラム
東京2020

応援プログラム

 非営利団体等が実施

 アクションの裾野を広げ、多くの人々が
参画できることを目指す

＜分野＞

プログラムの枠組み
アクション＆レガシープランのコンセプトに基づいたイベント・事業が実施できる仕組み。様々な組織・団体がオ
リンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら大会に向けた参画・機運醸成を図るもの。
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東京2020参画プログラムの現状
東京都及び都内区市町村と会場関連自治体で全体の約４割。分野別ではスポーツ・健康と文化のアクションで全体の７割程度

教育プログラム（学校編）は、東京2020オリンピック・パラリンピック教育実施校として、その教育事業を認証するもの

－平成28年10月～平成29年3月までの対象校は、東京都及び競技会場のある道県に所在する学校及び文部科学省が推薦する学校が実施する事業

3

東京都

11%

都内区市町村

20%

各府省

8%

会場関連自治

体

13%JOC・JPC

1%

大会放送権者

1%

スポンサー

23%

組織委員会

3%

会場関連自治体を

除く地方自治体

14%

公益法人

3%

その他

3%

主体別認証アクション数

合計：347

スポーツ･健康

26%

街づくり

8%

持続可能性

3%文化

41%

教育

7%

経済･テクノロジー

4%

復興

4%

オールジャパン･

世界への発信

7%

分野別認証アクション数

合計：347

※各データは1月31日時点

都道府県 学校数

東京都 2,165

京都府 49

宮城県 23

長崎県 22

福岡県 13

熊本県 11

石川県 4

岩手県 1

埼玉県 1

千葉県 1

神奈川県 1

合計 2,291

都道府県別学校認証数
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事例紹介①

開催日： 2016年11月5日（土）・6日（日）
会 場 ： 福島県白河市立図書館 特設会場
主 催 ： 福島県・ふるさとの祭り実行委員会

ふくしまからはじめよう。「地域のたから」民俗芸能承継事業復興

（写真提供：福島県）

 祭りの場を提供することにより、継承の意欲を高め、地域の民俗芸能や人々の絆の再生を図
ることを目的として、ふるさとの祭り2016 in 白河を開催。県内外から集まった２０団体による
民俗芸能を公演。

 また、祭りの場の提供のみならず、総合的な支援を行い、今後の発展に向けた基盤整備を図
るため、専門家派遣や団体間交流・連携の促進、公演支援等も実施。



5

事例紹介②

実施期間：2016年4月～
主 催 ：宮城県
対 象 ：宮城県ゆかりのアスリート

東京オリンピック・パラリンピック強化支援対策事業復興

 本支援対策事業は、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックにおいて宮城県か
らメダル獲得選手および多くのオリンピアン・パラリンピアンを輩出することを目指し、宮城県
ゆかりの選手を「みやぎアスリート2020」として指定し強化活動支援を実施するもの。

 12月1日（木）、宮城県庁で指定選手への指定証交付式を開催した。
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事例紹介③

開催日： 2016年11月28日
場所： ＴＫＰガーデンシティ品川
主催： 東京都・東京都議会
共催： 東京2020

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたシンポジウム
2020年に向けて日本全国みんなで盛り上がろう

 東京2020大会に向けた開催準備が本格化する中、オールジャパンでの気運醸成等取組推進の契機とす
るため、シンポジウムを開催。早稲田大学SHOCKERS(男子学生チアリーディングチーム)や大前光市氏（リ
オパラリンピック大会閉会式出演者）によるパフォーマンスや、「東京2020大会を契機とした日本各地での
盛り上がりとレガシー創出のためのアイデア」をテーマとしたパネルディスカッションを実施。

 シンポジウム終了後、東京2020による東京2020参画プログラムの実務者説明会等を実施。

オールジャ
パン・世界
への発信
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事例紹介④

開催日：2016年10月～
主催： 全日本空輸株式会社

ANA × TOKYO 2020応援企画 機体デザインコンテスト

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功、そして、大会の基本ビジョン「全員が自己ベスト」
「多様性と調和」「未来への継承」実現への思いを込めて、2018年に就航する特別塗装機のデザインを
募集。

 2016年10月7日から11月30日の応募期間に786作品の応募があり、お客様とANA社員からの投票を受
け付け、入賞5作品の中から大賞1作品を決定。大賞作品のデザインを描いた特別塗装機（1機）は、
2018年 1月に国内線に就航し、日本各地の空を飛ぶ予定。

オールジャ
パン・世界
への発信
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参画プログラムの展開予定

東京2020
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）

2016年
10月

2020年

東京
2020
大会

レガシーと
して継続

2017年度2016年
12月

～

認証件数の増
加、大会の機運

醸成

START

キックオフ期間

東京2020
参画プログラム

東京2020
応援プログラム対象拡大

 2017年4月 認証WEBシステム構築、関係主体への説明会等開催
～6月

 2017年7月 応援プログラム対象拡大運用開始（予定）
※WEBによる申請を予定



東京2020参画プログラムの対象団体（現状）

東京2020公認プログラム
〈東京2020公認マーク付与〉
東京2020公認プログラム
〈東京2020公認マーク付与〉

東京2020応援プログラム

〈東京2020応援マーク付与〉

東京2020応援プログラム

〈東京2020応援マーク付与〉

 政府（各省庁）

 開催都市（東京都・区市町村）

 スポンサー

 JOC、JPC

 会場関連自治体（道県・市町）

 大会放送権者

 スポーツ関連  経済関連

 地域関連

• 日本障がい者スポーツ協会
• 日本スポーツ振興センター
• 日本体育協会
• 日本アンチ・ドーピング機構
• 日本レクリエーション協会

• 日本芸術文化振興会
• 国際交流基金
• 東京都歴史文化財団
• 日本芸能実演家団体協議会

• 経済界協議会
（構成団体※含む）

• 会場関連自治体以外の
府県、政令市

※構成団体：日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、東京商工会議所

9

 文化関連



応援プログラムの対象となる非営利団体（2017年度対象拡大分）
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 応援プログラムは、アクションの裾野を広げ、できる限り多くの団体・人々が参画できること
を目指すもの

 営利を目的としない団体に対して対象拡大予定（以下、検討中）

公共関連 市町村、国・自治体の外郭団体

地域関連 自治会・町内会等、商店街

スポーツ
関連 国内競技団体、体育協会

学校関連
連携大学、その他の大学・大学院・
短大、高専、専修・各種学校

経済関連 商工会議所、商工会

国際関連 国際機関、大使館

公益法人等 公益財団・社団、認定NPO、社会福祉法人

その他
一般財団・社団、NPO、協同組合、任意団
体等※公的団体による確認等を要件とする予定

注１：2017年7月から上記の団体に対象拡大する予定だが、外郭団体、連携大学は2017年4月から対象とする予定
（ただし、外郭団体については、既に所管団体が認証対象となっている外郭団体のみを対象とする）

注２：外郭団体は所管団体による主体登録を予定。自治会・町内会等、商店街は所在自治体による主体登録を予定
注３：学校は国公立および私立（学校法人、準学校法人）を対象とする予定



東京2020フェスティバル（仮称）について

 東京2020参画プログラム（東京2020文化オリンピアード）の集大成として、東京2020大会の直前から「東京2020フェス
ティバル（仮称）」の実施を検討

 まずは、文化・芸術の分野を中心に、組織委員会が主導し、政府、東京都、全国の自治体、スポンサー企業、文化芸術団体な
ど、多くのステークホルダーへ参画を呼びかける

 これを踏まえ、参画プログラムの各分野においても展開を検討予定

参画プログラムによる大会に向けた機運醸成

2020年4月頃2017年

東京2020フェスティバルの展開

・大会の盛り上げを最大化

・歴史に残るプロジェクト

・様々なステークホルダーの参画

・国内外への発信

※フェスティバルのイメージ写真は「東京キャラバン in 六本木」（撮影：篠山紀信）
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「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

資料５



大会をきっかけに

資源をより活かした社会へ

大会後に残るレガシー

環境意識の向上

持続可能な社会の実現

メダル製作プロセスに

新たな価値

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

東京2020大会時に

メダリストの元へ
国民の大会への参画

（エンゲージメント）

大会に向けた盛り上げ

皆の想いが集まって

メダル製作に関して東京2020が“初めて”となる３つのポイント

:  国民が参加してメダル製作を行うプロジェクトを実施

:  メダル製造に必要な全ての金属量を都市鉱山から賄う

:  ″金“の調達においては、リサイクル率100％を目指す

 参画

 環境

 テクノロジー

事業協力者２社、
（ＮＴＴドコモ／日本
環境衛生センター）、
東京都・環境省と
連携し、小型家電の
回収を実施。



2

事業協力者 主に下記3つの観点から、2社を事業協力者代表として選定

携帯電話事業者を通じた回収

事業協力者（代表社） 株式会社 NTTドコモ

 全国からの幅広い参画を実現

 確実な原材料供給と高いリサイクル技術

 低コストでの調達

自治体を通じた回収

事業協力者（代表社） 一般財団法人 日本環境衛生センター

家庭に眠っている小型家電を、全国の認定事業者（2/1時点33社）の協力を得つつ、
全国の自治体等を通じて、小型家電リサイクル法に基づき回収する。
※回収実施自治体・回収品目は今後調整

全国の皆さまの使用済み携帯電話等を、2001年以来取り組んできたモバイ
ル・リサイクル・ネットワークの枠組み、及び廃棄物処理法の広域認定等を
受けた同社のリサイクルプロセスを活用し、全国約2,400のドコモショップ
等を通じて回収する。



3 3

メダリストからのコメント

陸上競技10種 メダリスト アシュトン・イートンさん（アメリカ）

ロンドン2012大会 金メダル、 リオデジャネイロ2016大会 金メダル

オリンピックのメダルは、この世に存在する物の中で人々に最も切望されるものの一つです。人々は長き
にわたり、しばしば苦労しながら、これを手にするために懸命に努力します。多くのアスリートにとって、オリ
ンピックのメダルを追求することは人生そのものであり、またそれぞれの人生のストーリーがアスリート同
士を奮い立たせ、結束させもします。

そして今、東京2020メダルプロジェクトによって、アスリートが感動のストーリーを伝えるだけでなく、一つ一
つのメダルそのものにストーリーが生まれるのです！このプロジェクトの一番素晴らしいところは、国民の
みなさんがメダルのストーリーの一部になる機会を得られ、持続可能な未来についての認識を高め、そし
て新しい方法で貢献をすることができることです。誰もが「オリンピックの旅」に参加できるチャンスがあると
いうことは、非常にエキサイティングなことです。

（後略）

体操競技 メダリスト 内村航平選手

北京2008大会 団体総合銀／個人総合銀
ロンドン2012大会 団体総合銀／個人総合金／ゆか銀
リオデジャネイロ2016大会 団体総合金／個人総合金

今では便利にスマートフォンやパソコンを使っていますが、進歩する度に使え
なくなって廃棄するだけではもったいないと思います。体操の技術も昔からの
選手たちの取り組みがあって今につながっています。

今回の取り組みは、これまで利用してきた価値や思いをメダルに込めるわけ
ですし、将来に大切なメッセージを伝えるプロジェクトになると思います。

ウィルチェアーラグビー メダリスト 池崎大輔選手

リオデジャネイロ2016大会 ウィルチェアーラグビー銅

パラアスリートはパラリンピックの頂点を目指し、また、メダル獲得に向けての
日々を過ごしています。僕らのメダルは、たくさんの人の支えや応援と自分以
外の思いと共に戦って獲得できたメダルだと思っています。だからこそ価値が
あり想い思いのこもった特別な価値のある物です。応援してくれた方々へメダ
ルの報告をして、首にかけた時の笑顔や、普及活動でメダルを目にした子供
達の喜ぶ姿を見た時は、メダルを取ったという実感がわきます。
そして、メダルは夢や希望とパラスポーツの未来に繋がるものです。

今回のプロジェクトによってメダルが完成すれば、今まで以上に思いが入った
ものになると思います。2020東京オリンピック・パラリンピックのメダルは日本
国民みんなで作り上げるという素晴らしい取り組みだと思いますし、メダルを
目指す為のモチベーションにも繋がります。



メディアでの取り上げ

 ２月１日の東京２０２０理事会後に記者会見を実施。

国内だけでなく海外でも、ロイター、ＢＢＣ、ＣＮＮ、ワシントンポストなど２０か国の主要メディア
１２０以上で、アスリートの声と共に好意的に報道された。

引用；BBC（イギリス）ホームページ
http://www.bbc.com/sport/olympics/38827701

引用；Reutersホームページ
http://in.reuters.com/article/olympics-tokyo-medals-idINKBN15G456

http://www.bbc.com/sport/olympics/38827701
http://in.reuters.com/article/olympics-tokyo-medals-idINKBN15G456


開閉会式の検討について

資料 ６



●(大会エンブレムと並んで)大会ビジョンを最も象徴的に可視化したもの

●そのオリンピック・パラリンピック大会と開催都市における最初のプレゼンテーション

●そして、そこに始まるオリンピック・パラリンピック大会の成否の予感を左右する指標

１ オリンピック・パラリンピック開閉会式とは

参加者数、観客数、視聴者数、テレビ放映国数、予算のどれにおいても世界最大規模のセレモニー。

特にオリンピック開会式は、メディアを通じて、世界中に開催都市の国家、国民、文化などをプレゼンテーション

する場であり、大会の成功を表す指標とも言われる。

２ 過去大会の開会式

・1984年ロサンゼルス大会

⇒開会式のショーアップ化

・2000年シドニー大会

⇒リオ大会まで続いている、国（地域）の創生や歴史のアピールが始まる。

・2012ロンドン大会

⇒産業革命前後のイギリスを表し、産業革命によって国が発展していった様子を表現。

・2016リオ大会

⇒ブラジルの美しい自然や民族の多様性などを温かみのある視点で表現。

～開閉会式の概要について～



・1984年ロサンゼルス大会

⇒開会式のショーアップ化

・2000年シドニー大会

⇒リオ大会まで続いている、国（地域）の創生や歴史のアピールが始まる。

・2012ロンドン大会

⇒産業革命前後のイギリスを表し、産業革命によって国が発展していった様子を表現。

・2016リオ大会

⇒ブラジルの美しい自然や民族の多様性などを温かみのある視点で表現。

3 過去大会の開会式芸術パートの特色
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4

式典委員会の設立【2017年春頃】

基本方針の検討【2017年春頃～2017年末頃】

制作体制の決定
演出検討に関わる者の選定などの制作体制の決定

制作・準備

大会本番

４ 今後の流れについて



リオデジャネイロオリンピック閉会式 旗引継ぎ式
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リオデジャネイロパラリンピック閉会式 旗引継ぎ式
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オリンピック・ムーブメントの目的は、いかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、フェアプレーの精神をもって相互に理解
しあうオリンピック精神に基づいて行なわれるスポーツを通して青少年を教育することにより、平和でよりよい世界をつくるこ
とに貢献することにある。

５ 本日ご意見いただきたい事

オリンピック・ムーブメントの目的

勇気、強い意志、インスピレーション、公平

パラリンピックの価値

東京２０２０大会ビジョン（一部抜粋）

スポーツには世界と未来を変える力がある。
2020年の東京大会は、「全員が自己ベスト」、「多様性と調和」、「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―ティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会となる。

ロサンゼルス大会：ショーアップ、テクノロジー
シドニー大会 ：国（地域）の創生や先住民族などの歴史を表現。
ロンドン大会 ：産業革命によって国が発展していった様子を表現。
リオ大会 ：環境の重要性や民族の多様性などを温かみのある視点で表現。

各大会の特色例

■東京2020大会の開閉会式では何を表現したらよいか？

■過去大会にて表現されてきたこと
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【東京2020参画プログラム（オールジャパン）】

2020年東京大会に向けた小中学生からのポスター募集結果について

募集期間
平成２８年７月２５日～１１月３０日

実施内容
小中学校の今年の夏休みの課題（または通常の授業）として、以下
のテーマで、画用紙に描いてもらった。なお、組織委員会への送付
作品は各学校の代表作品とした（学校毎に50枚につき1枚）。

①リオ オリンピック・パラリンピック大会で心に残ったこと
②東京大会に期待すること

募集対象
小学5年生、中学2年生、特別支援学校の小学部5年・
中学部2年 ※海外日本人学校含む

全国の小中学生の２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に対する興味喚起及び参加への意識付けを目的として、２０２０年
東京大会をテーマとしたポスターを、各都道府県の教育委員会等を経由して全国の小中学校等から募集した。

募集状況（現在集計中）
総数 応募数：26,292点 （昨年比＋117％増）、代表作品：1,205点

参考（昨年度結果）
総数 応募数：12,071点

資料７
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時期 内容 作品数

～２月中旬 組織委員会内での優秀作品の選考

1,205作品⇒50作品
• 小学生20作品
• 中学生10作品

• 特別支援小学10作品

• 特別支援中学10作品

２月27日
メディア委員会での最優秀作品の選
考

50作品⇒12作品＋3作品程度
• 小学生3作品（金、銀、銅）
＋入賞3作品程度

• 中学生3作品（金、銀、銅）

• 特別支援小学3作品（金、銀、銅）
• 特別支援中学3作品（金、銀、銅）

３月下旬 結果発表・表彰

• 金賞４作品については、表彰を行う予定（表彰状
及び副賞を授与）

• 優秀賞50作品にはサイン入りクリアファイル、応
募者全員にはピンバッチを贈呈

【東京2020参画プログラム（オールジャパン）】

2020年東京大会に向けた小中学生からのポスター募集結果について

選考及び表彰のスケジュールについて
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作品の活用

１．組織委員会での活用

①組織委員会ホームページへの掲出

②映像コンテンツの製作

③各種イベントでの掲示

④組織委員会内での掲示

⑤フラッグツアーとの連携

⑥パートナー企業との連携

２．自治体等での活用

①自治体主催イベントでの掲示

②自治体広報等での活用

③学校主催イベントでの掲示

組織委員会HP 学校での取組の様子

自治体での活用（宮城県） 自治体での活用（東京都）

【東京2020参画プログラム（オールジャパン）】

2020年東京大会に向けた小中学生からのポスター募集結果について
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