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２０１８年度　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　事務局・組織概要 2019年1月1日現在

・戦略広報、メディア対応 ・セキュリティ関係会議運営
・エンゲージメント、ＰＲ戦略 ・関係機関との連絡調整

10 34 29 1 1 36 50 51

7名
・プレスオペレーションに関する企画調整 ・局予算の立案・調整

・警備装備品の調達、管理、運用、処分

2 2 18 40 38 10 12 11

・各種編集、映像コンテンツの企画・制作 ・警備ガイドラインの策定、警備員の採用・訓練
・デジタルメディア全体戦略、サイト運用 ・競技会場ならびに関連施設のセキュリティ対策立案・調整

13 24 17 10 12 11

・ＰＲ事業(被災地支援を含む)の企画調整 ・警備上の危機管理対策、危機管理計画の策定
・観客の経験、ライブサイトに関する企画調整 ・避難計画の策定

10 12 11
10 34 29

・サイバー攻撃への対処

・関係機関との連絡調整 10 12 11
・局内庶務、スポンサー供給権関連

2 2 6 9 7

・大会マーク等知的財産保護 ・テクノロジー計画管理、全体計画統合
・アンブッシュ(便乗広告)対策 ・テクノロジー知識管理

5 17 16 2 2 6 10 10

・大会エンブレム・ルック等開発、商標登録 ・会場オーバーレイ、会場統合オペレーション設計
・音響映像設備構築・管理

5 17 16 4 9 8

・国内スポンサーセールス交渉 ・競技場内リザルトシステム構築・管理

15 24 25 0 5 4

・TOPスポンサー、国内スポンサー対応業務 ・競技情報システムの構築・管理
・業務システムの構築・管理

6 8 8

・ホスピタリティー関連業務 ・通信ネットワーク・サービスの整備・導入
・パートナーエンゲージメント ・音響映像技術などの導入・管理

15 24 25 7 15 15

・ライセンシー協賛条件交渉 ・サイバーセキュリティに関する企画調整
・秘書業務 ・商品・ライセンシー管理業務 ・Webホスティング環境の整備

3 4 4
6 6 6 6 12 12

・チケッティング計画・運営 ・サービスデリバリーの運営計画策定
・大会準備運営の全体進捗管理及び業務の改善に関すること ・関係者チケット業務 ・情報システムサポートの窓口
・大会運営に係る計画の連絡調整に関すること 2 18 16 ・ＣＲＭに関する企画立案・推進 6 12 12

2 5 5 ・大会期間中の意思決定及び情報共有に関すること

・内部監査
・事業の進行管理、会場等との連絡調整

4 8 11 ・ＩＯＣ／ＩＰＣとの連絡調整・関係会議運営
・オリンピック･パラリンピックファミリー及び 1 1 8 17 18

・イノベーティブな大会を実現するための各種企画立案・推進 22 25 26 　要人に対するサービスの計画・調整及び提供
・プロトコール業務（儀典・接遇） ・工事契約調整
・言語サービスに関する企画調整 ・調達方法、後利用検討
・情報と知識のマネジメント、学習戦略と機会の提供 28 56 71

・パラリンピックに関する諸計画の連絡調整
・アクセシビリティに関する指針策定と取組の調整 ・ＮＯＣ／ＮＰＣとの連絡調整、訪問受入 ・仮設・オーバーレイに関する会場・設備設計及び施工、

・大陸別会議等への出席、渉外対応 　整備に係る技術検討

6 24 16 ・事前キャンプ関係業務 28 56 71
・開閉会式及び入村式に関する企画調整

・会場へのエネルギー供給

18 154 66
・聖火リレーに関する企画調整 ・局長、局長代理、各エリアの次長・ＳＰＭ支援

・ＩＦ・ＩＯＣ・ＩＰＣ等対外交渉

4 8 11 14 ・計画、スポーツサービスとの連携

総 務 局 ・局の人員・予算管理、輸送スタッフの計画・調整・管理
・局庶務、局人事 ・輸送運営計画の策定

・庶務、他局に属さない業務 ・局予算、競技備品、気象　等 8 17 18
・オフィス整備

1 (CCO) 6 10 9 ・コンプライアンス ・出入国に関する計画・調整
・競技計画、競技日程 ・フリート、バスの運行計画策定

・リスクマネジメント ・ＩＦサービス計画、スポーツデリバリープラン 28 56 71

6 12 11 ・各ステークフォルダーの輸送サービスの計画・調整
・スポーツプレゼンテーション ・ＯＲＮ・公共交通の計画・調整

・各種法的支援 ・表彰式に関する企画調整 28 56 71 ・輸送デポ・モールの計画・調整
・ＩＯＣ／ＩＰＣ等からの法的要請への対応

6 12 11 ・交通円滑化戦略の策定・調整
・スポーツインフォメーションセンター ・会場ごとの輸送計画策定・調整

・都・自治体、施設所有者等関係機関との調整 ・競技に関わる出版物 28 56 71
・大学連携 ・スポーツエントリー、リザルトシステム 等

14 27 25 ・物流に関する計画・調整
・競技に関する企画調整 ・馬輸送に関する計画・調整

・人事・組織・労務管理 ・ＩＦ／ＮＦとの連絡調整 等 28 56 71 ・会場のロジスティクス計画策定
・大会人材管理運営 31 71 49

9 18 18 ・宿泊施設・サービスに関する企画調整

・ボランティア施策の推進
・会場運営計画の企画調整・策定
・国・自治体調整、都市運営、清掃・廃棄物に関する企画調整

・持続可能性に関する計画策定 3 3 20 43 43
・持続可能性の取組の推進 ・アクレディテーションに関する企画調整

企画財務局
44 101 80

・国及びその他関係団体との連絡調整 ・テストイベントに関する企画調整
・組織横断的な企画

1 1 (CFO) 20 19 18 ・理事会・評議員会等の運営

17
・アクション＆レガシープラン策定・更新 ・医療サービスに関する企画調整
・文化・教育プログラム ・アンチ・ドーピングに関する企画調整

13 24 17
・予算計画策定及び執行監督・管理 ・飲食サービスに関する企画調整
・税制措置等の検討、調整

18 29 29 ・資金調達、会計事務及び資産管理等

13 24 17
・共同実施事業に関する財務管理 ・ブロードキャストサービスに関する企画調整
・共同実施事業管理委員会の事務局運営

7 21 14
・物品、役務及び工事等の調達 ・イベントサービスに関する企画調整

・サイネージに関する企画調整

1 1 1 31 71 49
・東京2020参画プログラムの推進に向けた企画調整 ・選手村運営計画の企画調整・策定
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東京 2020 ⼤会聖⽕台について 
 

8 ⽉以降、内閣官房、スポーツ庁、東京都、組織委員会、JOC、JPC、JSC による「聖⽕台の設置場

所等検討会議」において、聖⽕台の製作台数、競技期間中の設置場所、レガシーについて検討を重ね、

以下の通り⽅向性をまとめた。 

【製作台数】 

式典⽤と競技期間⽤の 2 台の聖⽕台を製作する必要がある。 

＜理由＞ 

 開会式においてオリンピックスタジアムで聖⽕台に灯された聖⽕は、閉会式で納⽕されるまで灯し続け

なければならない。 

 競技期間中、聖⽕台をオリンピックスタジアム内に設置し続けることには物理的課題があり、また、式

典で使⽤した聖⽕台を、聖⽕を消すことなくオリンピックスタジアム外へ移設することは困難であるため。 

【競技期間中の設置場所について】 

東京臨海部夢の⼤橋有明側を聖⽕台設置場所候補地として IOC へ提案するのがよい。 

 ＜検討の経緯＞ 

 「チケットを持たない多くの⼈々が鑑賞できる、東京らしく象徴的な場所」という IOC の与件を満たす

場所として、競技会場やライブサイト候補地、都内の観光名所等を検討した。 

 さらに設置意義、東京らしさ、会場計画等を考慮し、また設置・観覧スペースや警備・運営上の課題

について検証した結果、以下の場所が最適であるとの結論に⾄った。 
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＜設置場所＞   東京臨海部 夢の⼤橋 有明側 （江東区有明３丁⽬付近） 

 

＜選定理由＞ 

・ 東京臨海部は、東京 2020 ⼤会から採⽤されたアーバンスポーツの競技会場が集中する、⼤会を象

徴するエリアである。 

・ チケットを持たない⼈を含め、多くの⼈の往来が⾒込める場所である。 

・ IBC や MPC に近いため放送事業者の活⽤利便性が⾼く、世界各国の TV 放送を通じて⼤会や東

京のイメージアップを期待できる。 

【レガシーについて】 

 式典⽤聖⽕台は、開会式・閉会式の会場であり、1964 年⼤会において聖⽕台として活⽤された炬

⽕台も展⽰されるオリンピックスタジアムまたはその周辺に、2020 年⼤会のレガシーとして残されること

が⾃然である。今後、スポーツ庁および JSC は、組織委員会と協議しながらデザインや⼤きさに合わせ

た適切な場所を検討し、レガシー管理を⾏う。 

 競技期間⽤聖⽕台は、設置場所または関連する場所に、東京 2020 ⼤会のレガシーとして残される

ことが⾃然である。開催都市として東京都がレガシー管理する。 

【費⽤負担について】 

 製作費・レガシー化に関する費⽤負担については、聖⽕台の具体的検討の進捗に合わせて関係者

間で協議を⾏う。 

バレーボール 
体操 テニス 
BMX スケートボード 

スポーツクライミング 
トライアスロン 
ビーチバレーボール 
３×３ 























JOC 国際部作成 2018 年 12 月 

第 23 回 ANOC 総会（2018/東京）等 概要報告 

1. 主 催：国内オリンピック委員会連合(ANOC) / 主 管：JOC

2. 開催期間：2018 年 11 月 26 日～30 日(５日間)

※上記の他、以下会議を IOC・東京 2020 組織委員会が開催 
11 月 30 日、12 月 1 日 IOC 理事会  / 12 月 3、4、5 日 東京 2020 調整委員会 

3. 会 場： グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール及び飛天

4. 参加者： ANOC、各 NOC、IOC、各 IF、各オリンピック大会組織委員会(OCOG)、メディア他
参加者総数

※関連イベント含む。アクレディテーション発行数に基づく JOC による集計。所属・
役職が複数ある場合は ANOC 総会への登録内容を優先。 

11 月 26 日（月） 11 月 27 日（火） 11 月 28 日（水） 11 月 29 日（木） 11 月 30 日（金） 
各 ANOC 専門委員

会 

ANOC 理事会 

各 ANOC 専門委員会 

JOC レセプション(※1) 

ANOC 総会 (※2) 

ANOC Awards (※3) 

 ANOC 総会 東京 2020 ベニュー

ツアー(※4) 

理事 28
専門委員会委員 85
ANOC　Awards等受賞者 18
World Beach Games San Diego 2019 3
その他関係者 16
事務局等 95

NOC NOC代表者(206NOC) 等 530 530
理事 7
委員 8
名誉会長、名誉委員 2
専門委員会委員 2
事務局 等 93

IF IF代表者 (25IF) 等 50 50
OCOG (2018～2028年開催の7大会) 90
2026大会候補都市 (2都市) 11
NOC大陸連合 (5団体) 73
その他国際スポーツ組織 (9団体) 18
オブザーバー 31

展示ブース出展者 152
国内関係者（JOC役職員以外) 81
メディア（国内) 190
メディア（国外) 71

小計 1160

合計

その他
(国内)

メディア

233

261

ANOC

IOC

その他
(国外)

245

112

223

1654
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JOC 国際部作成 2018 年 12 月 

5. 主な決議 
・ ANOC 会長選(2018-2022)について、立候補者であった Sheikh Ahmad Al-Fahad AL-SABAH 

会長（クウェート）の辞退に伴い、Robin Mitchell 新上級副会長（フィジー）が会長代行を
務めることとなった。 

・ 2018-2022 年期の新 ANOC 理事について、各大陸連合、専務理事、及び各委員会委員長か
ら推薦されたメンバーが承認された。 

・ ANOC は、オリンピック競技大会に賞金を導入しないという IOC の立場を支持する。 
・ ANOC は、関連国の政治的状況に関わらず、いかなる国際競技大会においても全てのアスリ

ートの参加を認めるべきであるという IOC の立場を支持する。 
・ ANOC 法務委員会の提案による、ANOC 倫理委員会を設立する。 
・ ジェンダー平等委員会を設立し、HRH Prince Faisal Al-Hussein of Jordan（ヨルダン）を委

員長とする。 
・ Jan Kleiner 氏（スイス）の ANOC チーフコンプライアンスオフィサーへの就任を承認する。 
・ ANOC は GAISF が開催する Urban Games(2018/ロサンゼルス)への IOC からの継続的な

支援を求める。 
 
6. その他 

各プログラム参加者数 (実際の参加者数)                       その他 
JOC レセプション (11/27) ※１ 約 1000 
ANOC Awards (11/28) ※３ 1011 
文化プログラム (11/27-29 :11 回) 517 
東京 2020 ベニューツアー (11/30 :4 コース) 275 

 
7. 各プログラム内容 

※1  JOC レセプション  

主な内容： ホスト NOC である JOC による総会参加者への歓迎レセプション。立食形式で、冒
頭 JOC 会長、ANOC 会長、IOC 会長、東京 2020 組織委員会会長、東京都知事によ
る挨拶とエンターテイメントを実施。 

会場： グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 3 階『北辰』  

 
 
 
 
 

運営ボランティア 232 
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※2 ANOC 総会 

主な内容：  ANOC、IOC、今後開催されるオリンピック競技大会組織委員会、ANOC World 
Beach Games 等からの活動報告や今後の予定の共有、2026 年オリンピック冬季競
技大会立候補都市からのプレゼンテーション等。11 月 28 日 9：00 より開会式を実
施し、ANOC 会長、内閣総理大臣、JOC 会長、IOC 会長より挨拶。 

会場： グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 3 階『崑崙』 

 

※3 ANOC Awards 

主な内容：  ANOC 総会の開催に併せて、毎年 ANOC が国際競技大会で活躍した選手やスポ
ーツ界に貢献のあった団体等を表彰。今回は第 23 回オリンピック冬季競技大会
（2018/平昌）にて活躍した選手及び NOC 等を表彰。着席夕食会形式で、各表彰
の合間にエンターテイメントあり。 

会場：   グランドプリンスホテル新高輪 『飛天』 

 

※4 東京 2020 ベニューツアー 

主な内容： 東京 2020 組織委員会の協力により、ANOC 総会参加者の内、希望者に対するオプ
ションプログラムとして東京 2020 大会の会場視察ツアーを実施。東京都内の各会
場を中心に 15 会場、NOC ホテル等を約 4 時間かけ視察。 

 



JOC 国際部作成 2018 年 12 月 

文化プログラム 

日時： 11/27～29 で計 11 回（各２～3 時間、4 種類） 
主な内容： 総会参加者の同伴者を主な対象者とし、都内を観光するプログラムを提供。参加者

は浅草、銀座、築地、両国、東京タワー、皇居等で観光や買い物を楽しんだ。 

 

事前合宿/観光/スポンサーPR ブース・東京 2020 ショップ 

日時： 11/27～30 
会場： グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 1・２階 ロビースペース 
主な内容： 自治体による事前合宿・観光 PR、今回の ANOC 総会のイベントスポンサーによる

展示、東京 2020 オフィシャルグッズショップを設置。 

 
 

以上 
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