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東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 

宮城県輸送連絡調整会議設置要綱 

 

                           平成３０年１月１８日決定 

                        最終改正  令和元年８月１９日 

 

（設置目的） 

第１条 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、宮 

城県輸送連絡調整会議を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 宮城県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・ネットワーク等の設置及び車両による輸送に関する事項 

二 公共交通機関や車両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 

 

（構成） 

第３条 宮城県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 宮城県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（以下「検討会」という。）を設置することができる。 

３ 検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（宮城県輸送連絡調整会議の座長等） 

第４条 座長は、宮城県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。）輸送局輸送企画部長及び宮城県震災復興・企画部オリンピック・パラリンピ

ック大会推進局長をもって充てる。 

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、座長の選任をもって充てる。 

  

（宮城県輸送連絡調整会議の委員等） 

第５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、宮城県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、大会終了の日までとする。 
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（検討会） 

第６条 検討会の座長は、検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 検討会の座長は、宮城県輸送連絡調整会議の副座長から充てる。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。 

３ 座長は必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。 

 

（招集等） 

第７条 宮城県輸送連絡調整会議及び検討会は、各座長が招集する。 

 

（事務局） 

第８条 宮城県輸送連絡調整会議及び検討会の事務局は、組織委員会及び宮城県に置く。 

 

（開催方法） 

第９条 宮城県輸送連絡調整会議及び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 10条 宮城県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り組みを検討・調整する交通輸送円滑化推進会議との 

連携に努める。 

２ 宮城県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交通 

輸送技術検討会との連携に努める。 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めのない事項については、宮城県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３０年１月１８日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年３月２２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月２９日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年８月１９日から施行する。 

 



（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 座長

宮城県 震災復興・企画部 局長 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

大会運営局会場周辺調整部 部長 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

輸送局輸送調整部会場輸送調整第三課 課長 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

大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課 課長 副座長

宮城県 震災復興・企画部オリンピック・パラリンピック大会推進課 課長 副座長

宮城県 震災復興・企画部総合交通対策課 課長

宮城県 土木部道路課 課長

宮城県教育委員会 教育庁スポーツ健康課 課長

宮城県警察本部 警備部外事課兼国際テロリズム対策室
兼宮城県警察2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会警備対策室 課長兼室長

宮城県警察本部 交通部交通規制課 課長

仙台市 建設局道路部道路管理課 課長

多賀城市 建設部道路公園課 副理事兼課長

利府町 オリンピック推進室 室長

国土交通省東北地方整備局 道路部道路計画第一課 課長

国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 副所長

国土交通省東北運輸局 自動車交通部旅客第一課 課長

東日本高速道路（株） 東北支社総合企画部総合企画課 課長

仙台国際空港(株) ―
取締役

航空営業部長

東日本旅客鉄道（株） 仙台支社運輸車両部輸送課 課長

東日本旅客鉄道（株） 仙台支社営業部販売課 課長

仙台空港鉄道（株） 業務部 部長

仙台市交通局 鉄道管理部営業課 課長

宮城交通（株） 営業部営業課 課長

(公社)宮城県バス協会 ― 専務理事

(一社)宮城県タクシー協会 ― 専務理事

(公社)宮城県トラック協会 ― 常務理事

（公財）宮城県スポーツ協会 ― 専務理事

（一社）宮城県サッカー協会 ― 専務理事

宮城県輸送連絡調整会議委員一覧（案）

団体名 所属等 役職 備考

別表１



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

 

                           平成３０年１月１８日決定 

最終改正 平成３０年１１月２９日 

 

 

第１条～第１１条 （略） 

 

 

附 則 この要綱は、平成３０年１月１８日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年３月２２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月２９日から施行する。 
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委員団体名 委員所属等 委員役職  

（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 
輸送局輸送企画部 部長 座長 

宮城県 震災復興・企画部 局長 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 
大会運営局会場マネジメント部 担当部長 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 
輸送局輸送調整部輸送調整第一課 課長 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 
大会運営局会場マネジメント部会場周辺調整課 課長 副座長 

宮城県 
震災復興・企画部オリンピック・パラリンピック大会推

進課 
課長 副座長 

宮城県 震災復興・企画部総合交通対策課 課長 

委員 

宮城県 土木部道路課 課長 

宮城県教育委員会 教育庁スポーツ健康課 課長 

宮城県警察本部 交通部交通規制課 課長 

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

 

                           平成３０年１月１８日決定 

最終改正 令和元年８月１９日 

 

 

第１条～第１１条 （略） 

 

 

附 則 この要綱は、平成３０年１月１８日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年３月２２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月２９日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年８月１９日から施行する。 
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委員団体名 委員所属等 委員役職  

（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 
輸送局輸送企画部 部長 座長 

宮城県 震災復興・企画部 局長 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 
大会運営局会場周辺調整部 部長 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 
輸送局輸送調整部会場輸送調整第三課 課長 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 
大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課 課長 副座長 

宮城県 
震災復興・企画部オリンピック・パラリンピック大会推進

課 
課長 副座長 

宮城県 震災復興・企画部総合交通対策課 課長 

委員 

宮城県 土木部道路課 課長 

宮城県教育委員会 教育庁スポーツ健康課 課長 

宮城県警察本部 
警備部外事課兼国際テロリズム対策室 

兼宮城県警察 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会警備対策室 

課長兼室長 
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宮城県警察本部 警備部外事課兼国際テロリズム対策室 課長兼室長 

仙台市 建設局道路部道路管理課 課長 

多賀城市 建設部道路公園課 副理事兼課長 

利府町 総務課 課長 

国土交通省東北地方整備局 道路部道路計画第一課 課長 

国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 副所長 

国土交通省東北運輸局 自動車交通部旅客第一課 課長 

東日本高速道路（株） 東北支社総合企画部総合企画課 課長 

仙台国際空港(株) ― 
取締役 

営業推進部長 

東日本旅客鉄道（株） 仙台支社運輸車両部輸送課 課長 

東日本旅客鉄道（株） 仙台支社営業部販売課 課長 

仙台空港鉄道（株） 業務部 部長 

仙台市交通局 鉄道管理部営業課 課長 

宮城交通（株） 営業部営業課 課長 

(公社)宮城県バス協会 ― 専務理事 

(一社)宮城県タクシー協会 ― 専務理事 

(公社)宮城県トラック協会 ― 常務理事 

（公財）宮城県スポーツ協会 ― 専務理事 

（一社）宮城県サッカー協会 ― 専務理事 
 

宮城県警察本部 交通部交通規制課 課長 

仙台市 建設局道路部道路管理課 課長 

多賀城市 建設部道路公園課 副理事兼課長 

利府町 オリンピック推進室 室長 

国土交通省東北地方整備局 道路部道路計画第一課 課長 

国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 副所長 

国土交通省東北運輸局 自動車交通部旅客第一課 課長 

東日本高速道路（株） 東北支社総合企画部総合企画課 課長 

仙台国際空港(株) ― 
取締役 

航空営業部長 

東日本旅客鉄道（株） 仙台支社運輸車両部輸送課 課長 

東日本旅客鉄道（株） 仙台支社営業部販売課 課長 

仙台空港鉄道（株） 業務部 部長 

仙台市交通局 鉄道管理部営業課 課長 

宮城交通（株） 営業部営業課 課長 

(公社)宮城県バス協会 ― 専務理事 

(一社)宮城県タクシー協会 ― 専務理事 

(公社)宮城県トラック協会 ― 常務理事 

（公財）宮城県スポーツ協会 ― 専務理事 

（一社）宮城県サッカー協会 ― 専務理事 
 

 



＜宮城会場＞東京２０２０オリンピック競技大会セッションスケジュール

＜セッションスケジュール詳細＞

7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

17:00－22:00 　 17:00－22:00 　 17:00－22:00 17:00－22:00 17:00－20:00

女子予選 　 女子予選 　 女子予選 男子予選 女子準々決勝

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

土 日 月 火 水 木 金 土 日

17:00－20:00

男子準々決勝

・会場　：宮城スタジアム

・競技　：サッカー

・試合数：１０試合（６日間）

※２０１９年７月３１日現在

資料２



2019年8月19日

宮城県輸送連絡調整会議（第４回）

輸送ルートの検討状況について
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１

輸送ルートの設定（基本的な考え方）
輸送ルートは、東京2020大会による全ての大会ステークホルダーに対し、安全で効率的で信頼性が高く、遅れのない輸送サービ
スを提供するとともに、一般市民生活や都市活動に与える影響を考慮して設定する。

関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・ネットワーク、パラリンピック・ルート・ネットワーク）

①安全性、定時性を考慮し、一般道に比べ信号交差点がなく事故率も低い高速道路を主として設定する。
②一般道路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。

観客輸送ルート

①徒歩圏内における利用想定駅からの観客輸送ルートの設定
競技会場出入口の徒歩圏内における鉄道駅の有無を確認する。
有の場合は近い方を利用想定駅として、以下に留意してルートを選定する。
・入場・退場ともに同一駅とするなど、観客に分かりやすい経路の選定を基本とする。
・信号が設置され、適切な幅員の歩道とするなど、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共に、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。

②シャトルバスによる輸送ルートの設定
①の徒歩圏内に鉄道駅が無い場合、または①の利用想定駅では容量が不足する場合、
過去の実績などを鑑みて、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。

③パーク＆バスライドによる輸送ルートの設定

地方会場等においては、競技会場から離れ、ORN/PRNに大きな影響を与えない位置に自家用車駐車場を用意し、
そこから競技会場までシャトルバスを運行するパーク＆バスライドも計画する。

（アクセシブルルート）
・アクセシブルルートは、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
間に設定する経路のことであり、通常の観客入退場ルートと同じ経路とすることを基本とする。また、移動距離は
500mを大きく超過しないことを基本とする。

・上記および 『Tokyo2020アクセシビリティガイドライン』 を踏まえたサービス水準を、施設管理者等による恒常
的な環境整備、または仮設による整備やソフト的対応により確保する。



大会ルート検討案

凡例

関係者輸送ルート

競技会場

観客利用想定駅

2

観客の輸送手段
・５駅（仙台駅、泉中央駅、利府駅、

荒井駅、多賀城駅）
⇒シャトルバス

・パーク＆バスライド ⇒シャトルバス

・パーク＆バスライドの場所及びその
ルートについては、検討中です。

宮城スタジアム

パーク＆バスライド
検討エリア①
県北部

（宮城北部、岩手方面）

多賀城駅

利府駅

泉中央駅

荒井駅

仙台駅

パーク＆バスライド
検討エリア②
県東部

（宮城南部、福島方面）
出典：国土地理院

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、同院発行の基盤地図情報（S=1:100,000）を使用した。
（承認番号 平30情使、第807号）

観客シャトルルート（一般道）
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宮城県輸送連絡調整会議（第４回）

会場周辺交通対策について

資料４



１

地方会場（東京圏外）における交通需要マネジメントについて

１．地方会場（東京圏外）の交通需要マネジメント（TDM）の在り方

〇 各会場では道路環境などが多様であり、かつ、固有の課題があるため、地域の実情に応じ

たＴＤＭ施策の実施が必要である。

〇 大会輸送ルートや迂回路、混雑が予想される時間帯など大会輸送情報の周知を中心に

取り組み、交通行動の変更を促すことで、過度な交通需要の集中を防ぎ、交通混雑の緩和を

実現する。

〇 交通混雑箇所など会場個別の課題に対しては、関係の深い利用者などに対して、 関係

自治体などと連携して適切な情報提供や協力依頼を呼び掛けていく。



２

２．交通需要マネジメントの施策例と展開イメージ

〇 地域の実情を踏まえ、広域的・局所的なＴＤＭ施策を効果的に組み合わせ、大会関係者の

安全・円滑な輸送と都市活動の安定の両立を図る。

【TDM施策例】

大会輸送情報（大会ルート、混雑予想時間帯など）周知、

時差通勤、経路分散（迂回路含む）、公共交通機関への転換、自転車・徒歩利用の推奨 など

【展開のイメージ】

地方会場（東京圏外）の交通需要マネジメント

【大会輸送情報の周知】
大会ルート、迂回路、混雑予想時間
帯の広報 など

【会場周辺課題への対応】
関係の深い利用者などに対する適切な
情報提供や協力依頼の呼びかけ な
ど



会場周辺の交通対策について（素案）
オリンピック・パラリンピック東京大会において、競技会場等の周辺の交通混雑を緩和するため、以下の交通対策を実施する予定です。

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

会場等を囲む物理的な境界線。大会関係車両以
外の進入を禁止するエリア

②通行規制エリア
（会場直近対策）

規制標識を設置し、警備員による誘導により通過
交通を制限する。

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により、会場直近を通り抜けし
ようとする車両に迂回をお願いするエリア。

④専用レーン（専用通行帯）
優先レーン（優先通行帯）

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行帯を
指定。

大会ルート
（関係者輸送ルート）

迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

会場外駐車場

トラフィックペリメーターやその外側の
幹線道路から、事前に迂回を促す。

３

トラフィックペリメーター外側の幹線道路

競技会場

シャトルバス乗降場

区 分 目 的 方 法 対 象 等

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

競技会場等の設置 会場等を囲む物理的なフェンス等を設置 大会関係者以外の車両や歩行者、自転車は通行不可

②通行規制エリア
（会場直近対策）

通過交通の規制
規制標識を設置し、警備員による誘導により
通過交通を制限

通過交通は通行不可※
歩行者・自転車は原則、通行可

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

通過交通の抑制
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の迂回を促す

通過交通は迂回※
歩行者・自転車は原則、通行可

④専用レーン、優先レーン
（専用通行帯、優先通行帯）

大会関係車両の
定時制確保

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行
帯を指定

専用レーン：大会関係車両以外通行禁止
優先レーン：大会関係車両が通行していない場合は通行可

※居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。



【宮城スタジアム】 素 案

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

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の迂回を促すエリア

会場周辺交通対策図

４

大会ルート
（関係者輸送ルート）

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

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
(国土基本情報20万)及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

0 2km

Ｎ

宮城スタジアム



スケジュール（案） 資料５

2017
年度

2018
年度

2019年度 2020年
4~6月

2020年7月
１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

輸送運営計画

会場周辺交通対策

宮城県
輸送連絡調整会議

宮城県
輸送検討会

TDM／TSMの試行

交通輸送
技術検討会

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

適宜会議開催

広報物制作 広報の実施

・交通マネジメントに関する提言

・2019年夏トライアル概要（素案）

関係機関・地元団体・事業者等との交通対策の説明・協力要請

★
V2案策定

★
V2策定

対策の検討・調整

適宜更新
★

V2素案策定

意見照会

第４回

適宜会議開催

第３回

適宜会議開催

7/22

第２回

3/22

第３回

11/29

第１回

3/15 11/9

第２回

・観客利用想定駅
・輸送ルート案 等

第5回
（予定）

・輸送運営計画V2・検討状況の報告
・交通対策 等

関係者と協議・調整

第5回4/16 TDM／TSM試行（東京圏）

8/19

・検討状況の報告
・交通対策 等


