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資料1-1 事務局規程等の改正について
東京2020大会警備JVとの個別契約締結

資料1-2 大会会場における音響・映像機器サービスの調達について
資料1-3 仮設電源サービスの契約金額の変更について



２０１９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10月1日時点

総 務 局

・庶務、他局に属さない業務 ・ＩＯＣ／ＩＰＣとの連絡調整・関係会議運営 ・テクノロジー計画管理、全体計画統合
・オフィス整備 ・オリンピック･パラリンピックファミリー及び ・テクノロジー知識管理

1 (CCO) 6 10 9 ・コンプライアンス 22 25 26 　要人に対するサービスの計画・調整及び提供 2 2 6 10 10
7名 ・プロトコール業務（儀典・接遇）

・リスクマネジメント ・言語サービスに関する企画調整 ・会場オーバーレイ、会場統合オペレーション設計
・情報と知識のマネジメント、学習戦略と機会の提供 ・音響映像設備構築・管理

6 12 11 4 9 8
・ＮＯＣ／ＮＰＣとの連絡調整、訪問受入

・各種法的支援 ・大陸別会議等への出席、渉外対応 ・競技場内リザルトシステム構築・管理
・ＩＯＣ／ＩＰＣ等からの法的要請への対応 6 24 16 ・事前キャンプ関係業務

6 12 11 0 5 4

・都・自治体、施設所有者等関係機関との調整 ・競技情報システムの構築・管理
・大学連携 ・業務システムの構築・管理

14 27 25 6 8 8
18 154 66

・人事・組織・労務管理 ・局長、局長代理、各エリアの次長・ＳＰＭ支援 ・通信ネットワーク・サービスの整備・導入
・大会人材管理運営 ・ＩＦ・ＩＯＣ・ＩＰＣ等対外交渉 ・音響映像技術などの導入・管理

9 18 18 14 ・計画、スポーツサービスとの連携 7 15 15

・ボランティア施策の推進 ・局庶務、局人事 ・サイバーセキュリティに関する企画調整
・局予算、競技備品　等 ・Webホスティング環境の整備

6 12 12
・持続可能性に関する計画策定 ・競技計画、競技日程 ・サービスデリバリーの運営計画策定
・持続可能性の取組の推進 ・スポーツデリバリープラン ・情報システムサポートの窓口

・気象　・練習会場 6 12 12
・ＩＦサービス計画　等

企画財務局
・スポーツプレゼンテーション

・国及びその他関係団体との連絡調整 ・表彰式に関する企画調整 ・事業の進行管理、会場等との連絡調整
・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 1 1 8 17 18
・スポーツインフォメーションセンター

・アクション＆レガシープラン策定・更新 ・競技に関わる出版物 ・工事契約調整
・文化・教育プログラム ・スポーツエントリー ・調達方法、後利用検討

28 56 71
・競技に関する企画調整

・予算計画策定及び執行監督・管理 ・ＩＦ／ＮＦとの連絡調整 等 ・仮設・オーバーレイに関する会場・設備設計
・税制措置等の検討、調整 　及び施工、整備に係る技術検討

18 29 29 ・資金調達、会計事務等 28 56 71

・財産管理等 ・会場へのエネルギー供給
・会場運営計画の企画調整・策定

18 29 29

・共同実施事業に関する財務管理
・共同実施事業管理委員会の事務局運営 3 3 ・国・自治体調整、都市運営に関する企画調整

・局の人員・予算管理、輸送スタッフの計画・
　調整・管理

・物品、役務及び工事等の調達 8 17 18 ・輸送運営計画の策定
・清掃・廃棄物に関する企画調整

・出入国に関する計画・調整

・東京2020参画プログラムの推進に向けた 28 56 71
　企画調整 ・アクレディテーションに関する企画調整

・秘書業務 ・フリート、バスの運行計画策定

6 6 6 44 101 80 28 56 71
・テストイベントに関する企画調整

・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 ・戦略広報、メディア対応 ・各ステークフォルダーの輸送サービスの計画・調整
・大会運営に係る計画の連絡調整に関すること ・エンゲージメント、ＰＲ戦略 ・ＯＲＮ・公共交通の計画・調整

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 10 34 29 17 28 56 71 ・輸送デポ・モールの計画・調整
・医療サービスに関する企画調整

・内部監査 ・プレスオペレーションに関する企画調整 ・アンチ・ドーピングに関する企画調整 ・交通円滑化戦略の策定・調整
・会場ごとの輸送計画策定・調整

4 8 11 2 2 18 40 38 13 24 17 28 56 71
・飲食サービスに関する企画調整

・イノベーティブな大会を実現するための ・各種編集、映像コンテンツの企画・制作 ・物流に関する計画・調整
　各種企画立案・推進 ・デジタルメディア全体戦略、サイト運用 ・馬輸送に関する計画・調整

13 24 17 13 24 17 28 56 71 ・会場のロジスティクス計画策定
・ブロードキャストサービスに関する企画調整 31 71 49

・パラリンピックに関する諸計画の連絡調整 ・ＰＲ事業(被災地支援を含む)の企画調整 ・宿泊施設・サービスに関する企画調整
・アクセシビリティに関する指針策定と ・観客の経験、ライブサイトに関する企画調整
　取組の調整 7 21 14

10 34 29 ・イベントサービスに関する企画調整
・開閉会式及び入村式に関する企画調整 ・サイネージに関する企画調整

・関係機関との連絡調整
・局内庶務、スポンサー供給権関連 ・選手村運営計画の企画調整・策定

・聖火リレーに関する企画調整 2 2 6 9 7

・大会マーク等知的財産保護
・アンブッシュ(便乗広告)対策

・デジタル戦略の推進 5 17 16
・セキュリティ関係会議運営

・大会エンブレム・ルック等開発、商標登録 ・関係機関との連絡調整
1 1 36 50 51

5 17 16
・局予算の立案・調整

・国内スポンサーセールス交渉 ・警備装備品の調達、管理、運用、処分
10 12 11

15 24 25
・警備ガイドラインの策定、警備員の採用・訓練

・TOPスポンサー、国内スポンサー対応業務 ・競技会場ならびに関連施設のセキュリティ対策
10 12 11 　立案・調整

・警備上の危機管理対策、危機管理計画の策定
・ホスピタリティー関連業務 ・避難計画の策定
・パートナーエンゲージメント 10 12 11

15 24 25
・サイバー攻撃への対処

・ライセンシー協賛条件交渉
・商品・ライセンシー管理業務 10 12 11

3 4 4

・チケッティング計画・運営、不正取引対策
・チケッティングシステムの開発・運営

2 18 16 ・関係者向けチケット関連業務

・TKTFA内庶務、人事・予算関連業務、財務管理
・会場内ホスピタリティ関連業務
・ナショナルトリップホスピタリティ関連業務

・フルスタジアム戦略・CRMに関する業務
・会場及び競技関連業務
・学校連携関連業務

アンバサダー・フォー・インターナショナ
ル・リレーションズ

ロジスティクス部

会場整備部

エネルギー部

輸送総務部

出入国部

輸送運営部

輸送企画部

輸送調整部

輸送局

ゲームズ・デリバリー室

監査室

イノベーション推進室

情報システム部

情報基盤部

サイバーセキュリティ部

サービスデリバリー部

会場調整部

技術管理部

会場整備局

輸送局

スポーツプレゼンテーション部

スポーツサービス部

競技運営部

会場マネジメント部

アクレディテーション部

テストイベントマネジメント
部

医療サービス部

飲食サービス部

会場周辺調整部

清掃・廃棄物部

パラリンピック統括室

セレモニー室

聖火リレー室

サイバー攻撃対処部

ブランド管理部

ブランド開発部

セールスプランニング部

マーケティングパートナー部

パートナーエンゲージメント部

ライセンシング部

チケッティング第一部

ブロードキャスト部

会場サービス部

選手村マネジメント部

警備部

装備調達部

会場警備統括部

対処調整部

デジタルマーケティング室

チケッティング第二部

チケッティング第三部

テクノロジーサービス局

広 報 局

広報局

マーケティング局

マーケティング局

スポーツ局

ゲームズ・デリバリー・オ
フィサー

事務総長（CEO）

事務総長（CEO）

チーフ・セレモニー・オフィ
サー

チーフ・インフォメーション・セ
キュリティ・オフィサー

役員室長

スポーツディレクター

スポークスパーソン

役員室

事務総長直轄補佐機関

企画財務局

副事務総長（COO） 総務部

宿泊部

スポーツ局

会場整備局

警備局

大会運営局

大会運営局

警 備 局

テクノロジーサービス局

企画部

アクション＆レガシー部

財務部

共同実施事業管理部

調達部

東京2020認証推進室

財産管理部

広報部

プレスオペレーション部

企画制作部

事業部

調整部

テクノロジー推進部

ベニューテクノロジー部

リザルトシステム部

スポーツ調整室

リスクマネジメント部

法務部

総合調整部

人事部

ボランティア推進部

持続可能性部

チーフ・デジタル・マーケ
ティング・オフィサー

国際局

国際局 国際渉外部

ＮＯＣ／ＮＰＣ部

役員、特別職

副事務総長

副事務総長

副事務総長

副事務総長

チーフ・セキュリティ・オ
フィサー

チーフ・テクノロジー・イノ
ベーション・オフィサー

スポーツ・コーディネーショ
ン・オフィサー

ゼネラル・コーディネーショ
ン・オフィサー

総務局

スポーツ管理部

競技計画部
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報告事項
東京2020 第34回理事会 資料

資料2-1 パラリンピック/第１次抽選販売の状況について
資料2-2 大会ボランティアプログラムの進捗状況
資料2-3 テストイベントの実施状況について
資料2-4 競技会場の運営（イベント事業者の活用）について
資料2-5 交通マネジメントの推進に向けた2019年夏の試行で得られた知見と今後の展開
資料2-6 仮設オーバーレイ整備の契約状況
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参考資料 

 
 

恒設等工事の整備スケジュール 

2019年８月末時点 

会場名 建設主体 竣工時期 

オリンピックスタジアム 日本スポーツ振興センター 2019年 11 月 

武蔵野の森総合スポーツプラザ 東京都 2017年 5 月 

有明アリーナ 東京都 2019年 12 月 

有明体操競技場 東京２０２０大会組織委員会 2019年 10 月 

大井ホッケー競技場 東京都 2019年 6 月 

海の森水上競技場 東京都 2019年 5 月 

カヌー・スラロームセンター 東京都 
2019年 5 月 
（管理棟 2019 年 12 月） 

夢の島公園アーチェリー場 東京都 2019年 2 月 

東京アクアティクスセンター 東京都 2020年２月 

 



配付資料
東京2020 第34回理事会 資料

資料3-1 顧問の変更
資料3-2 「東京2020復興のモニュメント」

被災三県でのワークショップ実施報告
資料3-3 パラリンピック1年前

カウントダウンセレモニーについて
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