
（案） 

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 

令和元年８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令和３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、令和３年３月３１日までとする。 

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。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年６月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年８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 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

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
警備局警備運用部警備第一課
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 総合政策局交通政策課 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

農林水産省 食料産業局食品流通課 課長

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

備考

座長

座長

副座長

副座長

副座長

副座長

委員

副座長
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機関 所属等 役職 備考

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

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2020年オリンピック・パラリ
ンピック東京大会　準備本部統括室

副室長

東京消防庁 企画調整部　オリンピック・パラリンピック対策室 室長

首都高速道路㈱ 計画・環境部 担当部長

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 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㈱ 取締役相談役

㈱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 事務局長

（公社）日本ロジスティクスシステム協会 専務理事

（一社）日本物流団体連合会 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 執行役

（公財）日本道路交通情報センター 理事

委員
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機関 所属等 役職 備考

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

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

担当部長

川崎市 建設緑政局広域道路整備室 室長

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 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

委員
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機関 所属等 役職 備考

足立区 都市建設部 部長

葛飾区 交通・都市施設担当 部長

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

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 

令和元年６月１９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令和３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 

令和元年８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令和３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、令和３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。 
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（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。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年６月１９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 

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 
警備局警備運用部警備第一課 

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。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年６月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年８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 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 

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 
警備局警備運用部警備第一課 

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 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 

農林水産省 食料産業局食品流通課 課長 

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 

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 担当部長 

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 

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長 

国土交通省 総合政策局交通政策課 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 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 

農林水産省 食料産業局食品流通課 課長 

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 

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 2020 年オリンピック・パラリンピ

ック東京大会 準備本部統括室 
副室長 

東京消防庁 企画調整部 オリンピック・パラリンピック対策室 室長 

首都高速道路㈱ 計画・環境部 担当部長 

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㈱  取締役相談役 



(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  事務局長 

（公社）日本ロジスティクスシステム協会  専務理事 

（一社）日本物流団体連合会  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  執行役 

（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 担当部長 

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 

㈱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  事務局長 

（公社）日本ロジスティクスシステム協会  専務理事 

（一社）日本物流団体連合会  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  執行役 

（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 担当部長 

川崎市 建設緑政局広域道路整備室 室長 

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 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 



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 交通・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 

 

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 交通・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 

 

 



 

 

２ 交通マネジメントの検討結果 

（交通輸送技術検討会（第 6 回）開催結果） 

 

２－１ 交通マネジメント推進に向けた 2019 年

夏の試行について  資料２－１、２ 

 

２－２ 首都高の追加対策について 

資料２－３～５ 

 

本件は、2019 年 8 月 26 日に開催された交通輸送

技術検討会（第 6 回）において行われた論点整理

と議論を踏まえ、東京都と東京 2020 大会組織委

員会とが検討し、取りまとめたものである。 

 

 

資料２ 



資料２－１

試行の内容

交通輸送技術検討会（第6回）資料



1

１．試行の概要

ＴＳＭに関する試行ＴＤＭに関する試行

企業等への働きかけ

（東京圏、重点取組地区、特定エリア等）

高速道路の本線料金所流入調整、
入口閉鎖

一般道路の交通対策（信号調整）政府・都庁の取組 等

＜試行の主な内容＞

➢大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向けた取組を
総合的にテストする期間を設定

➢オリンピック・パラリンピックの期間に相当する期間を
集中取組期間とし、企業等に重点的な取組を依頼

➢各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク及びコア
日を中心に、効果測定を実施

➢ TSMは大会時と同等規模で数日試行する他、選手村～競技
会場間でバスを実走

〇道路交通 ・一般交通
東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律10％減を目指す。
特に重点取組地区については、出入りする交通量の30%減を目指す。

・首都高速道路における交通量の更なる減
首都高速道路については、交通量を最大30％減とすることで、休日並みの良好な
交通環境を目指す。

集中取組期間① （7/22～8/2）

チャレンジウィーク（7/22～26）、コア日（7/24）

試行期間（スムーズビズ推進期間）



TDM TSM

７月２２日(月)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２３日(火)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２４日(水)

・企業等による交通混雑緩和の取組
（各社の取組のピーク）

・スムーズビズ（コア日）
・テレワークデイズ2019（コア日）
・国の取組

【高速】
・本線料金所での流入調整
・入口閉鎖による本線流入調整
【一般道】
・環七内側への流入抑制（信号調整）

２５日(木)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２６日(金)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）

【高速】
・本線料金所での流入調整
・入口閉鎖による本線流入調整
【一般道】
・環七内側への流入抑制（信号調整）

備考

・都庁及び国の取組を含む日
・集中取組期間

①７月２２日～８月２日
②８月１９日～８月３０日

２．チャレンジウィークの取組

2

※

※

＜チャレンジウィーク期間中に
交通量が多いと予想される日＞

＜TDM取組のコア日、
オリンピック開会式１年前＞

※２４日(水)、２６(金)にはＴＤＭとＴＳＭを同時に実施



3

３．ＴＤＭの試行内容

➢ スムーズビズ参加企業や、関連する取組（テレワークデイズ2019等）への参加

企業に対し、試行実施を呼びかけた

働きかけの手段 内容

①メールマガジン
・2020ＴＤＭ推進プロジェクトの登録企業（約1,600社・事業

所：6/14現在）に定期的にメルマガを配信

②説明会
・全体説明会、地区別説明会、出張説明会（要請に応じて実施：東

商支部や各協会等）

③PRチラシ
試行前アンケート票

・経済団体・業界団体を通じ、企業に配布
・重点取組16地区でのポスティング

④イベント
・スムーズビズキックオフイベント（５／２９）
・テレワーク・デイズ2019＆スムーズビズ推進期間プレイベント
（７／１）

⑤広報
（動画、ポスター等）

・動画
トレインビジョン、ＴＶＣＭ、デジタルサイネージ（主要ター
ミナル駅）等

・ポスター
2020ＴＤＭ推進プロジェクト協力者、国、自治体、首都高、
鉄道事業者等に配布

・電車中吊り広告



・テレビ CM(政府広報)
・ラジオ 道路交通情報(JARTIC)

都民ニュース
・Web Yahoo！ニュースバナー(政府広報)

夏の試行専用ページ
道路交通情報(JARTIC)

・デジタルサイネージ
・新聞広告(政府広報)
・ポスター、チラシ
・トレインビジョン
・道路情報板
・看板
・横断幕

4

４．チャレンジウィークの広報実施状況

テレビCM（政府広報）

新聞広告（政府広報）

道路情報板

ポスター・チラシ

横断幕看板トレインビジョン

デジタルサイネージ



5

5．ＴＳＭの実施状況
【 高速道路 】
＜実施内容＞

■終日実施（0時～24時）
・本線料金所流入調整 ：11箇所
・入口閉鎖 ： ４箇所

■交通状況に応じて実施
・入口閉鎖※ ：35箇所(24日)，33箇所(26日)

・本線車線規制： 2箇所(24日)， 2箇所(26日)

※最大の同時閉鎖箇所 本線料金所流入調整（東北道 浦和本線料金所） 入口閉鎖（首都高 三軒茶屋入口）

＜ＴＳＭ実施状況（高速道路）＞

本線料金所（流入調整実施） 終日閉鎖入口 閉鎖入口（追加）ＯＲＮ（大会ルート）【凡例】 本線車線規制

入口閉鎖(総実施箇所)：4＋36箇所 ※
本線車線規制：外環道(内回り)川口JCT付近

大橋JCT(3号線(下り)合流部付近)

【7/24(水)TSM実施箇所】

川口JCT付近

【7/26(金)TSM実施箇所】

入口閉鎖(総実施箇所) ：4＋42箇所 ※
本線車線規制：首都高6号線(上り)箱崎JCT、

関越道(上り)鶴ヶ島JCT付近

箱崎JCT付近

鶴ヶ島JCT付近

※東池袋は上下で１箇所として計上 ※東池袋は上下で１箇所として計上

大橋JCT



6

5．ＴＳＭの実施状況

＜実施内容＞

■午前中実施（5時～12時）
・環状七号線内側への流入調整 ：１１８箇所

➢ 環状七号線の内側へ直進する交通に対する
青信号の時間を通常よりも短くすることで、
都心への流入交通を調整

➢ 信号の調整率は、通常時から▲5％～10％
程度

環状七号線外側（国道２４６号 上馬交差点付近）

入口閉鎖（国道２４６号 三軒茶屋入口周辺）

＜ＴＳＭ実施状況（一般道）＞

一般道での対策イメージ

【 一般道 】



試行の検証について

資料２－２交通輸送技術検討会（第6回）資料



道路交通

1



１．チャレンジウィーク期間中の交通量（前年同月同週同曜日の比較）

ＴＤＭ＋ＴＳＭ

・TDMの効果
・TDM＋TSMの効果

：首都高約0.4％減、一般道約4％減
：首都高約7％減、一般道約4％減

2

※

※国道1号、4号、6号、14号、15号、17号、20号、246号、254号の15地点の断面交通量の合計

ＴＤＭのみ ＴＤＭ＋ＴＳＭＴＤＭのみ

《参考：首都高の通行台数（2018年） 7月平日平均：110.1万台/日，大会同時期最大：117.7万台/日》



２．ＴＳＭによるオリンピック・ルート・ネットワークの交通円滑化効果
・選手等が通行するルートについて、前年と比較して円滑な交通流動を確保可能

2018/7/25(水)8：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/24(水)8：00 [ TDM+TSM ]

本線料金所（流入調整） １１箇所
入口閉鎖 計３１箇所

晴海、外苑（上、下）、新都心の４箇所
２７箇所追加 3

凡例

入口閉鎖箇所

オリンピック・ルート・ネットワーク

本線料金所（流入調整）

©JARTIC

主な渋滞減少箇所

主な渋滞減少箇所



２．ＴＳＭによるオリンピック・ルート・ネットワークの交通円滑化効果
・選手等が通行するルートについて、前年と比較して円滑な交通流動を確保可能

2018/7/25(水)17：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/24(水)17：00 [ TDM+TSM ]

本線料金所（流入調整） １１箇所
入口閉鎖 計３６箇所

晴海、外苑（上、下）、新都心の４箇所
３２箇所追加 4

凡例

入口閉鎖箇所

オリンピック・ルート・ネットワーク

本線料金所（流入調整）



２．ＴＳＭによるオリンピック・ルート・ネットワークの交通円滑化効果

2018/7/27(金)8：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/26(金)8：00 [ TDM+TSM ]

本線料金所（流入調整） １１箇所
入口閉鎖 計３１箇所

晴海、外苑（上、下）、新都心の４箇所
２７箇所追加 5

・選手等が通行するルートについて、前年と比較して円滑な交通流動を確保可能

凡例

入口閉鎖箇所

オリンピック・ルート・ネットワーク

本線料金所（流入調整）

主な渋滞減少箇所

主な渋滞減少箇所



２．ＴＳＭによるオリンピック・ルート・ネットワークの交通円滑化効果

2018/7/27(金)17：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/26(金)17：00 [ TDM+TSM ]

・選手等が通行するルートについて、前年と比較して円滑な交通流動を確保可能

6

本線料金所（流入調整） １１箇所
入口閉鎖 計３２箇所

晴海、外苑（上、下）、新都心の４箇所
２８箇所追加

凡例

入口閉鎖箇所

オリンピック・ルート・ネットワーク

本線料金所（流入調整）



３．ＴＳＭによる影響（高速道路本線料金所での渋滞）

・料金所を先頭とする延長5㎞以上の渋滞が複数の箇所で発生

2019/7/24(水) ・26（金）[ TDM+TSM ]の最大渋滞長※（最大5㎞以上の箇所）

7

八王子料金所
26km

（26日19時台）

東京料金所
17km

（26日7時台）

三郷料金所
17km

（26日18時台）

浦和料金所
12km

（24日17時台）

玉川料金所
6km

（26日7時台）

※40㎞/h以下の区間の延長（料金所からの延長）

※TSM実施時には、本線料金所を先頭とした渋滞が
上流側の渋滞と結合し、最大26.2㎞の渋滞が発生



４．ＴＳＭによる影響（一般道での渋滞）

・国道246号等、放射状路線において通常時を上回る渋滞が発生

8

2018/7/25(水)8：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/24(水)8：00 [ TDM+TSM ]

環状七号線

国道246号

国道254号

国道4号

国道14号

国道6号

国道1号

環状七号線

国道246号

国道20号

国道254号

国道4号

国道14号

国道6号

国道1号

（流入制限中）
5:00～12:00

青梅街道青梅街道

国道20号

環七流入調整
の影響

凡例

10㎞/h未満

10～20㎞/h

入口閉鎖箇所
（抜粋）

池尻

三軒茶屋

永福

入口閉鎖の
影響

出典：警視庁資料



9

2018/7/25(水)17：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/24(水)17：00 [ TDM+TSM ]

４．ＴＳＭによる影響（一般道での渋滞）

・国道246号等、放射状路線において通常時を上回る渋滞が発生

凡例

10㎞/h未満

10～20㎞/h

入口閉鎖箇所
（抜粋）

出典：警視庁資料



４．ＴＳＭによる影響（一般道での渋滞）

10

環状七号線

国道246号

国道254号

国道4号

国道6号

国道1号

青梅街道

国道20号

環七流入調整
の影響

凡例

10㎞/h未満

10～20㎞/h

入口閉鎖箇所
（抜粋）

池尻

永福

・国道246号等、放射状路線において通常時を上回る渋滞が発生

2018/7/27(金)8：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/26(金)8：00 [ TDM+TSM ]

国道14号

入口閉鎖の
影響

三軒茶屋

国道14号

環状七号線

国道246号

国道254号

国道4号

国道6号

国道1号

（流入制限中）
5:00～12:00

青梅街道

国道20号

出典：警視庁資料



４．ＴＳＭによる影響（一般道での渋滞）
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環状七号線

国道246号

国道20号

青梅街道

国道254号

国道4号

国道14号

国道6号

国道1号

国道246号

国道20号

青梅街道

国道254号

国道4号

国道14号

国道6号

国道1号

環状七号線
（流入制限なし）

凡例

10㎞/h未満

10～20㎞/h

入口閉鎖箇所
（抜粋）

池尻

三軒茶屋

初台

入口閉鎖の
影響

・国道246号等、放射状路線において通常時を上回る渋滞が発生

2018/7/27(金)17：00 [ 前年同曜日 ] 2019/7/26(金)17：00 [ TDM+TSM ]

出典：警視庁資料



４．ＴＳＭによる影響（一般道での渋滞）
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首都高

国道246号

三軒茶屋入口
（閉鎖）

大橋ＪＣＴ

渋谷入口

馬事公苑→選手村等
の大会関係者が利用

渋滞発生ポイント

×

馬事公苑←選手村等
の大会関係者が利用首都高

国道246号

池尻入口
（閉鎖）

渋滞発生ポイント

上り

下り

東名高速

東京IC

東京料金所での
流入調整

大橋JCT手前の渋滞発生ポイントの交通量を減らすことで首都高の流れを確保

池尻入口直後の渋滞発生ポイントの交通量を減らすことで首都高の流れを確保

×

【首都高の流入制限の狙い】

【改善方策（例）】

渋滞発生要因
上り三軒茶屋～渋谷入口、
下り池尻入口～東京ICの利用増

改善方策（例）
①ＴＤＭによる交通量の低減
②荷捌き時間の変更、路上駐車の抑制の呼びかけ 等

【流入制限による一般道での状況変化】
閉鎖した入口から首都高に流入できない車両が一般道を走行⇒渋滞が発生



５．企業等の取組意向

・来年の大会時に向け、各方策に取り組む企業の割合は増加
⇒TDM効果は今夏の試行時よりも高まる見込み

企業向け事前アンケート（2019年6月24日（月）～7月26日（金））

13

今夏の取組 大会時の取組

人
の
流
れ

物
の
流
れ



６．道路の交通量低減についての課題

14

ＴＤＭによる更なる交通量低減と、追加対策の実施が必要

〇 今回の試行で、道路交通は一定程度減少
（一般道で約4％減少である一方、首都高では、TDMのみの日では前年同日に比べ約

0.4％と減少幅が小さい）

（参考）大会本番時の目標
・ 一般交通

東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律10%減を目指す。特に重点取組
地区については、出入りする交通量の30%減を目指す。

・ 首都高速道路における交通量の更なる減
東京圏のオリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の基幹をなす首都高速道路については、交通量を
最大30％減とすることで、休日並みの良好な交通環境を目指す。
（TDM及び追加対策等により実現）

〇 TSMを効果的に機能させるには十分な交通量低減が不可欠

○ 本番の大会期間中は、大会関係車両、観客の滞在等による波及交通で更に首都高
に約７万台/日の交通が増加する見込み

○ 今回のように高強度なTSMを長期にわたり実施した場合には、物流や公共交通等の
首都高の利用に支障が生じ、経済活動や都市活動に影響が及ぶことを懸念



公共交通（鉄道）関連



1616
：測定駅
：うち速報取得駅 ←今回集計分

①

⑮

⑬

⑩

⑤

④

⑧

③

⑨

⑭

⑪

⑥

⑯

②
⑫

⑦

【TDMによる効果が大きかった駅の例】

７．TDMの取組（速報） ＊前年同曜日（2019年7月24日(水)と2018年7月25日(水)）の比較

○ピーク１時間（８時台）にエリアの駅に到着する人の数の変化

中央省庁（霞ケ関駅）や都庁（都庁前駅）、
民間企業（その他）などにより、 TDMの取組等を
実施した効果

番号 地区 注

⑬ 霞ヶ関・虎ノ門 -21.8% 約22％減

④ 浜松町・田町 -12.1% 約12％減

⑤ 新橋・汐留 -6.6% 約7％減

⑩ 番町・麹町 -6.2% 約6％減

⑧ 神田・秋葉原・御茶ノ水 -5.5% 約6％減

③ 品川 -5.5% 約6％減

⑨ 九段下・飯田橋 -4.7% 約5％減

① 新宿 -4.6% 約5％減

⑭ 晴海・有明・台場・豊洲・大井ふ頭 -3.5% 約4％減

⑪ 青山・表参道 -2.3% 約2％減 ※9時台

⑥ 大手町・丸の内・有楽町 -2.2% 約2％減

⑮ 池袋 0.2% 0.2％増

⑯ 大崎 0.4% 0.4%増

② 渋谷 1.3% 約1％増

⑫ 赤坂・六本木 1.3% 約1％増 ※9時台

⑦ 八重洲・日本橋 6.0% 約6％増

重点地区合計 -3.4% 約3％減

減少率

重点取組地区（16地区） 地区別 注）年毎の利用者数の変化は踏まえていない
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・ピーク時間帯（８時台） 約3％減、 7時台・8時台からその周辺の時間帯に分散
・午前中の利用者数 約１％増

駅出場者数の変化（重点取組地区１６地区の速報値調査対象駅の合計）

重点取組地区（16か所）合計 速報値調査対象 全75駅

７．TDMの取組（速報） ＊前年同曜日（2019年7月24日(水)と2018年7月25日(水)）の比較

6時台以前 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台

出
場
者
数

前年（2018.7.25） チャレンジウィーク（2019.7.24）

午前中合計
約１％増

約３％減

＊（）内は、８時台の減少分を１とした場合の増減量

（0.8）

（1）

（0.04）

（▲0.03）

（0.2）

（1）
（▲1）

注）年毎の利用者数の変化は踏まえていない
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一般交通
需要増

・大会期間中の最大交通量
・大会関係者、観客、物流

交通量減少の継続
・オリ19日間、パラ13日間

等

事故等への対応

ＴＤＭ ＴＳＭ 追加対策
（首都高の流動確保策）

交通マネジメントの枠組み

大会時に考慮すべき要素

結果・得られた知見

チャレンジウィーク中に発現・実施したもの

今後の展開

【ＴＤＭ（道路・鉄道）】
①道路交通、鉄道交通ともに減少
・道路交通は一定程度減少。一方、首都高の交通量は一般道と比較して
減りづらい傾向。目標達成に向けては更なる交通量減少が必要
・鉄道もピーク時を中心に利用者が減少
・「取組を知らなかった」「もっと周知してほしい」との意見あり

②大会本番に向け、更に多くの企業・個人の取組が必要
・今後、大会までに取り組む意向をもつ事業者が多く存在
・物流対策は、多くは自社・顧客への影響の把握を行っている段階

【ＴＳＭ】
①交通規制により、大会輸送の円滑性を一定程度確保可能
②レーン数を制限した高速料金所や入口閉鎖、都心への流入
制限を行った一般道で渋滞が発生

③TSMを機能させるには十分な交通量低減が必要
④利用可能な入口、う回ルート等の周知を望むユーザーが多い

【ＴＤＭ（道路・鉄道）】
◆入念な事前準備による更なる交通量
低減
◆スムーズビズの戦略的な広報の拡充
◆観客の分散などの施策の実施（鉄道）
◆顧客との物流に関わる調整の促進 等

【ＴＳＭ】
◆運用の最適化
◆規制に関する情報提供の充実 等

【追加対策】
◆需要増、今回と比べ長期間を見据え、
首都高の流動確保のための対応が必要

得られた知見と今後の展開



首都高の追加対策の検討結果

内閣官房東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進本部事務局

警察庁 交通局

国土交通省 道路局

東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中における首都高の流動確保を図るため、

今年２月に東京都・組織委員会から首都高速の追加対策（ナンバープレート規制、ＨＯＶ

レーン、料金施策）について、検討の協力要請がなされた。

本検討は、この協力要請を受けて、内閣官房オリパラ事務局、警察庁、国土交通省がシ

ミュレーション結果等を技術的にとりまとめたものである。

資料２－３交通輸送技術検討会（第6回）資料



１．東京都・組織委員会から提示された追加対策案

2019年2月6日
第4回交通輸送技術検討会追加対策（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

１2019年2月6日第４回交通輸送技術検討会資料



２．ナンバープレート規制・ＨＯＶレーンについて

ナンバープレート規制やＨＯＶレーンは、

• 本線料金所等で誤進入した車両の十分な転回スペースがない。

• 首都高本線は片側２車線であること等から、渋滞を発生等させることなく、必要な車線の

確保等を行うことが困難。

などの首都高の構造的な問題等が存在。

転回不可 首都高

一般道

通行不可車両

通行可能車両

料
金
所
ブ
ー
ス

【首都高入口の構造的課題】

事例：都心環状線（外回り）霞が関→三宅坂JCT

ＨＯＶレーン

進行方向

ＨＯＶレーン

進行方向

本
線

片側１車線では交通が捌けず、
渋滞が発生

片側１車線であり、
ＨＯＶレーンが確保できない

：大会関係車両

：相乗り車両

：レーン対象外車両

三宅坂
ＪＣＴ

霞が関入口

新
宿
方
面

片側２車線

【首都高車線の構造的課題】

２



３－１．料金施策について

① 働きかけＴＤＭで物流車両も含めた道路交通全体の需要を削減

② 夜間割引の導入による交通シフトを促進（首都高全線・全車種）

③ 昼間時間帯において、一般道から首都高への転換を抑制するための

マイカー等に対する料金上乗せ（首都高都内区間）

④ 交通状況に合わせたＴＳＭの実施

料
金
施
策

 料金施策は、既存のＥＴＣシステムにより、車種別や混雑時間帯にあわせた適用が技術的に可能である。

 働きかけＴＤＭによって減少した首都高の交通に、一般道からの転換が生じる外部不経済を抑制する効果

が期待されることや、諸外国において導入効果も確認されている。

 シミュレーションに際しては、交通事故の発生リスク等を低減する観点も含め、過去の首都高におけるオリ

パラ相当期間の最大交通量（約118万台/日）に大会関係車両等の需要増（約７万台/日）を加えた厳しい交
通状況を想定する。

３



３－２．料金施策の内容：料金パターン

【夜間割引】

・働きかけＴＤＭによる道路交通全体の需要削減とともに、 「夜間割引（半額）」で交通シフトを促進

【料金上乗せ】

・混雑する昼間はマイカー等への「料金上乗せ」を実施

大会期間（休日や開閉会式前後を含む）を中心に検討

４



３－３．料金施策の内容：対象車種

（障害者、福祉車両は事前登録制）

※１：身体・知的・精神障害者
※２：社会福祉事業（第一種・第二種）の用にもっぱら供する車両等

【夜間割引】 全車種に適用

【料金上乗せ】 マイカーを対象に適用

他の交通への転換が困難な公共交通、物流車両、障害者※１、

福祉車両※２、緊急車両は対象外

【料金上乗せ】 普通車以下の全てに適用

Ｅ
Ｔ
Ｃ

現金車

５



４－１．シミュレーション結果：首都高の交通状況

※１ 夏の試行で実施した７月２６日並みの入口閉鎖（４２箇所）を想定
※２ オリパラ期間に相当する平成３０年平日の最大交通量（118万台/日）に、大会関係車両等（7万台/日）を加えた約１２５万台を前提
※３ 働きかけTDMにより、道路交通全体で交通需要の１０％削減を前提

選手村（晴海）～新国立競技場（外苑）の輸送時間［距離約１８ｋｍ］

輸
送
時
間(

分)

＋５００円

休日並み

＋１,０００円 ＋２,０００円

２０分

０

２０

３０

４０

３５分

２０分

２０分

交通量に応じた段階的
な入口閉鎖※１に加えて、

例えば、都心環状線の
入口（１０箇所）を全て閉
鎖する必要

８０

晴海・外苑等入口閉鎖（４箇所）

本線料金所レーン削減（１１箇所）

８０分

TSM
（交通規制）

【Ａ】 【Ｂ】 【Ｃ】

対策なし

６



４－１．シミュレーション結果：首都高の交通状況

※ オリパラ期間に相当する平成３０年平日の最大交通量（118万台/日）に、大会関係車両等（7万台/日）を加えた約１２５万台を前提
※ 働きかけTDMにより、道路交通全体で交通需要の１０％削減を前提 ７

【Ａ】 【Ｂ】 【Ｃ】

対策無し
＋500円＋晴海・外苑等入口閉鎖
＋本線料金所レーン削減

新国立競技場
選手村

（所要時間80分）

新国立競技場
選手村

（所要時間20分）

新国立競技場
選手村

（所要時間20分）
：速度２０km/h以下

：速度４０km/h以下

17時台

新国立競技場
選手村

（所要時間20分）

17時台 17時台

17時台17時台

（所要時間35分）

：速度２０km/h以下

：速度４０km/h以下

：速度２０km/h以下

：速度４０km/h以下

：速度２０km/h以下

：速度４０km/h以下

：速度２０km/h以下

：速度４０km/h以下

新国立競技場
選手村



４－２．シミュレーション結果：一般道の交通状況
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平日の渋滞損失時間を１００とした場合の変化

現状（平日）
現状（平日）

都心部（中央環状道路内側）
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失
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圏央道内側

【Ａ】 【Ｂ】 【Ｃ】

※働きかけTDMにより、道路交通全体で交通需要の１０％削減を前提

【Ａ】 【Ｂ】 【Ｃ】

８



５．料金施策に関する収支について

料金施策の実施にあたって、料金上乗せに伴う収入とその使途が均衡するよう検討。

使途については、以下を中心に検討することが考えられる。

① 夜間割引の実施

② 料金システムの改修

③ 料金施策に関わる広報

収入 使途

料金上乗せ
夜間割引

料金システム改修
等

９



（参考１） 夏の試行（チャレンジウィーク）の道路交通状況

働きかけによるＴＤＭ（交通需要マネジメント）のみ
【７月２２日（月）、２３日（火）、２５日（木）】

働きかけによるＴＤＭ ＋ 交通規制（首都高の入口閉鎖等）
【７月２４日（水）、２６日（金）】

首
都
高

一
般
道

112
104

70

80

90

100

110

前年同日 今回
70

80

90

100

110

前年同日 今回

目標：交通量を最大３割削減［休日並み］

目標：交通量を一律１０％減 目標：交通量を一律１０％減

前年同日 今回

一般道の断面交通量
（万台/日）

4.4

4.2

－約４％

10%減

※直轄国道（15箇所）での調査データの平均

（万台/日）

ほぼ変化なし －約７％

目標：交通量を最大３割削減［休日並み］

選手村～新国立
の所要時間
（ピーク時）
【目標２０分】

３３分 ３５分

通常の
休日並

首都高全体の交通量

前年同日 今回

4.3
4.5

－約４％4.5

4.3

4.1

3.9

3.7

3.5

【目標】

【目標】

大会関係車両等
＋約７万台/日 （万台/日）

首都高全体の交通量

選手村～新国立
の所要時間
（ピーク時）
【目標２０分】

３６分 ２６分

一般道の断面交通量
（万台/日）

4.5

4.3

4.1

3.9

3.7

3.5

10%減

【目標】

※直轄国道（15箇所）での調査データの平均

109 108

大会関係車両等
＋約７万台/日

【目標】

通常の
休日並

１０

前年同曜日

今回

前年同曜日 今回

前年同曜日 今回前年同曜日

今回



（参考２） ＴＳＭの試行結果

高速道路：都心部への流入抑制のため11箇所の本線料金所で開放レーン数の制限（終日）
大会関係者専用となる選手村周辺等の４つの入口を閉鎖（終日）
交通混雑箇所を中心とする段階的な入口閉鎖（最大50箇所）

一般道路：環状７号線上の信号機における、都心方向への青時間の短縮を実施

２ 試行の結果（７月24日（水）・26日（金）、規制強度：24日＞26日）

午前７時～午前９時 午後５時～午後７時

24日（水） 26日（金） 24日（水） 26日（金）

首都高（全域） －38.2% －27.1% －83.6% －66.3%
うち都心環状 －51.9% ＋7.0% －97.2% －79.0%

午前７時～午前９時 午後５時～午後７時

24日（水） 26日（金） 24日（水） 26日（金）

23区内 ＋7.1% ＋18.7% －8.9% －2.3%
うち環状７号線内側

－17.4% ＋6.0% ＋0.9% ＋17.0%
うち環状７号線外側

＋28.3% ＋29.4% －23.1% －26.7%

（１）首都高速道路の状況（前年同曜日との渋滞量の比較）

※ 午前８時時点での入口閉鎖状況（24日：27/50、26日：27/50）、午後６時時点での入口閉鎖状況（24日：34/50、26日：30/50）
※ ボトルネック箇所（17箇所）における平均速度

午前７時から午前９時（24日：50km/h（前週同曜日と比較して19%増）、26日：49km/h（前週同曜日と比較して23%増））
午後５時から午後７時（24日：55km/h（前週同曜日と比較して38%増）、26日：50km/h（前週同曜日と比較して43%増））

１ 試行の概要

（２）一般道路の状況（前年同曜日との渋滞量の比較）

※ 環状７号線における青時間の短縮は午前５時から正午までの間実施
１１
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料金施策の適用日について（案) 

 

 

 大会時の首都高速道路の流動確保のため、次の考え方で料金施策が必要な日を設定。 

 

〇大会開催にともない交通量の増が見込まれる中で、選手・関係者の選手村、競技会場等の間の移動の

定時性を確保するために、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会とも、開会式から閉会式

までの期間適用する。 

 

･オリンピック競技大会     開会式(7/24)から閉会式(8/9)まで 

･パラリンピック競技大会   開会式(8/25)から閉会式(9/6)まで 

 

 

〇オリンピック開会式前において、一部競技の実施、練習会場との往復、諸行事の開催などにより交通

量の増が見込まれる中で、選手・関係者の移動の定時性を確保するために、オリンピック開会式に先

立つ４日間（7/20～23）適用する。 

 

（参考）開会式前に実施される競技（東京地区） 

   7/22 女子サッカー（東京スタジアム；２試合） 

   7/23 男子サッカー（東京スタジアム；2 試合）、男子サッカー（横浜国際総合競技場；2 試合） 

 

 

〇オリンピックの選手、関係者の出国は閉会式翌日がピークであることから、帰国便に遅れることにな

いように迅速に輸送する必要があり、定時性が求められる閉会式翌日(8/10)に適用する。 

（同趣旨で、議員立法において、山の日をずらして同日が休日とされたところ） 

 

 

 

資料２－４ 交通輸送技術検討会（第 6 回）資料 
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東京 2020 大会における首都高速道路の料金施策に関する方針(案) 

１ 検討経緯 

これまで東京都・組織委員会・国は、大会期間中の円滑な大会輸送と経済活

動・市民生活の両立を図るため、様々な交通対策の検討を進めてきました。 

具体的には、多くの企業・市民の皆様から少しずつご協力を頂き、全体の交

通量を低減する交通需要マネジメント（TDM）、高速道路での流入調整などを

行う交通システムマネジメント（TSM）、時差出勤などピークシフトなどを行

う公共交通輸送マネジメントです。 

こうした検討を進める中で、大会関係車両が多く通行する首都高速道路での

流動を確保する上で、以下の課題があることが明らかになりました 

  （参考 第４回交通輸送技術検討会〔平成 31 年 2 月 6 日〕 資料２・３） 

１） TDM のみでは首都高の交通量が減りにくい傾向にあること 

２） 大会期間中は、大会関係車両の通行、物流車両など派生需要の増加など、

例年同時期の交通量よりも多くの交通が見込まれること 

３） TDM による交通量の低減効果をオリンピック・パラリンピック期間（約

30 日間）通じて継続させる必要があること 

このことから、本年２月、学識経験者を交えた交通輸送技術検討会において、

検討中の TDM、TSM に加えて、更なる追加対策の検討の必要性が確認され、

東京都と組織委員会から国等に対し、検討の協力を要請しました。 

その後、本年７月には、一般交通を対象に TDM、TSM の交通対策の試行を

実施し、その検証結果として以下の事項をとりまとめました。 

（参考 第６回交通輸送技術検討会〔令和元年 8 月 26 日〕 資料２－２） 

１） 今回の試行で、道路交通は一定程度減少 

（一般道で約４％減少である一方、首都高では、TDM のみの日では前

年同日に比べ約 0.4％と減少幅が小さい） 

２） TSM を効果的に機能させるためには十分な交通量低減が不可欠 

３） 大会期間中は、大会関係車両、波及交通などが増加する見込み 

４） 高強度の TSM を長期に実施した場合の経済活動や都市活動に対する影

響が懸念 

５） これらのことを考慮すると、大会本番に向けては TDM による更なる交

通量の低減と、追加対策の実施が必要 

 

資料２－５ 
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こうした検証のもとに、国から首都高速道路での追加対策について、検討結

果が示されました。（参考 第６回交通輸送技術検討会 資料３－１） 

国の検討結果では、ナンバープレート規制及び HOV レーンについては、首

都高の構造的な問題（片側２車線など）等が存在するとされ、料金施策につい

ては、既存の ETC システムの活用が可能で TDM や TSM と組み合せることを

前提に、夜間割引を導入した上で、料金上乗せ額についての３パターンが示さ

れました。 

これをもとに、交通輸送技術検討会での議論をふまえ、都と組織委員会で本

方針（案）をとりまとめました。 

２ 料金施策の内容 

交通輸送技術検討会による以下の３点の意見「①首都高速道路の流動を確

保する効果、②TSM など交通規制を行う強度と影響、③一般道での交通渋滞

の発生などの影響」を受け、料金上乗せによる経済的負担の度合いの観点な

どを考慮した上で、夜間半額割引を導入するとともに、料金上乗せ額を 1000

円と設定しました。 

《ETC 搭載車両》 

夜間割引（全車種、首都高全線、５割引） 

  料金上乗せ（マイカー等、都内区間、1000 円） 

 

《現金車両》 

夜間割引なし 

料金上乗せ（普通車以下の全て、首都高全線、1000 円） 

 

 

 

 

 

 

※ETC の場合（約 96%が ETC 搭載車） 
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・対象車種 

料金上乗せについては、経済活動・都市活動を維持する観点から、以下の

とおり、対象外車種を設けています。 

なお、夜間割引については、混雑時間のさらなる分散を図る観点から全車

種を対象としました（現金車を除く）。 

・適用期間 

    オリンピック大会、パラリンピック大会ともに、開会式から閉会式までの

期間に適用することとしました。 

    加えて、オリンピック開会式前において、一部競技の実施、練習会場との

往復、諸行事の開催などにより交通量の増が見込まれるため、開会式に先立

つ４日間（7/20～23）も適用することとしました。 

また、オリンピックの選手、関係者の出国は閉会式翌日がピークであり、

迅速に輸送する必要があることから、定時性が求められる閉会式翌日（8/10）

にも適用することとしました。 

 

２０２０（令和２）年７月 ２０２０（令和２）年８、９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31 9/１ ２ ３ ４ ５

：適用日

6 7 8 9 10 11 12

海の日
スポーツ
の日

山の日

オリ競技開始

オリ閉会式

パラ閉会式

パラ開会式

選手等の
帰国ピーク

オリ開会式

※１：身体・知的・精神障がい者
※２：社会福祉事業（第一種・第二種）の用にもっぱら供する車両等

【夜間割引】 全車種に適用

【料金上乗せ】 マイカー等を対象に適用

他の交通への転換が困難な公共交通、物流車両、障がい者※１、

福祉車両※２、緊急車両は対象外

【夜間割引】 なし

【料金上乗せ】 普通車以下の全てに適用（首都高全線）

Ｅ
Ｔ
Ｃ

現金車

（障がい者、福祉車両は事前登録制）
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３ 料金施策を含めた交通対策の考え方 

大会期間中の円滑な大会輸送の実現と、経済活動・都市活動の維持との両立を

図るため、TDM、TSM、料金施策を下記の考え方をもとに運用します。 

① TDM で物流車両も含めた道路交通全体の需要を削減 

② 夜間割引の導入による交通シフトを促進 

③ 昼間時間帯において、一般道から首都高への転換を抑制するためのマイカ

ー等に対する料金上乗せ 

④ 交通状況に合わせた TSM の実施 
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■ 放送での広報

1

 日別広報実施回数

 放送局別広報実施回数

月 7
合計日 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
ラジオ放送 2 0 3 17 12 9 4 11 21 55 203 42 212 591 
テレビ放送 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

• AM放送局
ＮＨＫ-AM ＴＢＳ ニッポン放送 ＲＦラジオ日本 文化放送 ＹＢＳ ＩＢＳ

64 3 54 35 10 17 34

• FM放送局
ＮＨＫ東京ＦＭ ＮＨＫ千葉ＦＭ ＮＨＫ埼玉ＦＭ ＮＨＫ横浜ＦＭ ＮＨＫ水戸ＦＭ ＮＨＫ甲府FＭ

8 11 10 7 5 12
NACK5 ＴＦＭ ｂａｙｆｍ７８ ＦＭヨコハマ ＪーＷＡＶＥ ＦＭ－ＦＵＪＩ

64 60 84 70 22 21

• TV放送局
ＮＨＫ－ＴＶ

5

haruo.izutsu
テキストボックス
参考（日本道路交通情報センター）
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■ インターネットでの広報

2

 当センターWebサイト「道路交通情報Now!!テロップ」

●【東京2020大会交通対策テスト】7/24（水）及び7/26（金）の終日、首都圏の道路で東京2020大会
を想定した交通対策が実施されます。これに伴い、高速道路・首都高速・一般道（環状七号線）で流入制限
が行われます。交通混雑緩和のため、マイカーの利用自粛や都心エリアを経由しない広域迂回にご協力ください。

• 掲載画面：高速道路（関東地方）、首都高速道路、一般道（東京都）
• 掲載期間：2019年7月12日～26日
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■ インターネットでの広報

3

 当センターWebサイト「トップページ」

• 輸送テスト広報ページへのリンクを掲載
• 掲載期間：2019年7月12日～8月9日

 当センターWebサイト「交通規制の予定ページ」

• 高速道路と首都高速道路の交通規制を掲載
• 掲載期間：2019年7月12日～26日
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■ その他情報提供状況（参考）

4

 電話応答件数

801 847 

1,111 

663 

441 

956 

1,583 

2,525 

1,493 

2,514 

1,090 

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

7/17
（水）

7/18
（木）

7/19
（金）

7/20
（土）

7/21
（日）

7/22
（月）

7/23
（火）

7/24
（水）

7/25
（木）

7/26
（金）

2019年 2018年7月平均

※件数は、東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県に所在する拠点での電話応答件数の合計値
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■ その他情報提供状況（参考）

5

 道路交通情報Now!!アクセス数

1,163,834 

1,117,868 

1,331,173 

1,063,901 
909,822 

1,144,440 

1,315,351 

2,784,921 

1,597,192 

2,339,044 

1,974,824 

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

7/17
（水）

7/18
（木）

7/19
（金）

7/20
（土）

7/21
（日）

7/22
（月）

7/23
（火）

7/24
（水）

7/25
（木）

7/26
（金）

2019年 2018年7月平均

※アクセス数は、高速道路（関東地方）画面及び首都高速道路画面、一般道路（東京都）画面
へのアクセス数の合計値
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■ その他情報提供状況（参考）

6

 Twitter当センター調査部公式アカウント（試験運用）

• 投稿日：2019年7月17日（事前広報）
2019年7月24日、26日（実施中広報）



 

 

３ 輸送に係る検討・調整状況 

 

３－１ パラリンピック競技大会における輸送

の検討状況  資料３－１ 

 

３－２ 車両の調達  資料３－２ 

 

資料３ 



1 

 

 

パラリンピック競技大会における輸送の検討状況 

 

１ パラリンピック輸送の特徴 

 東京 2020 パラリンピック競技大会においては、約 2 万人の大会関係者、約 10

万人の大会スタッフに加え、約 230 万人の観客が見込まれている。 

組織委員会は、パラリンピックのステークホルダーに対し、オリンピックのステ

ークホルダーと同じレベルの輸送サービスを提供することが要求される。 

パラリンピック輸送は、オリンピック輸送と共通するオペレーションが多いが、

車いすを使用するステークホルダーへの配慮など、パラリンピック特有の要素等が

存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ これまでの検討状況等 

2017 年 3 月 TOKYO2020 アクセシビリティ・ガイドラインを策定 

2017 年 6 月 競技会場を公表 

2018 年 11 月 パラリンピック・ルート・ネットワーク(PRN)設定の考え方に基づ

く PRN 案のうち選手等を輸送する大会ルート案を公表 

2019 年 6 月 ステークホルダーの想定人数の更新、輸送サービスの内容やオリン

ピックからパラリンピックへの移行の考え方などを整理し、輸送運

営計画 V2(案)へ反映 

2019 年 8 月  ・ボートテストイベント（海の森水上競技場）においてアクセシビ

リティの対応状況を検証 

       ・セッションスケジュールを公表 

・開会式を想定した交通対策のテストにおいて、アクセシブルバス

の乗降等に係るオペレーションを検証 

資料３－１ 
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３ 今後のスケジュール 

 

～2019 年 10 月 

・パラリンピック輸送の前提条件を整理し、サービス内容を調整 

・パラリンピック輸送の配慮事項に係る検討・調整 

・移行内容の詳細に係る検討・調整 

・以上を踏まえ、パラリンピック輸送の基本的な考え方、方針等を「輸送運営計

画 V2(案)」に反映 

 

2019 年 12 月 

・輸送運営計画 V2 策定予定 

 

以降、引続き 

・テストイベントなどを通じてオペレーションを検証 

・輸送のスタッフ（ボランティアを含む。）のトレーニング等 
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【参考１】パラリンピック特有の配慮事項等 

〇 大会関係者のニーズを踏まえたアクセシブル車両の調達 

（大会関係者輸送バス） 

リフト付き観光バス車両         低床型路線バス車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フリート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真の車両は、ノア／ヴォクシー 2WAY アクセシブル 2020 エディション 

 

〇 車いす選手が安全かつ円滑にバスを乗り降りする方法の検討 

 

 

 

 

 

 

 

・車載のリフトを使用して、車いすの

まま乗り込むことができる。 

・車両により、車いすの搭載台数は異

なる（1～8 台）。 

・車載のスロープ板を使用して、車

いすのまま乗り込むことができる。 

・車いすは 2 台まで搭載できるが、

最新型の車両については、4 台の搭

載を検討している。 

＋ ＝ 

車いす使用者が座席に乗り換える場合： 

 最大 4 名＋車いす使用者 1 名（乗り換え） 

車いすのまま乗り込む場合： 

 最大 4 名＋車いす使用者 1 名 

リフト付きバスへの乗降 スロープによる乗降 
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〇 障がいのある大会関係者をサポートする輸送スタッフのトレーニング 

フリートのドライバー（ボランティアドライバーを含む。）、バスのドライバー、

乗降スタッフ等に対し、障がいのある大会関係者の個々のニーズに配慮した乗降

のサポート、車いすの固縛方法やシートベルトの装着方法等のトレーニングを実

施する。 

 

【参考２】オリンピックからパラリンピックへの移行 

パラリンピック競技大会の開催に伴う ORN から PRN への変更（縮小）、輸送サ

ービスの変更のほか、大会関係者に車いす使用者を含む障がいのある人が増えるこ

とに伴う作業が中心となる。 

具体的には、駐車場・乗降場の変更、車両の数量変更に加え、車両の割当変更に

当たりアクセシブル車両の割合を増やすなどである。 

 

 

 

 

オリンピック時  パラリンピック時 

Tokyo 2020 / Uta MUKUO / 2005 Getty Images 

パラリンピック時 



1 

 

 

 

車両の調達 
 

 

１ 大会関係者輸送バス 

（１）旅行会社とバス事業者の仮契約締結 

2019 年４月中旬より、旅行会社３社が関東、中部エリアの 約 800 社のバス事

業者と交渉し、７月末までに概ね仮契約を締結しました。 

 

（２）仮契約台数と乗務員数 

７月 31 日時点での仮契約台数と乗務員数は、以下のとおり。 

仮契約済み バス台数 約１,８００台 、乗務員数 約２,１００人 

 

必要なバス台数（約 2,000 台）の確保については目途が立ちつつありますが、

大会関係者の輸送は早朝から深夜に及ぶものもあり、関係法令に基づいて運行し

ていくためには、バス台数以上の乗務員数が必要になります。 

引き続き、ステークホルダーのニーズを踏まえ、必要数の精査を行うとともに、 

  ８月上旬からは、近畿、北陸信越エリアのバス事業者とも交渉し、乗務員の確保を 

進めています。 

 

（３）今後の対応 

引き続き、運行ダイヤの検討を進め、必要数の精査を図るとともに、バス車両

及びバス乗務員の更なる確保を図ります。 

〇 首都圏バス事業者への交渉 

大手のバス事業者を中心に、バス調達の進捗状況などを説明し、更なる調達を 

実施 

〇 近畿、北陸信越エリアのバス事業者への交渉（９月中旬まで） 

 

（４）今後のスケジュール 

2019 年９月中旬  追加のバス車両及び乗務員の確保 

2019 年 10 月以降  本契約を順次締結（2019 年 12 月末まで） 

 

（５）リフト付きバスの調達 

貸切バス事業者のリフト付き観光バスの保有台数は、組織委員会の調べでは全

国で約 300 台です。 

資料３－２ 
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2019 年４月中旬より、旅行会社３社が関東、中部、近畿、中国、九州エリアの

バス事業者と交渉し、約 200 台のリフト付き観光バスを確保しています。 

リフト付き車両の必要数については精査中であり、各競技団体の要望等を踏ま

えると、多くの車両が必要になると見込まれますが、効率的な運用により必要車

両数を削減する検討を進めています。 

合わせて、調達範囲の拡大によるリフト付き観光バスの更なる確保や、路線バ

スタイプの車両の活用などの検討を進めていきます。 
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２ 観客シャトルバス 

（１）観客用シャトルバス必要台数 

東京圏の観客シャトルバスの必要台数のピークは、7 月 31 日で約 570 台と想定

（下図参照：2019 年 7 月末時点） 

 

 
 

（２）車両調達及び契約 

〇 旅行会社を通じてバス調達をする会場 

東京圏で観客シャトルバスを運行する８会場のうち４会場※１については、組

織委員会が旅行会社と業務委託契約を締結し、契約後は速やかに旅行会社がバ

ス会社からバス調達を開始します。 

※１ 埼玉スタジアム 2〇〇2、霞ヶ関カンツリー倶楽部、陸上自衛隊朝霞訓練場、釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 

 

〇 地元バス事業者の既存バス路線等を活用する会場 

観客シャトルバスを運行する８会場のうち４会場※２は、地元バス事業者が既

存路線による増便対応などを行います。 

※２ 海の森水上競技場、海の森クロスカントリーコース、東京スタジアム、馬事公苑 

 

旅行会社を通じてバス調達をする会場については、早期の契約締結へ向けて 

旅行会社と調整中であり、既存バス路線を活用する会場については、地元バス事業

者との大会への協力に関する文書の取り交わしを進めています。 
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３ フリート 

（１）車両調達状況 

トヨタ自動車から大会関係車両として、組織委員会が調達する台数は、2,700 台。

さらに、約 800 台のレートカード車両をトヨタグループから調達し、約 3,500 台

の車両で運用する予定です。 

FCV（燃料電池車）を始め、低公害・低燃費車の利用に努めるが、車種構成に

ついては、現在最終的な契約に向けて協議中です。 

 

（２）車両運行 

トヨタ自動車との協業により、車両の運行管理システムを 12 月末目標に開発

中である。その後必要に応じ改良が行われます。 

予約の IT システム化（アプリの活用）や車両の動態管理を行うことで可能な限

り車両の台数を最小化し、限られた台数で効率的な配車を実現させ、円滑な輸送

や大会車両の削減を図る予定です。 

 

（３）今後の対応 

トヨタ自動車と車種別台数の決定（東京圏） 

 



2019年 2020年

7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月

輸送運営計画V2

主な
事項

交通マネジメント

会場周辺の交通対策

車両調達
バス

フリート

デポ整備

輸送センター
※1 机上訓練、実地訓練を含む。

会議

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

テストイベント(READY STEADY TOKYO) ウェーブ1 ウェーブ2（10~2月） ウェーブ３

東
京
２
０
２
０
大
会

資料４

適宜開催

今後のスケジュール

〇
策定

●
第9回

(8/27)
適宜開催

適宜開催

試行(7/22~9/6)

仮稼働※1、システム開発 本稼働※1

評価・分析、課題
整理、改善策の検討 〇

提言

〇
案策定

●
第6回

(8/26)

〇
更新案

関係機関等調整更新

追加の車両・乗務員の確保 本契約

素案をもとに関係機関等と調整

フォーラム
（仮称）※2

実施設計、整地工事、上物工事 機能検証

継続して検討

オペレーションの具体化

ドライバー研修

実施方法等について関係機関等と調整

第4回

適宜開催

ドライバー研修車種構成の調整・決定 車両運行システムの開発 ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ

※2 東京圏及び各道県の輸送連絡調整会議のメンバーを対象に大会輸送に係る各種検討状況を説明する予定


