
「持続可能性に配慮した調達コード（案）」（共通事項）に関するご意見

No. 該当部分 該当項目 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

1 １．趣旨
調達基準の策定・実践を、レガシーと位置づけたことは、意義深いもので
ある。

ＧＡＰの推進を図るため、県独自の認証制度に取り組んでいるが、安全・
安心はもとより、生産者と流通・消費者との信頼関係構築、経営改善、担
い手育成につながるものと認識している。
東京大会への食材供給のための取り組みを、目的ではなく、契機とした
いと考えており、重要な視点であると考える。

本調達コードの策定・運用がきっかけとなり、SDGsが掲げる「持続可能な
消費及び生産の形態が確保された」社会の実現に資することを目指して
います。

2 １．趣旨

この「持続可能性に配慮した調達コード」においては、上記基本原則の
下、持続可能性に関わる各分野の国際的な合意や行動規範（「持続可能
な開発目標」、「パリ協定」、「世界人権宣言」、「ILO 中核的労働基準」、
「国連グローバル・コンパクト」、「OECD 多国籍企業行動指針」「国連ビジ
ネスと人権に関する指導原則」「ＯＩＥ 動物福祉基準」など）を尊重し、法令
遵守を始め、地球温暖化や資源の枯渇などの環境問題や人権・労働問
題の防止、公正な事業慣行の推進、動物福祉への配慮、地域経済の活
性化等への貢献を考慮に入れた調達を実現するための基準や運用方法
等を定める。」 と、これまでの大会でも言及されていた「動物福祉への配
慮」を含めること。

ほか、同様のご意見１件

ロンドン大会、リオ大会でも含まれていた動物福祉（アニマルウェルフェ
ア）が抜け落ちている。
農水省も出席した2016年10月の世界食料安全保障委員会では「家畜の
役割を含む食糧安全保障と栄養のための持続可能な農業開発に関る勧
告」が採択されており、その中には「能力開発プログラムを含めて、動物
福祉を向上させるために畜産部門で自主的な行動を支持し、『5つの自
由』と関連するOIE基準や原則を実現する動物福祉を向上させる」との項
目が含まれている。また、2016年12月の第4回ＯＩＥ会議では冒頭で事務
局長が「環境問題が重要になってきている今、動物福祉は、持続可能な
畜産発展と一致しているという認識が高まっている」との発言するなど、
持続可能性を語る際に動物福祉はもはや欠かせないものと考える。

当該箇所については、全ての物品・サービス等に共通してかかるもので
あり、畜産物に特化した文言を追加することはバランスを欠くため控えさ
せていただきます。
なお、動物福祉（アニマルウェルフェア）については畜産物の個別基準の
中で取り扱うこととしたところです。

3 １．趣旨

国際的な合意として、ｐ１〜２に「国連先住民族の権利宣言（UNDRIP）」や
「ILO169号条約」を加える。ｐ14の主な参考文献のリストに、上記を加え
る。

ほか、同様のご意見３件

先住民族の権利保障における参照文書としては、非常に重要な文書であ
り、個人的な人権尊重の規範ではカバーできていない部分もカバーされ
ているという意味でも、非常に重要。

趣旨においては、各分野で最も重要な条約や規範等を挙げており、人権
については世界人権宣言を挙げています。ここでさらに人権関係の個別
条約を挙げることは、全体的なバランスをとる観点から控えさせていただ
きますが、参考文献のリストに国連の「先住民族の権利宣言」を追加する
こととします。

4 １．趣旨

「環境」、「社会」及び「経済」の側面を含む幅広い持続可能性に関する取
り組みを推進する姿勢に賛同致します。
同時に、その取り組みの多様性も認めていることを明記してはいかがで
しょうか。

持続可能性には幅広い側面があると同時に、それを実現するための方法
は多様です。
何らかの一つの手法や認証制度に偏って調達コードや調達基準を決める
ようなことは、逆にそれ以外の持続可能性に資する取り組みを鈍化させ、
全体としては持続可能性に関する取り組みが向上していかないような事
態にもなりかねません。

持続可能性を実現する方法や取組には多様なものがあると考えていま
す。これまでの検討においても、一つの手法や認証制度に偏らないよう
議論してきたところです。

5 １．趣旨 本「持続可能性に配慮した調達コード（案）」の趣旨に賛同いたします。

バイオマスを原料とした種々の変換技術により得られるエネルギーやマ
テリアル製品は、地球温暖化防止に寄与するものであり、これらの調達・
利用は、本調達コード（案）の趣旨の一つでもあります、パリ協定に基づ
いて進められる地球温暖化防止に寄与できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

6 １．趣旨
レガシーの記載として、バリューチェーン全体の変革という考え方を示す
必要があるのではないか。

持続可能な観光の導入・促進を含め、社会全般における消費・生産パ
ターンの変革とあるが、後述のサプライチェーン全体への働きかけが示す
通り、サプライチェーン全体で持続可能性を追求することで、持続可能な
各産業のバリューチェーン構築につながるものと思料。

ご意見の趣旨については、「社会全般における消費・生産パターンの変
革」という表現で対応できていると考えています。
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No. 該当部分 該当項目 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

7 １．趣旨
組織委員会は、本調達コードの遵守の対象としてデリバリーパートナーや
サプライヤー、ライセンシーを重点に記載があるが、ボランティアや住民等
の社会構成員を幅広く定義したほうが良いのではないか。

実際の調達を運用する多くのボランティアが存在するため。
サプライヤー、ライセンシー、サプライチェーンと並列してボランティアや
住民を記述することはわかりにくいと思われるため原案通りとします。

8 １．趣旨 本「持続可能性に配慮した調達コード（案）」の趣旨に賛同いたします。

植物を原料とするバイオマス製品の利用は、製品が含有しているバイオ
マスの分だけ国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に基づく温室効果ガス
の排出・吸収目録（インベントリ）から控除されることが国際的に保証され
ており、わが国の「地球温暖化対策計画」（平成28年5月13日 閣議決定 ）
でも、2020年にバイオマスプラスチックの国内出荷量として79万t/年、温
室効果ガスの排出削減見込量として72万t-CO2/年という目標が定めら
れました。
このため、東京オリンピック・パラリンピックにおけるバイオマス製品の調
達・利用は、本調達コード（案）の趣旨の一つでもあります、パリ協定に基
づいて進められる地球温暖化防止に寄与できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

9 １．趣旨 本「持続可能性に配慮した調達コード（案）」の趣旨に賛同いたします。

リンは、人間の体はもとより、動植物等の生命を構成し、食料生産用の肥
料や各種工業製品素材など多様な分野で利用されている「生命の栄養
素」です。しかし、日本国内で原料として使うリン鉱石や黄リンはほぼ全量
を輸入に頼っており、現時点ではわが国として調達から利用までを含めて
将来的に持続可能な管理がなされていません。
国内の二次資源（廃棄物等）からリンを回収・利用する取組は、同じく輸
入に頼っているヨーロッパをはじめとする全世界で取組が加速化していま
すが、東京オリンピック・パラリンピックを契機として、国内の二次資源（廃
棄物等）から回収したリン資源や、この回収リン資源を利用した農産物や
工業製品等を調達・利用することが世界に先駆けて実現されることによ
り、わが国は二次リン資源からリンを「自給する」世界の模範国になること
ができ、わが国と同様に肥料原料や肥料を輸入に頼っている世界の国に
おいても資源の枯渇問題や資源制約の解消に向けた先例となり、世界へ
の発信という点でもその波及効果が期待できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

10 １．趣旨

組織委員会が、「持続可能性に配慮した調達コード」において持続可能性
に関わる各分野の国際的な合意や行動規範を尊重するのであれば、ま
ず、組織委員会自身が、「OECD多国籍企業行動指針」や「国連ビジネス
と人権に関する指導原則」において求められる「人権方針の策定」や「人
権デューディリジェンスの実施」を行う必要があると考えます。

【補足説明】「OECD多国籍企業行動指針」では、「多国籍企業」は「会社
またはその他の事業体から成り」と説明され、会社法に基づいて設立され
た法人だけではなく、より広く経済活動を営む事業体全体を意味します。
2015年、スイスNCPは国際サッカー連盟（FIFA）に対する苦情を受理して
います。この前例は、公益財団法人である組織委員会もまた、「OECD多
国籍企業行動指針」の適用範囲にあり、東京2020大会に向けて人権方
針の策定、適正な人権デューディリジェンスの実施がなされず、そのサプ
ライチェーンを通じて人権への負の影響を与えている場合には、日本
NCPが組織委員会に対する申立てを受付、組織委員会はその対応に迫
られる可能性を示しています。

ご意見については、調達コードの運用に当たっての参考にさせていただ
きます。

11 １．趣旨
趣旨については、国際的な合意や行動規範となっているので、このままで
良いと思うが、倫理規定を新たに設定して方がよいと考えます。

法律や行動規範を守るだけでよいと解釈されてしまうからです。なぜな
ら、スポーツの祭典では、その精神性をも求められていると考えるからで
す。さらに、精神性を捻じ曲げて解釈できることは、その祭典にふさわしく
ないとも考えるからです。また、法律を遵守すれば、何をしてもよいと考え
ることを防ぐことにもなり、共通理解が得られ、事故や疑念を抱かせない
効果が得られると思うからです。

ご意見については今後の参考とさせていただきます。
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No. 該当部分 該当項目 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

12 1. Objectives

1.    We are concerned that the criterion of “economic rationality”
precedes other criteria in the “Objectives”, creating an impression that
it is more important. In the case of a conflict between these objectives
(which, we suggest, will likely arise very regularly) it is unclear how this
would be resolved.

調達行為において経済合理性は重要な要素ですが、それのみならず持
続可能性にも配慮した調達を行うために本調達コードを策定するもので
す。原案においては、持続可能性に関する基準を設けるとともに、サプラ
イヤー候補に調達コードの遵守に向けた取組状況の開示・説明を求める
など、持続可能性に配慮した調達を適切に実行するための仕組みとして
います。

Although economic rationality is one of the important factors in
sourcing, the Sustainable Sourcing Code has been intended to help
procure products, etc. in due consideration of not only economic
rationality but also sustainability. The draft of the Sourcing Code defines
systems for appropriately implementing sustainable sourcing, by setting
standards for sustainability, requiring prospective suppliers to disclose
and explain their efforts to comply with the Sourcing Code.

13 1. Objectives
“ILO Core Labour Standards" must be replaced by “Tripartite
declaration of principles concerning multinational enterprises and social
policy (ILO MNE Declaration)".

The ILO MNE Declaration is the most authoritative guiding instrument on
the labour dimension of CSR. ILO core labour standards only represent a
fraction. The ILO MNE Declaration also includes the ILO fundamental
principles and rights at work (ILO core labour standards). The labour
chapter of the OECD Guidelines as well as the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights come from the ILO MNE Declaration.

ご意見を踏まえて、「ILOの多国籍企業及び社会政策に関する原則の三
者宣言（ILO中核的労働基準を含む）」に修正します。

Based on the comment, we will replace "ILO Core Labour Standards"
with “ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational
Enterprises and Social Policy, which includes ILO Core Labour
Standards."

14 ２．適用範囲
組織委員会に限らず、東京オリンピック・パラリンピックに関わり東京都、
国等が発注する施設建設工事を含む、調達物品・サービスを対象とすべ
き。

とりわけ関心を集める五輪施設の建設においては、発注者、施工元請事
業者が複数存在するもとで、現場の安全・衛生、労働条件、資材調達な
どでの「共通の基準」が不可欠である。組織委員会の調達コードを関係団
体で共有すべき。

組織委員会では、東京都や政府機関等に対して、大会関係の調達にお
いて調達コードを尊重するよう働きかけることとしています。

15 ２．適用範囲
事前キャンプにおける食材調達は「基本原則」でいう「準備・運営段階」に
含むのか否か、また「組織委員会が調達する物品」に含むのか否か、不
明確である。

事前キャンプにおける食材の安全性確保（調達基準）も重要な課題であ
る。これに関する組織委員会の立場・関与を知りたい。

事前キャンプについては組織委員会が直接関与するものではないため、
そこで使用される食材等について調達コードの適用が義務付けられるも
のではありません。

16 ２．適用範囲
「組織委員会は、サプライヤー及びセンシ-に対し、調達物品等の製造・流
通等に関し て、調達先が国内外に関わらず、調達コードを遵守すること
を求める。」とすること

調達コードの遵守が国内だけではなく、国外（海外）からの調達に関して
も遵守することを明確にするため

別添１の「用語」における「製造・流通等」の説明について、ご意見の趣旨
を踏まえた修正をします。

17 ２．適用範囲

適用範囲が、組織委員会が調達する物品・サービス及びライセンス商品
に限定されているので、オリンピック・パラリンピックの実施のために調達
対象となる国や都や民間による調達も適用範囲に含めるべき。特に国立
競技場や、新設の都の施設も適用範囲に含めるべき。８．その他の項目
で求める「尊重するよう働きかける」だけではなく、少なくとも、「調達コード
を採用することを確実にする」と言った文言に変更を求める。

ほか、同様のご意見３件

オリンピック競技を実施するために必要になる国、都や民間による調達
も、オリンピック・パラリンピックでの利用となるので、これらも調達基準の
適用範囲に含めるのは当然だと思うが、現在は、含まれていない。特にメ
インスタジアムの国立競技場、都の新設や仮設の施設、選手村などを含
めて、オリンピック・パラリンピックを実施する全ての調達において、これら
の基準を適用すべき。

調達コードについては、組織委員会が調達する物品・サービス等を対象
としており、東京都や政府機関等へは尊重を働きかけることとしておりま
すが、調達コードをどのように取り扱うかについては各々において判断い
ただくべきものと考えています。
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No. 該当部分 該当項目 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

18 ２．適用範囲

調達コードの適用範囲を組織委員会へのスポンサーについても確認すべ
きである。

ほか、同様のご意見１件

リオ五輪の調達基準では、組織委員会への寄付提供先やスポンサーに
ついても、調達コードの適用範囲とされている。スポンサーも持続可能性
に関する基準は遵守するべきであるから、適用範囲に含めるえきである。

原案においては、パートナー企業（いわゆるスポンサー）から調達する場
合も対象になることを示しています。

19 ２．適用範囲
本調達コードは組織委員会が調達する・・・となっているが、オリンピック・
パラリンピック競技大会に係わる全ての調達に適用すること。

オリンピック・パラリンピック競技大会は、ひとつであり、国や東京都・組織
委員会ともに、SDGsや持続可能性に関わる各分野の国際的な合意や行
動規範については尊重する立場にある。加えて、一連の施設建設につい
ても世界の注目を浴びていることを考えれば、調達コードのダブルスタン
ダードは問題であり、組織員会が調整役となり統一を図る努力をすべき。

調達コードについては、組織委員会が調達する物品・サービス等を対象
としており、東京都や政府機関等へは尊重を働きかけることとしておりま
すが、調達コードをどのように取り扱うかについては各々において判断い
ただくべきものと考えています。

20 2. Scope
Insert "its chain of suppliers" to read: The Sourcing Code….  Incluidng
products and services procurred from partner companies and its chain of
suppliers.

It is important at the onset to explicitly indicate that all chain of
suppliers are covered as well by the Sourcing Code.

ここでは組織委員会が調達する物品・サービス及びライセンス商品が対
象になることを示しているので、ご意見のような追記は必要ないと考えて
います。

The part in question is intended to explain that the Sourcing Code
covers products and services procured by Tokyo 2020 and licensed
products. We therefore do not believe that the proposed addition is
necessary here.

21 2. Scope
Replace word "encourage" by "enjoin":     … requires and licensee to
enjoin their supply chains to comply with the Sourcing Code

The proposed revision expects the direct compliance rather than
voluntary act from the suppliers.

和文の文脈上、ご意見のような英訳は適当でないと考えておりますの
で、原案のとおりとします。

Given the context of the Japanese version of this Sourcing Code, we
believe that the proposed revision does not fit here. We therefore will
retain the original expression.

22 2. Scope
Replace word "encouraging" by "expecting. To read: … in complying
with Sourcing Code… and expecting supply chains to do so.

The proposed revision expects the direct compliance rather than
voluntary act from the suppliers.

和文の文脈上、ご意見のような英訳は適当でないと考えておりますの
で、原案のとおりとします。

Given the context of the Japanese version of this Sourcing Code, we
believe that the proposed revision does not fit here. We therefore will
retain the original expression.

23
３．調達におけ
る持続可能性
の原則

下線部分を「動物福祉、関係者の宗教的・文化的多様性に十分配慮さ
れ、」とする。

ロンドン大会、リオ大会でも含まれていた動物福祉（アニマルウェルフェ
ア）が抜け落ちている。
農水省も出席した2016年10月の世界食料安全保障委員会では「家畜の
役割を含む食糧安全保障と栄養のための持続可能な農業開発に関る勧
告」が採択されており、その中には「能力開発プログラムを含めて、動物
福祉を向上させるために畜産部門で自主的な行動を支持し、『5つの自
由』と関連するOIE基準や原則を実現する動物福祉を向上させる」との項
目が含まれている。また、2016年12月の第4回ＯＩＥ会議では冒頭で事務
局長が「環境問題が重要になってきている今、動物福祉は、持続可能な
畜産発展と一致しているという認識が高まっている」との発言するなど、
持続可能性を語る際に動物福祉はもはや欠かせないものと考える。

当該箇所については、全ての物品・サービス等に共通してかかるもので
あり、畜産物に特化した文言を追加することはバランスを欠くため控えさ
せていただきます。
なお、動物福祉（アニマルウェルフェア）については畜産物の個別基準の
中で取り扱うこととしたところです。
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24
３．調達におけ
る持続可能性
の原則

持続可能性に配慮した調達物品等であることを理由に、調達総量が増加
することのないよう配慮することを明記するべき。

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成28年2月　環境省）」
において、環境物品等の調達推進の基本的考え方の一つとして記載され
ている。2016年1月に策定された「持続可能性に配慮した調達コード　基
本原則」にも「調達総量の抑制」は触れられているが、地球環境保全・資
源の有効利用等の観点から、必要不可欠な視点のため、当該箇所にも
明記すべきと考える。

ご意見の趣旨を踏まえて、「調達総量の抑制に努めるとともに、」という文
言を追加します。

25
３．調達におけ
る持続可能性
の原則

4つの原則について、持続可能性に係る原則であるため、項目として適切
ではない可能性はあるが、「レガシー」の観点（レガシー構築につながるこ
とを重視する）を追加してはどうか。

レガシーの構築につながるか否かは、持続可能性の考え方につながる重
要な論点ではないか。

レガシーについてこの箇所で言及するのはわかりにくいと思われるため、
原案通りといたします。

26
３．調達におけ
る持続可能性
の原則

安全かつ衛生的に加え、健康的という考え方を追記する必要はないか。
オリンピックは競技大会であり、世界のアスリートのパフォーマンス発揮が
重要。

病気や体調不良を防ぐという観点では、「衛生的」という文言にご意見の
趣旨はすでに含まれています。

27
３．調達におけ
る持続可能性
の原則

仮設トイレ等に関する調達要件について、検討する必要がある。
トイレは環境、文化、宗教、生活習慣、障がいの有無等に関係するため、
適切なトイレ環境整備が必要である。

ご意見については今後の参考とさせていただきます。

28

3. Principles of
Tokyo 2020
Sustainable
Sourcing

When you explained the importance on the origins of the products,
services and resources they are made of in the fundamental principles
for the sustainable sourcing code, you required the suppliers and
licensees to focus in reuse products and I think it should include
packaging as well. Tokoy2020 should encourage the suppliers to come up
with innovation ideas for reuse before think for recycling such as instead
of buying soft drink in ione-way packaging each time I came to watch
game , I can bought reuse cup which I can reuse it everytime with some
of promosion and other ideas enhancing the concept of reuse in
consumers's mind before through the packaging in recyclinng bin.

リユース（再使用）の促進の考えについては、３．基本原則の「資源の有
効活用を重視する」に含まれており、また、４．持続可能性に関する基準
の（２）環境④「３Rの推進」において、再使用に関する取組も求めている
ところです。

The concept of promotion of the reuse of resources is included in one
of the four principles provided for in "3. Principles of Tokyo 2020
Sustainable Sourcing" in this Sourcing Code: "[Tokyo 2020 places the
upmost importance on] the effective use of resources." This Sourcing
Code also mentions about reuse of resources, in "4. Standards for
Sustainability – (2) Environment – iv. Promotion of the 3 Rs ("Reduce,
Reuse and Recycle")."

29

3. Principles of
Tokyo 2020
Sustainable
Sourcing

When we talked about environmental conservation, the importance
subject you did not consider noise as a kind pollution which should to be
mitigate during the games

大会中に発生する騒音の低減を含め、周辺環境への配慮に取り組んで
まいります。

We will give due consideration to the surrounding environment, including
noise generated during the Games.

30

3. Principles of
Tokyo 2020
Sustainable
Sourcing

It is commendable that the code is addressed to all people associated
with the Games.

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

Thank you for your understanding of the objectives and content of the
Sourcing Code.
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31
４．持続可能性
に関する基準

調達コードの持続可能性に関する基準では、かなり包括的な基準として
具体的な基準が整備されている。食料調達基準での確認方法（別紙）で
は、この考え方を確認する方法論が示されているが、もう少し具体性が必
要ではないか。特に、人権や労働に関する基準の遵守状況について。

調達コードの運用面の詳細については、調達手続き全体における実務的
観点も踏まえて今後検討していきますが、ご意見についても参考にさせ
ていただきます。

32
４．持続可能性
に関する基準

品目ごとの優先順位を明示してはどうか。
London2012では調達コードと併せて入札における優先順位を提示し、ガ
イドラインに資する機能を調達コードが持っていた。

一つ一つの基準はその通りだが、総花的で実際の調達において運用が
できるのかが疑問。もう少し重点志向で、品目別の重点項目を方針として
明記すべきではないか。

調達コードの運用面の詳細については、調達手続き全体における実務的
観点も踏まえて今後検討していきますが、ご意見についても参考にさせ
ていただきます。

33
４．持続可能性
に関する基準

（１）①、（５）①②
各項目「サプライ―等は」で文章が始まっているが、むしろ組織委員会こ
そが順守できていないのではないか。

組織委員会の責任の所在を明らかにしない体質から、そんな組織が作成
する調達コード順守に信頼がおけない。組織の体質を改善しないかぎり、
信憑性は感じられない。

ご意見については今後の参考とさせていただきます。

34
４．持続可能性
に関する基準

（１）②
「法令違反や差別等の行為を通報した者に対し、」→「法令違反や差別等
の行為を通報した者やその所属組織等に対し、」

実効性を高めるため、通報した者の属するマイノリティグループや親族、
関連企業等への報復についても明示的に禁止すべきです。

この項目については、通報者が内部通報したことを理由に所属組織から
解雇その他の不利益な取扱いをされるようなケースを防ぐことが最も重
要と考えているため、原案通りとしたいと考えています。

35
４．持続可能性
に関する基準

（１）②

「法令違反や差別等の行為を通報した者」という表現を以下のとおり修正
する。
「法令違反や調達コード違反、及び差別等の行為を通報した者（サプライ
ヤー等の被雇用者を含むがこれに限られない。」

調達コード違反に対する苦情を申し立て場合の、報復行為の禁止につい
て定められていないため。

調達コード違反に関するものを含めるべきとの部分についてはご意見の
趣旨を踏まえて修正します。

36
４．持続可能性
に関する基準

（２）

当印刷業界では、環境問題に対する社会的要求が高まり、印刷産業も環
境に配慮した製品作りが求められています。そこで、印刷産業界の環境
自主基準「印刷サービスグリーン基準」を制定しました。グリーンプリンティ
ング認定制度（略称：ＧＰ認定制度）は、本基準を達成した工場・事業所を
認定、環境経営に積極的な印刷関連企業として推奨するとともに、同基
準に適合した印刷製品にグリーンプリンティングマーク（ＧＰマーク）を表示
することにより、環境に配慮した印刷製品が広く普及することを目的として
います。また、印刷関連工場の認定は、迅速かつ公平・公正に行われる
よう、認定事務局から委託を受けた環境と印刷の専門家である認定審査
員が審査を行い、その結果を第三者からなる認定委員会が審査を行い、
認定合否の判定を行います。 以後(ＧＰ)と表示。東京大会での、チラシ、
ポスター、チケット等印刷物とオフィシャルグッズ等の製品包装資材、ポッ
プなどはＧＰ認定商品のみと限定願いたい。広告代理店及びサプライ
ヤー、ライセンシーメーカーは、ＧＰマークの表示がある商品しか使用出
来ないようにしていただきたい。

「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮につ
いて」環境省　平成26年8月の中に「強化されたグリーン購入基準の適用

ベントでの現行基準よりも厳しい購入基 準の自主的採用を促しつつ、東
京大会でも世界最高水準のグリーン購入が実施されるよう技術的支援等
を行う。」とある。また、「２．ヒートアイランド対策の推進、良好な大気・水
環境の実現」でも「（３）大気汚染対策」

度低減対策を推進するとともに、注意報 発令等に関する情報提供サービ
スを充実する。」としている。

ご提案のような環境に配慮した印刷に関する認定の仕組みがあることは
今後の参考にさせていただきます。

37
４．持続可能性
に関する基準

（２）
東京都の公共工事に関する方針を追加し、「「東京都グリーン購入推進方
針」及び「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」等」と明記すべきで
す。

「東京都グリーン購入推進方針」は、国の「基本方針」と異なり、公共工事
に関する方針を含んでいないため、別途定められている「東京都環境物
品等調達方針（公共工事）」と明記することで、東京都の公共工事に関す
る方針も適用されることが明確となるため

ご意見を反映して修正します。
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38
４．持続可能性
に関する基準

（２）
環境性能等については、「より水準の高いもの、より信頼性の高いものの
調達を目指すこと」を原則とするなど、環境性能等についての基本的スタ
ンスを明記すべき。

「環境」に加え、「社会」及び「経済」の側面も含む持続可能性に配慮した
調達の推進は、非常に評価できるが、「環境」についてはグリーン購入法
等で求められている内容に止まり、特筆すべき点はない。「環境」につい
て積極的な姿勢を示すためには、左記のごとく、通常行われるものより一
歩踏み込んだ姿勢や方針を調達コードの本文に明記すべきと考える。

実際の調達においては、環境性能だけでなく、供給の確実性や競争性の
確保を通じた調達コストの縮減など様々な要素を総合的に考慮する必要
があると考えています。

39
４．持続可能性
に関する基準

（２）
持続可能な開発目標（ＳＤＧ）１４．４に準拠し、天然魚については、最大
持続生産量（MSY）に基づく資源管理を行っていることを条件とすべきであ
る。

「1．趣旨」にてSDGを国際的な行動規範の筆頭にあげているが、水産物
においてはSDG１４の内容と「４．」の規定が全く一致していない。SDG14.4
では、「少なくともMSYをもたらす資源水準に最短で水産資源を回復させ
るために、2020年までに乱獲、IUU漁業、破壊的な漁業慣行を終わらせ
る」としている。しかし、「４．」では⑦にて「採取の合法性」と「資源保全へ
の配慮」に言及し、⑧にて「絶滅危惧種の動植物に由来する原材料を使
用してはならない」と実施していて当たり前のことを規定しているのみで、
MSY水準での資源管理を求めていない。よってSDG１４との整合性が全く
とれておらず、自己矛盾となっているため。

調達コード本文においては、全ての物品・サービス等に共通してかかるも
のとして基準を設定しており、水産物についてはこれに追加的に求めるも
のとして個別基準を策定することとしています。また、水産物の個別基準
においては、科学的情報を踏まえた計画的な資源管理等に関する要件
を定めており、ご指摘のSDGsの目標とも整合する内容になっていると考
えています。

40
４．持続可能性
に関する基準

（２）

「環境負荷低減のために国や東京都が策定する方針等に定める水準を
満たす物品・サービスを求めることとする。」とありますが、環境省ではさら
に高度な「調達者として“胸を張れる”基準」レベルに相当する『プレミアム
基準』を提言しています。本持続可能性に関する基準においても、世界に
胸を張れる『プレミアム基準』相当の基準を採用することが相当と考えま
す。特に、大会における調達物品等のうち、印刷に関するものは多いこと
から、プレミアム基準の印刷に関する要件の設定例を採用するとともに、
ここではその選択肢の一つである「グリーンプリンティング認定制度により
認定を受けた工場で製造されたものであること」の採用を提案いたしま
す。

グリーンプリンティング認定制度は、印刷産業界が進めている、第三者委
員会が環境配慮した印刷工場を認定する制度です。自己適合宣言による
遵守の担保をさらに上回る、第三者認証等により適合を担保するもので
す。また、環境配慮された資材と工程（前述の認定工場による製造）の印
刷製品に環境ラベル（ＧＰマーク）を表示する制度もあり、物品・サービス
そのものの性能だけでなく、製造・流通等の環境負荷低減が担保されるこ
ととなります。
この工場認定制度は東京都グリーン購入ガイドによる調達の担保の一つ
として取り上げられ、環境省の印刷のプレミアム基準の設定例に上げら
れています。ＧＰマークの表示基準は国、都の持続可能性を配慮した調
達物品基準と整合性が取られています。
また、本認定制度は、中小印刷企業を主な対象とした制度であり、中小
企業者の活性化にもつながるものです。

ご提案のような環境に配慮した印刷に関する認定の仕組みがあることは
今後の参考にさせていただきます。

41
4. Standards
for
Sustainability

（２）
I would like to suggest a section exclusive for recycle , showing that
suppliers should  clear show their efforts on producing the tokyo 2020
goods and services

Perhaps, the Tokyo prefecture could create a recycle inspection on the
suppliers to make sure they are totally complained with the sustianable
sourcing code.

リサイクルについては、リデュースやリユースの取組とも関連するものな
ので一つの項目としているところです。

This Sourcing Code deals with "recycling" together with the
"reduction" and "reuse" of wastes in one section, because these three
types of efforts are closely related to each other.

42
４．持続可能性
に関する基準

（２）②

「サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等に関して、CO2 排出係数
のより低いエネルギーを使用すべきである」を、「サプライヤー等は、調達
物品等の製造・流通等に関して、ライフサイクルを通じ、CO2 排出量と社
会・環境負荷のより低いエネルギーを使用すべきである」に変更。

現状の法令では、固定価格買取制度を活用する自然エネルギーは、CO2
排出係数がゼロとはならない。一方、石炭火力の電気から生成された水
素や、原発は、見かけ上のCO2排出係数が低く、活用されかねない。排
出係数のみに着目するのではなく、ライフサイクル全体においてCO2排出
量が低く、かつ環境にも社会にも負担の少ないエネルギーが活用される
べきである。

ご意見のような「ライフサイクル全体における環境及び社会への負荷」を
比較する手法が普及していない中、「CO2排出係数のより低いエネル
ギー」とした上で、その例として、再生可能エネルギー等を挙げているとこ
ろです。

43
４．持続可能性
に関する基準

（２）②
製造・流通等においてＣＯ２排出係数の低いエネルギー（再生可能エネル
ギー）を使用することについて賛同いたします。

バイオマスの一つである植物油を原料として得られる液体燃料にバイオ
ディーゼル燃料があります。これは軽油の代替利用が可能で、流通・輸
送等において化石燃料の使用量低減に寄与できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。
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44
４．持続可能性
に関する基準

（２）②

「その例として、再生可能エネルギーや天然ガスなどCO2 排出のより少な
い燃料等に由来する電気や熱を使用することが挙げられる。」との記述が
あるが、「一般に、排出係数が低いとされるエネルギーであっても、生産・
輸送方法等により排出係数が高くなる場合があるので、生産・輸送方法
等を含めた評価が必要であり、排出係数が低いことが確認された再生可
能エネルギーに由来する電気や熱を利用すること」

最近の研究により、天然ガスについては、開発過程での数％のメタンガス
のガス漏洩や輸送関連により、石炭よりも排出係数が高くなるので、推奨
すべきではない。加えて、再生可能エネルギーについても、パーム油のよ
うに生産方法によっては石炭以上の排出係数となる場合があり、確認が
必要である。

ご指摘の部分については、低炭素・脱炭素エネルギーの普及促進という
観点から、大きな方向性を示す上で適切と思われる例として記載してい
るものであり、ご意見のような記述を追加することはメッセージ性を弱め
ることになると考えています。

45
4. Standards
for
Sustainability

（２）②
I would suggest to add a transportation example (e.g: Electric vehicles
are a better option than diesel and it helps bring CO2 emissions down)

By 2020 electirc vehicles will be more common than today so Tokyo
could have the opportunity to show the world how a green
transportation can be a viable solution for cities development worldwide.

電気自動車自体はエネルギーを使用する装置であるため、低炭素・脱炭
素エネルギーの例示として挙げることは適当でないと考えています。

Since the electric vehicle itself can be an apparatus based on
conventional energy sources, we do not view it as an appropriate
example of low carbon/carbon-free energy.

46
４．持続可能性
に関する基準

（２）③
食品、特に畜産物の廃棄を抑え、同時に必要以上の原料調達をしないこ
とを盛り込むべき。

日本の食品廃棄量は、食料消費全体の3割に当たる約2800万トン（2013
年農水省）と言われており、その廃棄食料の焼却、並びに廃棄食料を生
産・輸送する過程で生じるCO2は膨大な数値となっている。
特に畜産物については、国連食糧農業機関（FAO）が2006年に報告書
「Livestock’s long shadow」 の中で「畜産業はもっとも深刻な環境問題の
上位2.3番以内に入る」と発表して以来、その生産過程における環境負荷
は大きな問題となっている。また、米国のワールドウォッチ研究所が2009
年に発表した論文では、畜産業からの二酸化炭素排出量は少なくとも年
間326億トンで、世界の年間排出量の51％に上るとしており、温室効果ガ
スの削減のためには、必要以上の畜産物を調達しないことも重要な取り
組みになると考えられる。

当該箇所については、全ての物品・サービス等に共通してかかるもので
あり、畜産物に特化した文言を追加することはバランスを欠くため控えさ
せていただきます。

47
４．持続可能性
に関する基準

（２）③

【追加】非エネルギー起源の温室効果ガス削減に取り組むことを追加す
る。その例として、３Rを徹底しても残る廃棄物の焼却処分において、カー
ボンニュートラルとして取り扱われるバイオマスプラスチックの利活用をか
かげる。

近年、廃棄物発電施設等でのプラスチック焼却に伴う温室効果ガス（二
酸化炭素）排出量が増加しており、その排出削減が喫緊の課題であるこ
と。政府が本年3月15日に閣議決定した地球温暖化対策計画における、
非エネルギー起源二酸化炭素の削減に関する対策・施策には、具体的
対応としてバイオマスプラスチック類の普及と規定されている。
①国の施策として、マテリアルリサイクルが困難等の理由で焼却せざるを
得ないプラスチック製品の導入促進策を検討し、普及を推進・支援。
②地方公共団体の施策例として、バイオマスプラスチックを域内に普及さ
せる施策等の推進、自らが物品等を購入する際、バイオマスプラスチック
製品を優先的に導入するとのさだめられている。

ご意見いただいた箇所については、削減規模等の観点から代表的な方
法として考えられるものを例示しています。このほかにもご提案いただい
たバイオマスプラスチック類の普及も含めて様々な方法があると承知して
いますが、その全てを例示することは困難なため原案通りとしたいと考え
ています。

48
４．持続可能性
に関する基準

（２）③
製造・流通等における温室効果ガスの発生低減に取り組むことについて
賛同いたします。

バイオマス製品は、その原料が大気中から二酸化炭素を吸収した植物由
来であることから、製造における温室効果ガスの発生低減に寄与できま
す。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

49
４．持続可能性
に関する基準

（２）④
再生品、再生資源を利用できない場合、再生可能な資源利用を優先する
ことを追記

・再生資源を利用できない場合のルールとしては、一般化しつつあります
ので、方向性を示した方がよいのではないでしょうか。
・生物多様性の条項とあわせて読むこともできますが、対象を絶滅危惧種
に絞った書きぶりになっているため、再生可能な資源利用を明示的に推
奨する項目がありません。

ご意見については、木材等の再生産可能な資源の利用を想定されてい
ると理解していますが、本規定で求めている廃棄物の抑制や再使用・再
生利用の促進とは観点が異なると考えています。なお、こうした資源の利
用によって温室効果ガスの削減（吸収）に資するものついては、③「その
他の方法による温室効果ガスの削減」に含まれます。
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50
４．持続可能性
に関する基準

（２）④

【追加】例えば食品残渣は堆肥化することで廃棄物の再資源化を徹底す
る。また簡易食器具には生分解性素材（生分解性プラスチック）を使用し、
食品残渣と一緒に分別回収し、堆肥化処理を行う。こうすることで再利用
が難しい食品残渣と簡易食器具の廃棄物を効率的に回収し、減量・再資
源化する。

第2回資源管理WGの議事録第4項「競技場から排出される廃棄物発生量
試算について」に、委員・オブザーバーの意見として「ロンドンで、会場内
のファスト・フード店では食器類をバイオプラにして食品廃棄物と一緒にす
べて堆肥化したが、日本の考え方に合わない」との意見があったが、実際
には東京近郊でも実施が可能であることを当協会では検証済みである。

食品残渣に特化した記述を追加することは全体のバランスを欠くため控
えたいと考えています。なお、飲食提供に関わる環境配慮のあり方等に
ついては、今後の資源管理ＷＧ等の議論の方向やコスト等も踏まえつつ
検討していく予定です。

51
４．持続可能性
に関する基準

（２）④
再生品や再生資源を含む原材料を利用すべきであり、廃棄物の発生抑
制や再使用、再生利用による資源の有効利用に取り組むべきであること
に賛同いたします。

現在国内で製造されているバイオディーゼル燃料は、原料として「食用に
利用された後」や「期限切れ等で食用に利用できない」いわゆる廃食用油
を原料としており、廃棄物からのリサイクル商品であるため、資源の有効
利用に寄与できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

52
４．持続可能性
に関する基準

（２）④
汎用品の活用等により大会後に再使用・再生利用しやすい製品とするこ
とや、廃棄物由来の再生資源を含む原材料を利用すること等、資源の有
効利用に取り組むことについて賛同いたします。

バイオマス製品は、石油由来の原料と同じ組成・機能であるため既存の
再使用・再生利用プロセスで有効利用できるものや、廃棄物由来の植物
由来原料を再生利用したもの等があり、資源の有効利用に寄与できま
す。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

53
４．持続可能性
に関する基準

（２）④
再生品や再生資源を含む原材料を利用することや、廃棄物由来の再生
資源を含む原材料を利用すること等、資源の有効利用に取り組むことに
ついて賛同いたします。

家畜排せつ物や下水・し尿など国内の廃棄物由来のリン資源を再生利用
し、海外から輸入しているリン鉱石由来の製品と同程度のものを製造する
ことができ、資源の有効利用に寄与できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

54
4. Standards
for
Sustainability

（２）④
will be reusable and / or recyclable after the games (I think should
included the word reducible) so it would be will be reducible, reusable
and / or recyclable after the games

It makes clear on showing the 3R point

ご指摘の部分については、大会後の廃棄物の発生抑制（リデュース）へ
の貢献も期待して、再使用や再生利用しやすい製品にすべきとしている
ところです。

Concerning the section on which the comment was made, the Sourcing
Code states that suppliers, etc. should ensure that procured products,
etc. will be reusable and/or recyclable, in the expectation that this will
contribute to the reduction of wastes after the Games.

55
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑤

【追加】3Rを徹底しても最低限の容器包装材の廃棄物が発生する。その
廃棄物をさらに低減する為に、簡易食器具については生分解性プラス
チック製を活用し、食品残渣と一緒に分別・回収・堆肥化処理を行うこと
で、廃棄物の減量・再資源化を徹底する。

この取り組みはロンドンオリンピックでも実施され、招致活動時のガイドラ
インでもIOCに対して生分解性素材の包装材を活用することを約束してお
り、受け入れ準備も整っていることから、東京大会でも実施すべきである。

食器に特化した記述を追加することは全体のバランスを欠くため控えた
いと考えています。なお、飲食提供に関わる環境配慮のあり方等につい
ては、今後の資源管理ＷＧ等の議論の方向やコスト等も踏まえつつ検討
していく予定です。

56
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑤
再使用・再生利用しやすい容器包装及び梱包・輸送資材を使用すること
について賛同いたします。

バイオマス製品は、石油由来の原料と同じ組成・機能であるため既存の
再使用・再生利用プロセスで有効利用できるものがあります。また、その
原料が大気中から二酸化炭素を吸収した植物由来であることから、容器
包装を低減できない場合でも、バイオマス製の容器包装の利用より、温
室効果ガスの発生低減に寄与できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

57
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑥

製造・流通等において、各種環境法令に基づき、大気・水質・土壌等の汚
染を防止し、化学物質（製品に含有するものを含む）を適切に管理し、廃
棄物を適切に処理することや、環境や人間の健康への悪影響の回避に
取り組むことについて賛同いたします。

バイオマス製品は、品質及び安全性が申請内容や関連する法規、基準、
規格等に合致しているかについて、第三者委員会による審査とC14法（炭
素法）による抜き打ち検査等により厳正に審査・認定を行っています。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。
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58
持続可能性に
配慮した調達
コード案

（２）⑥

汚染防止に関し、調達物品等に関する放射能汚染について、調達上の取
扱いおよび情報提供を明示することを提案いたします。

ほか、同様のご意見１件

東京オリンピック・パラリンピックの誘致において、総理大臣自らが福島原
発事故汚染水のコントロールについての保証に言及した経過がありま
す。世界のアスリートが日本の食材の安全確保で最も関心を持っている
もののひとつが放射能汚染問題であることは言うまでもありません。国際
的に説明責任が問われるのではないでしょうか。農産物、畜産物、水産
物それぞれにまたがる問題です。しかも本文中当該項目には、「環境や
人間の健康への悪影響の回避に取り組むべきである」と書かれていま
す。4－⑥に関連する重要事項として何らかの言及があってしかるべきで
あると考えます。少なくとも調達物品の放射能測定と表示などの対応は
必要ではないでしょうか。

ご意見については、飲食提供に関する取組の中で安全を確保したいと考
えています。なお、放射性物質に関しては、国、都道府県が連携した計
画的なモニタリングの下、基準値を超えた放射性物質を含む農産物等が
流通しないための措置が取られていると承知しています。

59
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑥

製造・流通等において、各種環境法令に基づき、大気・水質・土壌等の汚
染を防止し、化学物質（製品に含有するものを含む）を適切に管理し、廃
棄物を適切に処理することや、環境や人間の健康への悪影響の回避に
取り組むことについて賛同いたします。

既存の下水処理施設等の廃棄物処理・リサイクルプロセスも活用して、各
種環境法令に適合した取組が開発され、実際に行われています。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

60
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑦ ・日本古来からある野生肉の使用も推進すべき

・五輪競技には狩猟を起源とする種目が多い
（家畜や農生産品の育成を起源とする種目はない）
・エゾ鹿肉等をはじめ厚労省で衛生・調理基準が完備されている
・都道府県単位でも狩猟肉に関してはガイドラインが完備されている

野生肉を使用するかどうかについては、調達に当たって調達コードを満
たすことを前提として、食品衛生面や大会関係者が求めるサービス内容
等の各視点から検討すべきものと考えています。

61
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑦
森林・海洋などからの資源を使用する場合には、違法に採取・栽培された
資源を使用しないこと、資源の保全に配慮して採取・栽培された原材料を
使用すべきであることについて賛同いたします。

バイオマス製品は、廃棄物由来の植物由来原料や計画的に生産された
植物由来原料を利用しています。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

62
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑦
森林・海洋などからの資源を使用する場合には、違法に採取・栽培された
資源を使用しないこと、資源の保全に配慮して採取・栽培された原材料を
使用すべきであることについて賛同いたします。

国内の廃棄物由来のリン資源を利用しているため、資源の保全に配慮し
ています。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

63
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑧
文中「生態系への負荷の低減」は、「生態系への負荷(耐性菌問題を含
む）の低減」と改定すべきである。

耐性菌は、国際的に大きな問題であり、それはオリパラの調達コードでも
しっかり位置付ける必要がある。これがしっかり位置付けられないと、抗
生物質や殺菌剤の使用を最低限に抑制する国の方針とも整合しなくなる
ため。

生態系への負荷の低減については様々な視点や取組があり得る中で、
耐性菌の問題のみを強調することは控えたいと考えています。

64
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑧
法令上、サプライヤーが主体者となり森林や海洋から物資を調達する行
為は厳罰がある重大な法令違反である。「漁師及び猟師」などと明示にし
てサプライヤーはカッコ書きにすべき。

・我が国は法治国家であるから、法令上当然である（猟師は「漁師対して
の市場」のようなシステムがないたため、古来からサプライヤーと同格以
上の契約主体となり世界的には非常に高い地位にある。そのため狩猟を
起源とする五輪の各競技は、確固不抜の地位を堅持しているという点にく
れぐれも留意されたし）

サプライヤーが適切な資格・免許等に基づき漁獲や狩猟をすることは問
題ないと考えています。なお、「サプライヤー等」には、サプライヤー及び
ライセンシーのほか、それらのサプライチェーンが含まれており、必ずしも
サプライヤーが直接漁獲や狩猟をすることを想定しているわけではあり
ません。

65
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑧
「資源保存や再生産確保のための措置が講じられていない絶滅危惧種の
動植物に由来する原材料を使用してはならない」の記述の変更をしてい
ただきたい。

〔実際に調達する際に混乱をきたす事項〕
解釈によっては、ホンマグロ・ミナミマグロの取り扱いはできなくなる。日本
の技術による「完全養殖ホンマグロ」の取り扱いはぜひとも実現するべ
き。(天然魚使用の餌の問題で解釈の仕方ではそれもダメになる）

天然のマグロ類については、資源保存や再生産確保のために、地域漁
業管理機関（RFMO）による国際的な資源管理措置が実施されていると
承知しております。また、クロマグロの完全養殖についてはそれ自体が再
生産確保のための措置と言えると考えております。
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66
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑧

この文章の後に、SDGsターゲット15.2の森林減少阻止と森林の回復のた
めに「特に、これまでに森林減少に関与していないことを確認する」を加え
る。また、「これまでに、森林減少に加担してきた企業については、その悪
影響への十分な補償や是正措置の達成が認められない場合はサプライ
ヤー対象から除外する」との規定を入れる。

ほか、同様のご意見３件

森林減少とその回復については、SDGsターゲットの15.2においても言及さ
れており、生物多様性保全において重要な項目であり、追加すべき。特
に、単に現状のみならず、これまでの問題をも含めて、問題への対処を評
価しておくことが必要。

（２）環境においては、⑦「資源保全に配慮した原材料の採取」の項目を
設けており、森林保全の趣旨についてはこれに含まれています。また、
森林の状態や利用・開発の経緯・形態にも様々なケースがある中で、森
林減少という事象のみに着目してこれを一律に禁止するような規定を置く
ことは難しいと考えています。さらに、過去に遡って森林減少に加担した
企業を特定したり、森林減少の影響に対する補償について判断したりす
ることも困難と考えています。

67
４．持続可能性
に関する基準

（２）⑧
希少な動植物の保全、生物やその生息環境への影響の少ない方法によ
る生産等により、生物多様性や生態系への負荷の低減に取り組むことに
ついて賛同いたします。

海外のリン鉱山からの輸入量削減に寄与できるため、リン鉱山の開発・
採掘による生物多様性や生態系への負荷低減に寄与できます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

68
４．持続可能性
に関する基準

（３）
「ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂性）の観点を重視」「性
的指向・性自認」「LGBT等」を明記したことが素晴らしいと思います。

職場でも学校でも、日本社会ではまだダイバーシティ＆インクルージョン
が実現されておらず、中でもLGBT等の性的マイノリティへの差別・偏見が
日常的に起こってしまっているため、調達コードに明記されることで企業
の取り組みを推進する効果が期待されます。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

69
４．持続可能性
に関する基準

（３）①

国際的人権基準として、「国連先住民族の権利宣言（UNDRIP）」や
「ILO169号条約」を加える。

ほか、同様のご意見１件

先住民族の権利保障における参照文書としては、非常に重要な文書であ
り、個人的な人権尊重の規範ではカバーできていない部分もカバーされ
ているという意味でも、非常に重要。

ご意見を踏まえ、国連の「先住民族の権利宣言」について追加することと
します。

70
４．持続可能性
に関する基準

（３）

追加項目として、国連の先住民族の権利宣言(UNDRIP)で述べられている
権利の保護・保障を行う規定を組み込むことが必要。追加が難しい場合
には、③の地域住民の項目に追加するとともに、第三者の権利侵害がな
く、土地を巡る紛争が発生していないことを要求事項とする。特に、土地
や資源の管理権、伝統的な知識に関する財産権、文化的に高い価値を
有する地域の保護、強制立ち退き等に関連する自由で事前の十分な情
報に基づく同意（FPIC）を要件とする項目について確認を必要とする。

ほか、同様のご意見１件

先住民族の権利保障は、重要な権利尊重すべき対象であり、人権項目
の中に組み込んでおくべき。

先住民族の権利に関しては、（３）人権の③「地域住民等の権利侵害の
禁止」の項目を設けております。一方、権利侵害を巡る紛争が発生して
いるとしても、それをもってサプライヤー等が権利侵害しているとは判断
できないと考えており、ご意見のような記述を追加することは難しいと考
えています。

71
４．持続可能性
に関する基準

（３）
各種の属性による差別やハラスメントを明示的に禁じている点は、オリン
ピックの理念や社会的インパクトからも高く評価しています（特に「性的指
向・性自認」を明示している点）。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。
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No. 該当部分 該当項目 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

72
４．持続可能性
に関する基準

（３）
児童の性搾取や売買春の強要・ポルノ映像画像への出演強要などの成
人の性搾取に関して、これを排除する項目を追加してください。

大規模なスポーツイベントが開催される際には、売買春やポルノ映像画
像への需要が高まることが指摘されています。そのために開催都市では
特に警戒が必要ですが、大会組織委員会としても、選手村等でのテレビ
やPCへのアダルトビデオ配信やポルノ雑誌配架、関係者の買春行為
（「接待」等を含む）などを排除するために努力する必要があります。特に
日本は海外からアダルトビデオや児童ポルノ、JKビジネスを含む性風俗
産業が非常に盛んでかつ規制が甘い国、と見られています。たとえ撮影
対象や売春者が18歳以上で日本では合法だったとしても、それらの産業
には裏で強制的な搾取が行われていることが多く、世界からは犯罪的と
見られる製品・サービスも多く存在します。それらの点を鑑みて、「いかな
る性搾取も許さない」という態度を組織委員会の調達コードにおいても
はっきり示すことは、抑止にもつながりますし、内外への人権と持続可能
性に配慮した大会というアピールになります。ぜひともご検討いただきた
いです。

ご意見の内容に関しては、国際的人権基準の遵守・尊重に加え、女性や
子どもの権利尊重、強制労働や児童労働の禁止を求める項目を設定し
ているところです。

73
４．持続可能性
に関する基準

（３）

「ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂性）の観点を重視する」
との記載の後に、「なお、組織委員会が目指すダイバーシティ（多様性）と
インクルージョン（包摂性）の具体的内容については、今後指針を策定の
上公表する」との文言を追加すべきである。

ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂性）の観点を重視するこ
と自体は評価できるが、具体的内容が不明であり、企業にとっての指針
になりえない。
この点、ロンドン五輪では、Diversity and Inclusion Strategyが多様な民族
的グループ、障害を持った方々、LGBT等のステークホルダーとのヒアリン
グを経て制定され、実施状況を計測するための方法についても検討され
ている。リオ五輪においても、同様にDiversity Manifestoが制定されてい
る。東京五輪においても、ロンドン五輪と、リオ五輪の遺産を継承し、
Diversity及びIInclusionについての指針を策定するべきである。

原案においては、ダイバーシティ及びインクルージョンの観点を踏まえ、
差別の禁止のほか、女性・子ども・障がい者・社会的少数者の権利尊重
などについて具体的な項目を設けているところです。

74
４．持続可能性
に関する基準

（３）②
まだ日本での取り組みが遅れている性的指向・性自認に関してもしっかり
明記していただいたことを高く評価します。

明記されないと見落とされがちなイシューであるため。 調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

75
４．持続可能性
に関する基準

（３）②
性的指向・性自認が理由の差別やハラスメントを禁止すること盛り込んで
いただきありがとうございます。

労働に従事するにあたって　当然ながら性的指向や性自認は関係ありま
せん。そのことにおいてもし不遇の対応をされている当事者がいるのであ
ればそれは問題だと感じるからです。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

76
４．持続可能性
に関する基準

（３）④⑤⑥⑦
④女性、⑤障がい者、⑥子ども、⑦社会的少数者の権利尊重に関して、
それぞれ「配慮すべきである」ではなく、「配慮しなければならない」とする
こと

これらの項目は、努力義務だけでは不十分で、配慮を義務付けることが
必須であるため

原案においては、負の影響を防止する観点から法令遵守が求められる
事項について、「～しなければならない（～してはならない）」とし、（法令
遵守を超えた）プラスの影響を期待する取組については、「～すべき」と
することで統一的に整理したところです。

77
４．持続可能性
に関する基準

（３）④

男女共同参画の推進の視点が盛り込まれたことを高く評価する。ただし、
各調達基準案においては、その視点が、具体的に盛り込まれていないの
で、戦略的調達基準項目の一つとして、国の第4次基本計画を参考にし、
「・・・が望まれる」との表記（緩やかな指標）でもかまわないので、落とし込
んでいってほしい。

全般として、「サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、
各国現地法及び国際法を含め、関係する法令等を遵守しなければならな
い。」との法令順守基準が採用されており、第4次男女共同参画基本計画
第2部Ⅰ第4分野「地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推
進」に努めることは、その趣旨にかなっており、また小池東京都知事が進
める「ダイバース・シティ」などの政策にも可能ものと考えられるから。

男女共同参画の推進については、個別品目の調達に限った課題ではな
いことから、共通事項で言及することとしております。
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No. 該当部分 該当項目 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

78
４．持続可能性
に関する基準

（３）⑥

子どもの権利尊重が一項として設けられたことを歓迎すると共に、ここに
以下の内容も加えて頂きたい：
１）子ども向け製品・サービスの提供の際の安全性の確保　⇒施設・設備
の安全性、情報・情報管理の安全性（暴力的・差別的表現やポルノといっ
た情報からの保護、また個人情報の徹底した保護）も加える。
２）子どもを世話する親への支援等に配慮　⇒親・保護者への支援、
ディーセントワークやワークライフバランスへの配慮も加える。

子どもはその発達特性から大人と比較して特別な配慮や保護を要する。
保護・配慮されるべき事項をより具体的に明示的に示すことによって、子
どもの権利尊重の確保につながると考える。

ご意見を踏まえて、「子どもを世話する親・保護者への支援等」と修正い
たします。
ご意見のその他の部分については、調達コードの解説を作成する中でご
意見の趣旨を反映できるよう検討したいと考えています。

79
４．持続可能性
に関する基準

（３）⑦
社会的少数者に関しては、当事者の意見を聞く場をしっかり設けることを
明記していただきたい。

カミングアウトすることが難しい社会的少数者の場合、公の場では意見表
明することが難しいことがあるため。

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

80
４．持続可能性
に関する基準

（３）⑦ 性的少数者（LGBT 等）の尊厳を守っていただけている。

私たちは生きる尊厳を持っているのですがどうしてもその部分が希薄にな
る傾向があるようです。特にアウティングのような当事者にとっては一生
を左右してしまうような事件も頻繁に起きています。生きるための尊厳
守っていただける　権利尊重の文言は評価すべき一文だと思います。

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

81
４．持続可能性
に関する基準

（３）⑦
この項の最後を、「これらの人々が平等な精神的・経済的・社会的権利を
享受できるような支援に配慮すべきである。」と修正すべきである。

マイノリティが尊重されるべき権利は、「経済的・社会的権利」に限定され
るべきではなく、いわゆる自由権に関わる権利もまた尊重されるべきで
す。例えば、イスラム教徒が行う日々の祈りの時間の確保、あるいはハラ
ルフードの摂取などへの配慮もされてしかるべきだと思います。また、マイ
ノリティもまた、自らの文化を踏まえた表現の自由が保障されるべきで
す。

ご意見にあるような権利等については、社会的権利に含まれるものと考
えています。

82
4. Standards
for
Sustainability

（３）⑦ Replace "immigrant workers" with migrant workers
The term migrant workers is more encompassing and is officially used by
UN bodies such as the ILO.

ご意見を踏まえて"migrant workers"に修正します。

Based on the comment, we will replace "immigrant workers" with
"migrant workers."

83
４．持続可能性
に関する基準

（４）
「労働は、製造・」に以下の文言を加えること。「大会関連施設の建設工
事・」

競技会場となる施設や周辺地域の整備等に係る建設関連工事は費用的
にも大きな比重を占めており、建設労働を明確に位置付けるべき

別添１の「用語」における「製造・流通等」の説明について、ご意見の趣旨
を踏まえた修正をします。

84
４．持続可能性
に関する基準

（４）

「職場におけるハラスメントの禁止」の項を追加し、「サプライヤー等は、調
達物品等の製造・流通等において雇用する労働者に対して、セクシュアル
ハラスメントやパワーハラスメントを含むあらゆる職場におけるハラスメン
トを排除するため、雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と
すべきである。

職場においては、労使の力関係の非対称性から、セクシュアルハラスメン
トやパワーハラスメント等が起きやすい構造があります。そこで別項とし
て、雇用機会均等法第11条を踏まえて、左記の項目を追加すべきです。

ご意見については、（３）人権において、②「差別・ハラスメントの禁止」の
項目を設定しており、対応できていると考えています。
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85
４．持続可能性
に関する基準

（４）
この項に限らず、調達コード案全般で「フェアトレード」という言葉が全く見
当たりませんが、可能な限りフェアトレード認証商品を調達する、またはそ
れを目指すことを明記してください。

2012年のロンドンオリンピック・パラリンピック大会では、全競技会場で、
フェアトレード認証商品（コーヒー、紅茶、チョコレート、砂糖、バナナ、ワイ
ン、オレンジ）が提供されたということです。
フェアトレード認証商品の調達は、「調達コード案」（４）労働の項にもあ
る、サプライヤーにおける労働搾取（児童労働、強制労働、人身取引を含
む）を防ぐために有効な方法です。まさに持続可能な世界を作っていくた
めには、最低限、上記に例示された食品については、フェアトレードでの
調達を目指すべきです。
実際に調達することによるメリットだけでなく、そのように組織委員会が宣
言することで、日本（内外）の企業にも持続可能な生産への意識変革を促
し、フェアトレード認証を取得するための努力を促すことになります。それ
は、東京でこの大きなイベントを開催することの大変重要な意味になると
考えます。

農産物については個別基準を策定することとしており、同基準案の７に示
す「持続可能性に資する取組に基づいて生産され、トレーサビリティが確
保されているもの」については、フェアトレードに関する取組に基づいて生
産された農産物も想定しているところです。

86
４．持続可能性
に関する基準

（４） 製造・流通等の「等」に含まれる範囲をより丁寧に記載するべき。

　製造・流通等の「等」には、例えば、建設工事なども含まれると考えられ
る。一般の方の理解を促進するため、「等」に含まれる範囲をより丁寧に
記載するべき。

別添１の「用語」における「製造・流通等」の説明について、ご意見の趣旨
を踏まえた修正をします。

87
４．持続可能性
に関する基準

（４）
サプライヤー等にEthical Trading Initiative (以下「ETI」という。）の基本
コードを遵守させるべきである。

調達基準においては、国際的労働基準の遵守・尊重が示されているもの
の、国際的労働基準の具体的内容が何を意味するかは定かでない。
この点、ロンドン五輪及びリオ五輪においては、国際的労働基準の具体
的内容として、最低限、ETIのベースコードを遵守することが盛り込まれて
いる。東京五輪においても、労働に関する調達基準がロンドン五輪やリオ
五輪に比べて低下したという批判を招かないようETIベースコードを遵守
することを盛り込むべきである。

ETIについては日本国内であまり一般的でないと考え、原案において言
及していませんが、（４）労働の項目を中心にETI基本コードの内容の多く
はカバーされている考えています。

88
4. Standards
for
Sustainability

（４） Replace "foreign workers" with migrant workers
The term migrant workers is more encompassing and is officially used by
UN bodies such as the ILO.

ご意見の部分については、和文に合わせて原案どおりといたします。

Concerning the parts on which the comment was made, we will retain
the original expression in accordance with the Japanese version of this
Sourcing Code.
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89
4. Standards
for
Sustainability

（４）①⑦⑨

It should be mentioned in the text that projects are required to comply,
at a minimum, with (i) national labour, social security and occupational
health and safety laws, and (ii) the fundamental principles and standards
embodied in the ILO conventions.

From this perspective, “ILO core labour standards”(CLS) should be
replaced with “ILO fundamental principles and rights at work”(FPRW).
Conventions are ratified by States (then translated into national law).
The principles of the labour standards are directly applicable to
companies, thus CLS should be replaced by FPRW. Moreover, it would be
advisable to include a footnote to explain what are the 4 FPRW: “ILO
Fundamental Principles and Rights at work are: elimination of child
labour, abolition of forced labour, promoting equality at work, and
promoting freedom of association and collective bargaining.

（意見の続き）
In addition, Suppliers, etc. should document and communicate to all
workers their rights under national labour and employment law and any
applicable collective agreements, working conditions and terms of
employment including their entitlement to wages, hours of work,
overtime arrangements and overtime compensation, any benefits (such
as leave for illness, maternity/paternity or holiday), and when any
material changes occur. This information should be understandable and
accessible to workers and available in the main language(s) spoken by
the workers. Human resources management systems shall respect the
rights of workers to privacy and data protection.

Communications should be managed with a view to providing the workers
with: (i) adequate information, in particular, on changes anticipated that
might affect the workforce and (ii) the opportunity to provide comments
as part of continuous improvement, including how to raise grievances as
detailed in paragraph 20.

ご意見を踏まえて、「ILOの提唱する労働における基本的原則及び権利
（ILO中核的労働基準を含む）」に修正し、また、これに関する脚注を入れ
ることとします。

Based on the comment, we will replace "ILO Core Labour Standards"
with “Fundamental Principles and Rights at Work advocated by ILO,
which include the ILO Core Labour Standards." Additionally, we will add
a footnote to explain FPRW.

90
４．持続可能性
に関する基準

（４）② 団体行動権の追記
・労働三権として確立している概念のため、１つだけ外すのは、不自然に
映ります。書き加えた方が良いのでは無いでしょうか。

ご指摘の項目については、労働における基本的原則及び権利に関する
ILO宣言等を踏まえて「結社の自由、団体交渉権」としております。

91
４．持続可能性
に関する基準

（４）②
この項の最後を、「組合結成の自由及び団体交渉の権利といった労働者
の基本権を確保しなければならず、労働組合法第７条に定める不当労働
行為を行ってはならない。」と修正すべきである。

日本では労働組合法第７条において、基本的労働権の保障を十全にす
るため「不当労働行為」の制度を定め、使用者に対して、不利益取扱いの
禁止、労働組合への支配介入の禁止、団体交渉応諾義務等を課してい
ます。この点を明記した方が、権利保障の範囲及び内容がより明確にな
ります。

不当労働行為の禁止については、組合結成の自由及び団体交渉の権利
の確保の内容としてすでに含まれているものであるため、それを改めて
並列することはしないことといたします。なお、調達コードの解説を作成す
る中で、ご意見の趣旨を反映できるよう検討したいと考えています。

92
4. Standards
for
Sustainability

（４）②

A more explicit text would be: Suppliers, etc. shall not discourage
workers from electing workers’ representatives, forming or joining
workers’ organisations of their choosing or from bargaining collectively.
Suppliers, etc. shall not discriminate or retaliate against workers who act
as representatives, participate, or seek to participate, in such
organisations or bargain collectively. In accordance with national law,
Suppliers, etc. shall engage with such workers’ representatives or
organisations and provide them with information needed for meaningful
negotiation in a timely manner. Where national law substantially restricts
the establishment or functioning of workers’ organisations, Suppliers,
etc. shall establish an independent process for workers to express their
grievances and protect their rights regarding working conditions and
terms of employment appropriate to its size and workforce.

SOCIAL DIALOGUE is an important instrument to promote or ensure not
only freedom of association and collective bargaining but also all labour
principles. Including inter alia, municipal platforms such as the ones
piloted in Brazil during the World Football Cup 2014.

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

We hope to deliberate about having the gist of this comment reflected in
the process of preparing a detailed explanation of the Sourcing Code.
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No. 該当部分 該当項目 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

93
４．持続可能性
に関する基準

（４）③
すでにある文面に加えて、「また、労働契約の不履行について、保証金・
違約金等いかなる損害賠償を予定する契約もしてはならない。」と追加す
べきである。

この項の趣旨をより確実なものとするため、間接的に強制労働を惹起し
やすい「損害賠償の予定」の禁止についても、明示的に記載すべきです。

本項目はILOの強制労働に関する条約を踏まえて、すべての種類の強制
労働を禁止する趣旨で設定しておりますが、強制労働の背景には様々な
要素がある中で、労働契約の不履行に対する損害賠償の予定の禁止の
み取り上げることは控えたいと考えています。

94
4. Standards
for
Sustainability

（４）③

A more explicit text would be: Supplier, etc. shall not employ forced
labour, which consists of work or service not voluntarily performed that
is exacted from an individual under threat of force or penalty. This
covers involuntary or compulsory labour, such as indentured labour,
bonded labour or similar labour-contracting arrangements, or trafficked
persons.

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

We hope to deliberate about having the gist of this comment reflected in
the process of preparing a detailed explanation of the Sourcing Code.

95
4. Standards
for
Sustainability

（４）④

A more explict text would be: Supplier, etc.shall comply with all relevant
national laws or international labour standards regarding employment of
minors, whichever provide a higher degree of protection for the child,
related to the employment of minors.

Supplier, etc. shall not employ children in a manner that is economically
exploitative, or is likely to be hazardous or to interfere with the child’s
education, or to be harmful to the child’s health or physical, mental,
spiritual, moral, or social development. Young people below the age of 18
shall be identified by the client and shall not be employed in hazardous
work. All work of persons under the age of 18 shall be subject to an
appropriate risk assessment and regular monitoring of health, working
conditions, and hours of work.

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

We hope to deliberate about having the gist of this comment reflected in
the process of preparing a detailed explanation of the Sourcing Code.

96
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑤ ハラスメントの禁止も明文化してほしい。
LGBTを労働から阻害している要因は、あからさまな差別というよりは、無
意識の言動によるハラスメントであることが多いため。均等法ではセクハ
ラ指針に入っているが、それだけでは不十分。

ご意見については、（３）人権において、②「差別・ハラスメントの禁止」の
項目を設定しており、対応できていると考えています。

97
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑤
同性愛でもトランスジェンダーでも優秀な人材はたくさんいます。本当にう
れしい限り。

同性愛でもトランスジェンダーでも優秀な人材はたくさんいます。セクシュ
アリティだけでその人の能力は測れません。才能は認められた環境のな
かでしか開花しないと考えます。どんな方でもセキュシュアリティのを理由
に労働の権利を妨げることはできません

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

98
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑤
⑤「雇用及び職業における差別の禁止」において、採用差別も禁止される
ことを明記するべきである。

「⑤雇用及び職業における差別の禁止」については、「雇用する労働者」
についてのみ適用があるようにも読めるが、採用段階での差別も禁止さ
れることを明記する必要がある。

雇用における差別には採用段階の差別も含みますが、これについては
調達コードの解説を作成する中で反映できるよう検討したいと考えていま
す。
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99
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑤

この項の最後を、「雇用や賃金、労働時間その他の労働条件について差
別をしてはならない。」と修正すべきである。さらに、「また、労働契約の期
間の定めの有無により、賃金、労働時間その他の労働条件において不合
理な差別をしてはならない。」と追加すべきである。

この項では、「雇用や待遇の面での差別をしてはならない。」としています
が、「待遇」では、その趣旨が曖昧であることから、「賃金、労働時間その
他の労働条件」とした方が明確です。また、有期契約に関しても、労働契
約法第20条を踏まえて、不合理な差別を禁止することを明記すべきです。

ご意見の前段については、ご意見を踏まえて修正します。
ご意見の後段については、本項目はILOの差別待遇に関する条約を踏ま
えて、人種や性別、宗教などに基づく雇用や待遇の差別を禁止する趣旨
で設定しており、労働契約期間の有無に着目した規定を追加することは
控えたいと考えています。

100
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑥
「・・法令に定める最低賃金を支払わなければならない。」に以下の文言を
加えること。「建設工事においては公共工事設計労務単価とすること。ま
た下請け事業者に対しては適正な発注単価とすること」

公共工事における労務単価積算の目安として、公共工事設計労務単価
が示されており、それに準拠すべきである。また、小零細の下請事業者へ
の発注単価は事業者の生活に直結するものであり、適正な金額が確保さ
れるべきであり、別途、文言として記載すべき。

公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるためのも
のであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への
支払い賃金を拘束するものではないと理解しており、これと同額の賃金
の支払いを求めることは適当でないと考えています。また、下請事業者
に対する適正な発注単価に関するご意見については、（５）経済の「②公
正な取引慣行」の項目においてダンピングの防止等を求めています。

101
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑥ 『サプライヤー等は、・・・、４週８休などの労働時間短縮に取り組み、違法
な長時間労働（・・・）をさせてはならない。』に変更。

「違法な長時間労働」でなければ良いのではなく、常に出来るだけ最小と
なる労働時間に短縮する取り組みが必要です。
当会に加盟する組合員のうち、外勤技術者の所定外労働時間は月平均
で約80時間であり、約3割が100時間を超えています。
今回、発注される工事は、期日ありきの工事が多くなると考えられ、無理
な工程が予想されます。
建設産業で働く者は、社会インフラの基盤を担う職として自負を持ってお
り、これまでも、様々な震災・災害などでインフラの緊急復旧作業にも惜し
みなく行ってきました。今回も、世界が注目するイベントであり、総力をあ
げて工事に取り組むと思います。ただ、そのために土曜日や日曜日も休
めない環境で長期間働かせることがあってはなりません。建設産業で働く
者の犠牲のうえでのイベントであってはなりません。
本来なら『４週８閉所』を記載したいところですが、完全閉所すると期日に
間に合わない工事も出てくるかもしれませんので、『４週８休』とさせてい
ただきました。出来るところは『４週８閉所』、難しいところは『４週８休』とし
個々が交代で休みを取得できる人員配置を整えることも指導ねがいま
す。世界が注目するイベントだからこそ、適正な労働環境での作業が必
要です。

ご意見の趣旨については、（４）労働の⑧職場の安全・衛生の項目におい
て、「労働者にとって仕事と生活の調和のとれた労働環境の整備」として
言及しております。

102
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑥
この項の第２文を、「サプライヤー等は、生活に必要なものを賄うことので
きる水準の賃金の支払いに努めなければならない。」と修正すべきであ
る。

この部分は、「サプライヤー等は、生活に必要なものを賄うことのできる水
準の賃金の支払いに配慮すべきである。」とされていますが、今年９月に
示された「素案」では左記のとおりとなっていました。今回の提案は「素
案」よりも後退した印象があり、「素案」の文面に戻すべきものと考えま
す。

原案においては、負の影響を防止する観点から法令遵守が求められる
事項について、「～しなければならない（～してはならない）」とし、（法令
遵守を超えた）プラスの影響を期待する取組については、「～すべき」と
することで統一的に整理したところです。

103
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑥
生活賃金の定義が説明されていない中で、最低賃金の支払いを強いメッ
セージとし明文されている。内容自体は、問題がないと考えるが日本語が
分かりづらい。

生活賃金の考え方は、イギリスの事例をもとに作成されていると考えられ
るが、別添2の用語に説明を入れるべきである。全体的にも言えるが、よ
いことを明記していても、日本語が分かりにくいため。ネガティブな印象を
うける。もっとわかりやすい日本語で記載することで前向きにとらえること
ができるようにしてはどうか。

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

104
4. Standards
for
Sustainability

（４）⑥

It would be suggested that “living wage” is replaced with ‘wages’.

The revised text is good in that it refers to both the minimum wage and
the living wage. Also suggested adjusting the section title to encompass
both (not just the living wage).

ご意見を踏まえて見出しを修正します。

We will alter the section title based on the comment.
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105
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑧ 「・・・雇用する労働者」に以下の文言を加えること。「および従事者」

現在の労働環境においては請負契約、委託契約等にもとづく就労者が多
数存在する。とくに施設建設等関連工事の場合、雇用された労働者以外
の現場作業従事者が多数存在し、そうした従事者の安全・衛生対策を考
慮すべき。

建設現場全体の安全管理のためには一人親方への配慮も必要であるた
め、「雇用する労働者」の部分を「従事する労働者等」とします。

106
4. Standards
for
Sustainability

（４）⑧
Insert "Including OSH Committtees" in line 4 to read: …with laws and
ordinances relevant… including formation of work site-level
Ocuupational and Safety Committee.

Work site-level OSH committees is the direct link with the TOGOC OSH
Council as implementing arm of OSH policies and programmes.

ご意見の趣旨を踏まえて、「安全衛生委員会等の設置やメンタルヘルス
ケアを含め、」と修正します。

Based on the gist of the comment, we will replace the phrase "including
mental health care" with "including the establishment of a safety and
health committee and mental health care."

107
4. Standards
for
Sustainability

（４）⑧
This needs to be expanded to (a) explain OSH management provisions
and (b) include basic principles of key sectors such as construction and
agriculture.

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

We hope to deliberate about having the gist of this comment reflected in
the process of preparing a detailed explanation of the Sourcing Code.

108
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑧ いわゆる一人親方も対象に含むよう明記すべき。

　一人親方は、実態上は工事現場で働く「雇用する労働者」と同じ業務を
行うが、法律上は個人事業主として取引先と契約する者であり、「雇用す
る労働者」という定義には含まれないと解される。
　一人親方は、職場における安全・衛生を守る対象として当然含まれるべ
きである事は論を俟たず、基準において明記すべきと考える。

建設現場全体の安全管理のためには一人親方への配慮も必要であるた
め、「雇用する労働者」の部分を「従事する労働者等」とします。

109
4. Standards
for
Sustainability

（４）⑨ Use migrant workers (as Header) to read: ix. Migrant Workers
The term migrant workers is more encompassing and is officially used by
UN bodies such as the ILO.

ご意見を踏まえて、「Foreign and migrant workers」と修正します。

Based on the comment, we will replace the phrase "foreign and
immigrant workers" with "foreign and migrant workers."

110
４．持続可能性
に関する基準

（４）⑨
苦情申入れ・相談を容易に行えるようにするための体制整備・・・とある
が、窓口については、労働組合（連合）が関わる事のできる仕組みとする
こと。

過去のメガスポーツイベントに関わる施設建設でも、ヘルプデスクをもうけ
るなどし、そこに労働組合が関わることで、問題を拡大させる事なく処理
できたり、労働災害を減少させる事ができたとの実績があると聞いてい
る。歴史に学び過去のこうした成果を参考にすべき。

ご意見については今後の参考とさせていただきます。

111
4. Standards
for
Sustainability

（４）⑨

Languages in documents should be "Where Suppliers, etc. provides
accommodation for workers, the accommodation shall be appropriate for
its location and be clean, safe and, at a minimum, meet the basic needs
of workers. In particular, the provision of accommodation shall meet good
international industry practice. Workers’ freedom of movement to and
from the employer-provided accommodation shall not be restricted."

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

We hope to deliberate about having the gist of this comment reflected in
the process of preparing a detailed explanation of the Sourcing Code.
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112
４．持続可能性
に関する基準

（５）

「⑧被災地の復興
  東日本大震災の被災を受けた地域では、単なる復旧にとどまらず、共有
価値の創造に基づく新しい農業や水産業が生まれてきており、東京2020
大会は、復興を超えて新たな価値創造に貢献する東北の姿を世界に発
信する絶好の機会である。
　東京 2020 大会後も、東日本大震災等の被災地の地域の魅力や復興
の姿を継続的に世界に発信し、観光客等の被災地への呼び込みや大震
災の記憶の風化防止を図るとともに、産品等の活用などによる新たな観
光資源の発掘や風評被害を払拭し、被災地での産業振興を図るべきであ
る。
　このため、サプライヤー等は、原材料の調達等に関して、東日本大震災
等の被災地で生産された産品を優先的に調達すべきである。」
という内容を追加する。

「東京 2020 アクション＆レガシープラン 2016」において、東日本大震災
等の被災地の復興は、東京 2020 大会のレガシーの柱として位置づけら
れており、残すべきレガシーとして、「東京 2020 大会後も、地域の魅力や
復興の姿を継続的に世界に発信し、観光客等の被災地への呼び込みや
大震災の記憶の風化防止を図るとともに、産品等の活用などによる新た
な観光資源の発掘や風評被害を払拭し、被災地での産業振興を図りま
す」と明記されている。

東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被災地への配慮について
は、これまでの調達コードの検討においても議論がありましたが、被災地
への配慮に関しては、持続可能性に限らない様々な観点から丁寧な検
討が必要であるため、調達コードの記述は原案通りとしたいと考えていま
す。

113
４．持続可能性
に関する基準

（５）②

「･･･買いたたき、談合等の不公正・反競争的な取引を行ってはならな
い。」に続き、次の一文を入れること。

「特に開発途上国で生産された原材料の調達においては、国際フェアト
レード認証（Fairtrade International）で定める買取価格の遵守など、買い
たたきに該当しないことを具体的に示さなければならない。

国内企業間の取引は、少なくても独占禁止法と下請法があり、多少の歯
止めが効くものの、特に開発途上国からの一次産品の取引においては、
買いたたきが横行し、それが深刻な貧困を助長していることは国際的に
認識されている。その対策として、企業の調達や公共調達では、国際フェ
アトレード認証に則った貿易が進んでいる。

何をもって「買いたたき」に該当するかの判断基準が設定されていない限
り、野放しになる可能性が高い。国際的に信頼され浸透している国際フェ
アトレード認証制度（Fairtrade International)では、各国・各地の生産者の
生産コストと生活コストをベースに、公正な取引価格を具体的な金額で設
定しているため、明確な判断基準になり得る。

様々な原材料が存在する中で、ご意見のように原材料調達において買い
たたきをしていないことを具体的に示すよう一律に義務付けることは現実
的でないと考えています。

114
４．持続可能性
に関する基準

（５）⑤

「責任あるマーケティング」、特に「子どもに悪影響のある広告の制限、消
費者や社会への配慮」への言及を歓迎すると共に、この具体化にあたっ
ては、2016年11月に策定した「子どもに影響のある広告およびマーケティ
ングに関するガイドライン」を参照する旨を記載頂くか、あるいはこれを参
考として今後オリンピック・パラリンピックのマーケティング・広告に関する
指針を策定頂き、サプライヤーやライセンシー企業への遵守を求めて頂き
たい。

これまで日本国内においては、子どもへの配慮を求める広告規制はなく、
海外のように広告審査を行う第三者機関も存在しないため、子どもへの
配慮は業界や企業の自主規制に頼ってきた。どのような広告が子どもに
悪影響をもたらし、配慮が求められるのかについての共通認識や基準が
ない中、この度策定したガイドラインは、海外における規制の内容も考慮
しながら、日本の状況に合わせた指針を提供するものである。

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

115
４．持続可能性
に関する基準

（５）⑦
「国際的な競争力を高めて活性化し」の記述は解りやすいものにしていた
だきたい。

〔実際に調達する際に混乱をきたす事項〕
この内容は、明らかに「水産物」調達基準の内容と矛盾している。　国内
でしか通用しない認証制度を推奨する事は、国際的に競争力を高めるこ
とに結び付かないと考える。

国内向けの認証制度であっても、その取得によって持続可能性に係る取
組が前進することは有益と考えておりますし、こうした認証取得をきっか
けに生産者がさらに努力し、国際取引において要求される認証の取得に
取り組むことも十分期待できると考えております。
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116
４．持続可能性
に関する基準

（５）⑦

　（５）本文の「東日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要」の部分
を「東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被災地の復興への配慮
も必要」と記載するとともに、⑦地域経済の活性化の項目において、東日
本大震災等の被災地の活性化について明記すべきである。
　具体的には、本大会は「復興五輪」として位置づけられていることから、
東日本大震災等の被災地の事業者の受注機会について被災地枠や
クォータ制等を導入し、確実な受注が図られるべきと考える。
　修文案としては以下文のとおり。
＜⑦の最後に追記＞
「特に、東日本大震災等からの復興を後押しするため、深刻な被害を受け
た地域の物品等を積極的に調達すべきである。」

　P8　(5)本文に「東日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要であ
る。」と記載されており、東日本大震災の被害の深刻さに言及するととも
に、具体の項目⑦にも反映すべきである。
　加えて、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック
競技大会特別措置法」に基づき閣議決定された「2020年東京オリンピック
競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の
推進を図るための基本方針」に「『復興五輪』として、東日本大震災からの
復興の後押しとなるよう被災地と連携した取組を進めるとともに、被災地
が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する。」と記載されているとか
ら、東日本大震災等の被災地の復興への配慮について調達コードに明
記すべきである。
　被災地枠やクォータ制等の導入については、被災地が復興への歩みを
世界に発信するとともに、持続可能な生産供給体制を計画的に構築する
ことが可能となる。

前段のご意見については、ご意見を踏まえて修正します。

後段のご意見に関して、東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被
災地への配慮については、これまでの調達コードの検討においても議論
がありましたが、被災地への配慮に関しては、持続可能性に限らない
様々な観点から丁寧な検討が必要であるため、調達コードの記述は原案
通りとしたいと考えています。

117
４．持続可能性
に関する基準

（５）⑦

今回の調達コードが東京大会だけでなく、日本の地域・中小事業者の後
押しとする部分については、今回の大会の重要な視点であると言えるの
でと考えています。それについては、大切なので、１．趣旨の部分にも取り
入れて表現してはいかがでしょうか。

東京2020を通じて、日本中が、世界と触れながら本格的な持続可能な社
会の在り様を経験することになると期待していますが、日本中がオリン
ピックムーブメントを意識するためにも、趣旨の部分で丁寧に触れること
で、ロンドン大会のソフトレガシーのように、この調達コードの大切さが伝
わると考えているためです。また当社でもグループで全国に店舗・専門家
を抱えておりますので、持続可能な調達・社会づくりの支援することがで
きないか準備を現在進めております。協力していきます。

「１．趣旨」においては、大きな視点からの方向性について記載しつつ、よ
り具体的な視点や論点については「４．持続可能性に関する基準」等に
おいて言及していく形としております。

118 ５．担保方法 （２）
契約段階では調達コードで求める水準に達していなくてもコミットメントを
示せばよいということになるが、その後の調達マネジメントをどう進めるか
を、具体的に明記すべき。

事前コミットメント、体制整備、調達コード準拠状況の確認・監査（適格性
の証明）、実際の運用の監査、報告のサイクルが回るのかが本調達コー
ドからは把握できない。

調達コードの運用面の詳細については、調達手続き全体における実務的
観点も踏まえて今後検討していきますが、ご意見についても参考にさせ
ていただきます。

119
5. Verification
Procedure

（２）

Obtaining supplier/licensee commitment and requesting reporting is
good; however: i) reporting should be submitted periodically (not only
when requested on an ad hoc basis), ii) it should become an input for
exchanging information/experience - reporting should not only be for
reporting but should serve to make ‘improvements’. Emphasis should be
placed on knowing and sharing (rather than monitoring and sanctioning).
We propose establish a ‘dialogue platform’ where experiences could be
shared (this include sharing of good practices and challenges in
implementing the code).

取組状況の開示・説明を含め、調達コードの運用については、調達手続
き全体の流れも踏まえて、実務的観点から詳細を今後検討することとし
ており、ご意見についても参考にさせていただきます。

We will deliberate about details of implementation of the Sourcing Code,
including disclosure and explanation of the efforts of suppliers, etc.,
from practical perspectives, based on the entire process of procurement
procedures. We will refer to the comment in the deliberations.
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120 ５．担保方法 （２）（３）

サプライヤーは、調達対象となっている物品の基準達成のみならず、調達
対象となっていない物品も含めた持続可能な調達を企業全体として実施
するためのコミットメントと実施体制や実施状況の確認が必要である。

ほか、同様のご意見１件

サプライヤーは、調達対象となっている物品の基準達成のみならず、調
達対象となっていない物品であったとしても、持続可能な調達を企業全体
として実施することが必要である。そうした配慮がなされない場合には、オ
リンピック・パラリンピックへの納入を一方で行いながら、問題のある事業
に関わることが可能となる。よって、組織委員会としては、供給対象となる
物品の持続可能性の確認のみならず、サプライヤー企業としての持続可
能性への取り組みを評価するために、対象品目以外での企業としての姿
勢やリスク対応についても、評価する必要があり、設定した基準に基づい
て、納入する品目以外の業務について、同等の対応を求めていくことが
必要となる。これは、組織委員会としてのリスク管理としても有効だと言え
る。

調達コードの適用範囲については、組織委員会に提供する物品・サービ
ス及びライセンス商品の製造・流通等の過程として検討してきたところで
あり、担保方法や通報受付窓口の対象を明確化する観点からも、原案ど
おりとします。

121 ５．担保方法 （３）
前項と同様、優先順位をサプライヤーが自社でリスク評価をするのではな
く、組織員会としての考え方を示す必要があるのではないか。

調達ガバナンスが機能しないことが想定され、組織員会は調達ガバナン
スの設計、調達マネジメントの方針を示す必要がある。サプライヤーに丸
投げ感があり、調達元としての責任（ガバナンスやマネジメント）が薄い。

調達コードの運用面の詳細については、調達手続き全体における実務的
観点も踏まえて今後検討していきますが、ご意見についても参考にさせ
ていただきます。

122 ５．担保方法 （３）（６）

調達コードの要求事項を業務管理課程に組み入れるために、サプライ
ヤー等には少なくとも以下の対応を必要とすべきである。

(i)調達コードに記載されている適用される全ての要素の遂行を促進する
ための手順書と作業指示書を作成する。
(ii) 各手順と作業指示の遂行を確実に行う責任者を指定する。
(iii)これらの手順のモニターリング、査定、分析。
(iv)環境に関する緊急事態が発生した場合において地元当局への連絡手
順を確立する。
(v)必要に応じて各手順と業務指示の情報記録を正確、完全、最新かつア
クセス可能な形で維持する。

ロンドン五輪の調達コードにおいては、調達コードの要求事項を業務管理
過程に組み入れるべきとされ、以下のような項目が対応策として記載され
ている。
(i)調達コードに記載されている適用される全ての要素の遂行を促進する
ための手順書と作業指示書を作成する。
(ii) 各手順と作業指示の遂行を確実に行う責任者を指定する。
(iii)これらの手順をモニターし、査定し、分析する。（社内関係者と監査等
の独立機関を組み合わせて実施）
(iv)環境に関する緊急事態が発生した場合において地元当局への連絡手
順を確立する。
(v)必要に応じて各手順と業務指示の情報記録を正確、完全、最新かつア
クセス可能な形で維持する。
この点調達コード（案）においても、遵守体制の整備及び取組状況の記録
化についての記載があるが、上記ロンドン五輪のコードに比べると具体性
を欠くと言わざるを得ない。

ご意見については調達コードの解説を作成する上での参考とさせていた
だきます。

123 ５．担保方法 （４）

伝達に関して、以下の条項追加すべきである。

「サプライヤー等は、組織委員会との契約期間中、調達コード、同コードへ
の誓約書、及び、調達コードへの不服申立窓口に関する情報の書面の写
しを、製品及びサービスの提供に関連する各事業所において、全ての労
働者が適切に見えるような場所に掲示し続けなければならない。
上記情報は、当該施設が所在する国の公用語及び英語の少なくとも2つ
の言語で掲示されなければならない。必要な場合には、組織委員会はそ
の他の言語でコミュニケーションがなされるよう要求することができる。」

リオ五輪の調達コードにおいては、調達コードの事業所等での多言語で
の掲示が要求されており、少なくとも東京五輪においても、リオ五輪と同
程度の伝達を行う必要がある。

調達コードの解説を作成する中でご意見の趣旨を反映できるよう検討し
たいと考えています。

124 ５．担保方法 （５）
文中の「～すべきである」という部分を、すべて「～しなければならない」と
すること

サプライチェーンへの働きかけは、努力義務だけでは不十分で、義務付
けなければ、到底サプライチェーンへの徹底が期待できないため

原案については、多数のサプライチェーンが重層的に存在し、また、サプ
ライヤーが及ぼせる影響力の程度も様々であるなど、サプライチェーン管
理における実務上の課題を踏まえて検討した結果を取りまとめたもので
す。
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125 ５．担保方法 （５）
サプライチェーンとの共同の取組は必要と理解できるが、どのようなサプ
ライチェーンとなるのか、また具体的にどのような取引業者を選定していく
のか教えてもらいたい。

取引相手と共同での取組については理解できるが、既存取引先で済むの
か、新たに取引先になるのかによって、様々な調整が必要となるため。

既存の取引先かどうかにかかわらず、組織委員会への物品やサービス
の提供に当たり関係するサプライチェーンへの働きかけを指しています。

126 ５．担保方法 （５）

リスクが高いサプライチェーンや分野に関してはより重点的に働きかけを
行うとあるが、そのリスク評価は誰が行うのか。サプライヤー自らが行った
リスク評価を組織委員会に提出するのか。
前項同様、調達ガバナンスや調達マネジメントの方法論が欠如していると
思われる。

調達ガバナンスや調達マネジメントの枠組みやサプライヤー管理の組織
委員会としてのマネジメント方針が曖昧。

調達コードの運用面の詳細については、調達手続き全体における実務的
観点も踏まえて今後検討していきますが、ご意見についても参考にさせ
ていただきます。

127
5. Verification
Procedure

（５）

「共存共栄」(a terminology used in the Japanese text) is a very positive
Japanese concept which promotes a win-win relationship between the
buyer and the supplier. The importance of promoting a win-win
relationship is also a core concept put forward by the ILO MNE
Declaration, and should be stressed as one of the key messages in
relation to how Tokyo 2020 will promote sustainable development.

調達コード案の趣旨・内容にご理解をいただきありがとうございます。

Thank you for your understanding of the objectives and content of the
Sourcing Code.

128 ５．担保方法 （６）
「サプライヤー及びライセンシーは、記録化すべきある。」→「．．．であ
る。」

脱字の補足 ご意見のとおり修正します。

129 ５．担保方法 （６）（７）（８）

調達コードの遵守についてサプライヤー等だけではなく、組織委員会自身
が「(6)取組状況の記録化/(7)取組状況の開示・説明/(8)遵守状況の確
認・モニタリング」を行う仕組みを持ち、情報公開等透明性を確保できるよ
うな規定を設ける。

ほか、同様のご意見２件

調達コードに沿った取組は組織委員会自身の情報公開や外部ステーク
ホルダーとのエンゲージメントによって実現されていくものだから。

持続可能性に配慮した取組の実施状況等をとりまとめた報告書を公表す
ることが予定されており、その中で持続可能性に配慮した調達の実施状
況についても報告することになると考えています。

130 ５．担保方法 （６）（７）（８）
取組状況の記録化、開示・説明や、遵守状況の確認・モニタリングにあ
たっては、情報プラットフォームやテクノロジーを活用した、実効的なマネ
ジメントを期待します。

ご意見については、運用に当たっての参考とさせていただきます。

131 ５．担保方法 （７）
サプライヤー及びライセンシーの取り組み状況だけでなく、組織委員会の
調達実績も公表すべきである。

最大の発注者である組織委員会は、サプライヤーやライセンシーに取り
組みを求めるだけでなく、自ら調達実績を示し、持続可能性に配慮した調
達が実施できていることを開示することが、サプライヤーやライセンシーに
取り組みを促すことにもつながる。

持続可能性に配慮した取組の実施状況等をとりまとめた報告書を公表す
ることが予定されており、その中で持続可能性に配慮した調達の実施状
況についても報告することになると考えていますので、そうした趣旨から
「８．その他」に記述を追加します。

132 ５．担保方法 （７）
ここでの開示とは、組織委員会への開示で良いか。 サプライヤーの知財やノウハウの保護にも対応したほうが良く、広く公開

すべき事項と守られるべき事項を分ける必要がある。
貴見のとおりです。
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133 ５．担保方法 （７）（８）
ロンドン大会で実行されたSupplier Recognition Schemeと同様の取り組み
を行うことを提案します。

農産物・水産物・畜産物の供給者は多様であり、また一次加工やリパック
などトレーサビリティも複雑です。調達コードが遵守されていることを即時
に確認していくために、その供給元や流通経路については一定のシステ
ムを構築して情報を登録・整理する必要があります。供給元が分からなく
なるトレーサビリティの欠如は問題ですが、その反対に供給してもいない
のに「供給している」と虚偽の情報を流布する業者が現れることも問題で
す。林産物も含め、このシステムを構築することが重要と考えます。

各種の担保方法や通報受付窓口を組み合わせることで効果的に調達
コードの遵守を図りたいと考えています。

134 ５．担保方法 （８）

調達コードの遵守状況は主に自主的報告に基づくのもであり、
多くの企業が参加するオリンピックのような大きなイベントで、全ての遵守
状況をきちんと把握するのは難しいのではないか。
また、リスクを高さはどのように測るのかなども不透明。

もしも自己申請に基づく担保方法である場合は、公平に判断ができるた
めにきちんとした独立を守った遵守に関する審査機関を設立する必要が
ある。
代替の担保方法として、第三者機関の認証機関が考えられる。

原案においては、サプライヤーに対して事前のコミットメントや取組状況
の開示・説明、遵守状況の確認・モニタリングへの協力等を求めているほ
か、通報受付窓口を整備することとしており、これらを組み合わせること
で効果的に調達コードの遵守を図りたいと考えています。

135
5. Verification
Procedure

（８）

Third party auditing comes at a cost. We propose that emphasis be
placed on ‘knowing and sharing’ rather than ‘monitoring and
sanctioning’. In this context, setting up a dialogue mechanisms would be
recommended.

調達コードの運用の詳細を今後検討していく中で、ご意見にあるような問
題を予防するという観点でどのような対応が効果的か検討したいと考え
ています。

During the subsequent process of discussing the details of
implementation of the Sourcing Code, we will deliberate what measures
are effective to prevent such problems as mentioned in the comment.

136 ５．担保方法 （８）
「組織委員会が指定する第三者による監査の受け入れを求めることがあ
り」の前に、「サプライヤー等の費用負担の下で」という文言を追加する。

調達コードの内容を明確化し、紛争を防止するため。ロンドン五輪の調達
コードにおいても、追加の監査の場合の費用負担は、サプライヤーとライ
センシーが負うものとされている。

監査の費用をサプライヤーに求めることは現時点では予定しておりませ
ん。

137 ５．担保方法 （８）

「持続可能性に関するリスクの高さに応じて必要があると認めるときは」と
あるのは、組織委員会が人権デューディリジェンスを実施し、サプライ
ヤー及びライセンシーにおけるリスク度合いを判断するということでしょう
か。そうであれば、人権デューディリジェンスを実施することを明示された
らよいと思います。

ご指摘の部分については、組織委員会が、調達コードの遵守に向けた取
組状況の開示・説明を受けたり、通報受付窓口を通じて苦情や指摘を受
けたりする中で、調達コードの重大な違反のおそれがあるような場合を想
定しています。

138
5. Verification
Procedure

（８）
Insert as last sentence in the first paragraph: The suppliers and
licensees shall disclose to TOGOC its entire supply chain for auditing
purposes.

Full disclosure of entire supply chain is critically essential in Sourcing
Code based on fundamental principle of transparency.

多数のサプライチェーンが重層的に存在することを考えるとその全てを組
織委員会に示すようサプライヤーに義務付けることは現実的でないと考
えています。

Given that many supply chains exist in a multilayered way, we do not
believe that obligating suppliers to disclose information on all their
supply chains is practical.

139 ５．担保方法 （９）

「サプライチェーン対し適切な働かけを行っている限り、契約解除の対象と
はならい。」という部分を、「サプライチェーン対し、デューディリジェンスの
原則に則り十分な働かけを行っている限り、契約解除の対象とはなら
い。」とすること

「適切な働きかけ」では曖昧で、不十分であるため
ご指摘の部分については、「サプライヤー及びライセンシーが本調達コー
ドの規定及び組織委員会の要請に基づ」いた「適切な働きかけ」と示して
います。
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140
持続可能性に
配慮した調達
コード案

（９）

（9）「改善措置」に結果の情報公開について明示することを提案いたしま
す。
例えば「改善措置」の8行目等に以下のような文例趣旨を追加することを
提案いたします。
「この場合、組織委員会は、当該サプライチェーンの不遵守の内容と改善
要求の内容及び改善結果等を速やかにHP等で公開し、本調達コードの
信頼保持について国民に理解を求めなければならない。」

サプライチェーンおける「調達コード」の不遵守が判明した場合、すみやか
に是正し本コードの信頼を保持する、という姿勢を積極的に国民に明示
する必要があります。その説得力ある施策のひとつとして、情報公開を前
提にした対応を提案します。「調達コード」遵守のコントロール力をより強く
持つことは、組織委員会の責務であると考えます。

ご意見については、調達コードの運用に当たっての参考にさせていただ
きます。
なお、不遵守といっても様々なケースがあり得る中で、一律に公開という
扱いが妥当かどうかは慎重に検討する必要があると考えています。

141 ５．担保方法 （９）
「サプライチェーンに適切な働きかけを行っている限り、契約解除の対象と
はならない」については、削除していいと思います。

・重大な不順守がある場合に、「適切な働きかけを行っている」だけでは
不十分で、改善の結果を伴わないと食材を提供できないケースも考えら
れます。組織委員会が適切な食材提供のためにとれる選択肢が限られ
てしまうので、ここまでの明記は必要ないと思います。

ご指摘の部分はサプライチェーンにおける不遵守があった場合に、それ
を理由に（組織委員会に）契約を解除されるのではないかというサプライ
ヤーの懸念を想定して、サプライチェーンに適切に働きかけている場合
は契約解除の対象としない旨を示しているものです。

142 ５．担保方法 （９）

組織委員会が、当該サプライチェーンに対応するサプライヤーを迅速に特
定するためには、サプライヤー及びライセンシーに対して、事前に、使用
サプライチェーンおよび工場に関する情報開示（提供）を求めることが有
効と考えます。

ご意見の内容については、（６）において、製造・保管施設の名称・所在
地について組織委員会に示せるよう準備することを求めています。なお、
サプライチェーンが多岐にわたることを考えると、その全てについて事前
に情報提供を求めることは現実的でないと考えています。

143
６．苦情処理シ
ステム

組織委員会のもとに苦情処理対策のための第三者機関を設置すること。
機関には労働者代表を加えること。

適切な苦情処理対策には独立した第三者機関による対応が必要。とりわ
け立場の弱い労働者からの声を議論に反映する労働者代表の関与は不
可欠である。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。

144
６．苦情処理シ
ステム

苦情処理の窓口担当者は、LGBT等の社会的少数者の問題に対して研
修を義務化してほしい。

LGBT等は、まだ基礎知識のある方が少ない分野であり、窓口担当者に
知識がないと適切な取り扱いができず、２次被害が起きるおそれがあるた
め。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。

145
６．苦情処理シ
ステム

苦情処理システムはまだ完成段階にないと思うが、システムが不透明。
苦情が公開されるのか。どのように公開され、誰によって事実確認とうを
行うのか。また、その結果としてのアクション等は公開するのかどうかな
ど、今後明記する必要がある。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。

146
６．苦情処理シ
ステム

「苦情処理システムの詳細については組織委員会が別途定める手続きに
よるものとする。」とされているが、改めて意見募集を実施すべきである。
また、苦情処理システムの制度設計にあたっては、①苦情処理システム
の構成メンバーとして、環境・人権・労働に関わるNGOからも選任するこ
と、②調達コードに関する情報収集のため環境・人権・労働に関わるNGO
と連携することについて、考慮されたい。

苦情処理システムが、的確にサプライチェーン等の実態を把握して、必要
な対処を可能にするため、サプライヤーやライセンシー以外からの情報収
集も可能な体制を整えることが必要であり、そのことにより、調達コードの
遵守に関わる事実確認等の精度を上げることが可能となリます。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。

147
６．苦情処理シ
ステム

ISO17065やISO17011で要求される透明性のある苦情処理システムを採
用すべきである。

ISOの諸規格では、異議申し立てについて、文書化されたプロセスとその
文書の公開、さらに異議申し立ての結果の申立者への通知が要求されて
いる。認証機関（CAB）や認定機関（AB）に適用されるものであるが、これ
が信頼に値する異議申し立てシステムの国際基準である。東京オリンピッ
クは、招致段階でISO20121を取得することを誓約し、また調達コード案の
14ページにてISOの諸規格を参照している以上、ISOの規範に沿って、透
明性が確保された異議申し立て手続きを設置すべきであるから。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。
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148
６．苦情処理シ
ステム

「ビジネスと人権に関する指導原則」において詳述される実効性の要件を
満たすことが重要です。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。

149
６．苦情処理シ
ステム

違反があった場合の通報を受ける窓口について、上記同様に通報を容易
に行えるようにするための体制整備を図ること。

どういった単位・規模で窓口を設置するかについては、施設建設現場をひ
とつの単位として、現場実態に即して設置すべき。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。

150
６．苦情処理シ
ステム

違反があった場合の、解決に関わるプロセスについて、労働組合が関わ
る事ができる仕組みとすること。

解決に向けては、組織委員会とサプライヤーの二者ではなく、労働組合
を第三者機関として協議に加わる事ができる仕組みとすべき。

通報受付窓口の詳細については、ご意見の内容も参考にしつつ、引き続
き検討いたします。

151
6. Complaint
Processing
System

We suggest setting up a dialogue mechanism as a ‘preventive’ measure
– rather than dealing with complaints, much could be done to share
experience and knowledge to prevent conflict/problems from arising.

調達コードの運用の詳細を今後検討していく中で、ご意見にあるような問
題を予防するという観点でどのような対応が効果的か検討したいと考え
ています。

During the subsequent process of discussing the details of
implementation of the Sourcing Code, we will deliberate what measures
are effective to prevent such problems as mentioned in the comment.

152
6. Complaint
Processing
System

We suggest adding a point after ‘6.complaint Processing System’
(before the subsequent point 7. Individual Codes for Core
Products/Services’.

ADD “setting up a dialogue platform”. This dialogue platform would
enable stakeholders to discuss how all the efforts linked to the proposed
code contribute towards sustainable development. It is a platform to
“know and share” – this includes collecting and showcasing of good
practices on how the principles are being translated into practices. At
the same time, stakeholders could share the challenges in adhering to
the code and to find a joint way forward.

ご意見については、調達コードの運用に当たっての参考とさせていただ
きます。

We will refer to the comment in implementing the Sourcing Code.

153
6. Complaint
Processing
System

We suggest to consider a number of mechanisms aimed at resolving
conflicts and provide remedies; such mechanisms could include also
social tripartite dialogue aimed at monitoring the implementation of the
Sustainability Strategy. This dialogue mechanism should provide
suppliers/licensees with opportunities to learn/share how to apply the
principles into practice.

ご意見については、調達コードの運用に当たっての参考とさせていただ
きます。

We will refer to the comment in implementing the Sourcing Code.

154
７．物品別の個
別基準

エネルギーについても個別基準を設定する。

東京オリンピック・パラリンピックは、世界の平均気温上昇1.5度未満を目
指すことに合意したパリ協定の締結後、初の大会である。気候変動は喫
緊の国際的課題であり、主なCO2排出源であるエネルギーについても個
別基準を示すことが必要である。世界では自然エネルギー100％を目指
す取り組みが進んでおり、個別基準を示すことは気候変動分野における
日本のリーダーシップを示すことにもつながる。

調達コードにおいてエネルギーの個別基準を策定することは予定してお
りませんが、「持続可能性に配慮した運営計画」の改訂を検討する中で、
再生可能エネルギーの導入を含む具体的な施策について検討していき
たいと考えています。
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155
７．物品別の個
別基準

工事、建築資材・副資材の個別基準が不十分。建築資材についても個別
基準を設けるべきである。

2016年1月に発表された調達コードの基本原則では、2.対象範囲で、組織
委員会が調達するすべての物品・サービス等を対象とするとある。その中
には、工事、建築資材・副資材があるが、これらについての個別基準が
木材しか見当たらない。東京都が担当する大会後も利用される恒久の競
技施設やインフラ整備の工事、建築資材・副資材にこそ、明確な持続可
能な調達コードが必要と考えるが、せめて組織委員会が担当するものに
明確な姿勢を打ち出す必要があると考える。

建築資材についての個別基準を策定する予定はありませんが、基本的
には、国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」や東京都の
「東京都グリーン購入推進方針」「東京都環境物品等調達方針（公共工
事）」と同様の水準のものを求めることとなります。

156
７．物品別の個
別基準

工事、建築資材・副資材の個別基準を設け、再生骨材コンクリートの調達
を必須とするべきである。

現在、かつての東京五輪以降の高度経済成長期に作られ、耐用年数を
迎える公共工事の対応が間近に迫っている。
建築資材の土砂採掘のために山が削られ、海砂が採取される状況が全
国各地でおきている。土砂は、採掘すればなくなるものであり、持続可能
性を考えるならばその新たな採掘には相当な慎重さが必要である。また
そうした採掘土砂の移動は外来種問題の拡散の原因にもなっている。オ
リンピックパラリンピックの機会に、購入資材であっても、土砂のトレーサ
ビリティを明確にする必要があると考える。新規の土砂を採掘することな
く、再生骨材コンクリートの使用を進めることこそ、持続可能性を実現する
ことになると考える。

国や東京都のグリーン購入に関する方針において、天然砂（海砂、山砂）
等の一部または全部を代替して使用できる高炉スラグ骨材等の使用が
挙げられており、組織委員会においてもこれらの方針を準用する予定で
す。

157
７．物品別の個
別基準

工事、建築資材・副資材の個別基準を設け、コンクリートに使用する砂で
は、海砂は使用不可とするべきである。

建築資材として、海砂の採取の規制は広まってはいるが、国内でもまだ
行われており、海外でも大きな問題となっている。環境アセスメント法で
は、購入した土砂や砂は評価の対象外になっており、事業のために山が
削られても、海砂が採取されても、業者から購入した場合は、アセスの対
象とならないいわゆる「アセス逃れ」がおきている。海砂は、再生までに非
常に長い年限がかかるだけでなく、陸上の土砂以上に環境への影響が
把握しづらい。東京湾でも、かつて高度経済成長期に採取した海砂の採
取跡のくぼみが貧酸素水塊を生じる原因になっているなど、影響は深刻
で、持続可能性とは相容れない。購入資材であっても、砂についてのト
レーサビリティを明確にする必要があると考える。

国や東京都のグリーン購入に関する方針において、天然砂（海砂、山砂）
等の一部または全部を代替して使用できる高炉スラグ骨材等の使用が
挙げられており、組織委員会においてもこれらの方針を準用する予定で
す。

158 ８．その他
「・・・尊重するよう働きかける」の部分を「・・・共有するよう働きかける」と
改めること。

「一つのオリンピック・一つの基準」とするためにも、共通の調達コードの
合意作りが重要。とくに東京都、国等の五輪関連施設建設の発注者、お
よびその施工元請事業者、現場労働者の間で、建設工事に関わる安全・
衛生、労働条件等での共通認識を持つことが重要。

組織委員会では、2016年1月に公表している「持続可能性に配慮した調
達コード　基本原則」に基づき、東京都や政府機関等に対して、大会関係
の調達において調達コードを尊重するよう働きかけることとしています。
なお、建設工事に関する安全・衛生等に関しては、別途、関係機関による
協議会（2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会　大会施設工事
安全衛生対策協議会）が設置されており、関係者の共通認識に基づく対
策について取り組まれているものと承知しています。

159 ８．その他
PDCAサイクルの考え方に則り、調達コードの内容等の見直しに関する考
え方を明記すべき。

ご意見を踏まえた記述を追加します。

160 ８．その他
「組織委員会は、東京都及び政府機関等に対して、」→「組織委員会は、
東京都及び他の開催自治体、政府機関等に対して、」

分散開催なので、東京都以外の開催自治体にも調達コードの尊重を求め
ることを、明示すべきです。

東京都以外の開催自治体にも調達コードの尊重を働きかけることを想定
しておりますが、ここでは大会の準備・運営への関与の大きい東京都と
国を例示しているものです。
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161 ８．その他
「調達コードを尊重するよう働きかける。」→「調達コードを十分に尊重して
調達がなされるよう積極的に働きかけるとともに、必要に応じて確認・モニ
タリングを行う。」

原案では表現が弱く、悪くすれば単に聞き流されて終わり、ということにな
りかねません。企業等とは異なり難しい部分はあるでしょうが、もう少し実
効性を担保しやすい内容への修正が必要ではないでしょうか。

調達コードについては、組織委員会が調達する物品・サービス等を対象
としており、東京都や政府機関等へは尊重を働きかけることとしておりま
すが、調達コードをどのように取り扱うかについては各々において判断い
ただくべきものと考えています。

162 ８．その他
組織委員会は、東京都及び政府機関等に対して、本大会関係で調達する
物品・サービスにおいて、調達コードを尊重するよう働きかける。とある
が、働きかけるのではなく、厳守するように要求するでよいのではないか。

2020年の大会の開催までに、東京のみならず、日本中でオリンピックの
ムーブメントを高めていく必要があり、特に「食」については、世界中が、
和食を含めて注目している。そのためには、少し高いハードルかもしれな
いが、持続的な食材を調達できる仕組み作りを行い、東京のみならず、日
本中で持続可能な調達に基づいた環境づくりを行う必要があると考えて
いるからです。政府機関が率先することを期待しますし、当社でも日本最
大の活動の実践者としてオリンピックムーブメントに寄与したいと考えてい
ます。

調達コードについては、組織委員会が調達する物品・サービス等を対象
としており、東京都や政府機関等へは尊重を働きかけることとしておりま
すが、調達コードをどのように取り扱うかについては各々において判断い
ただくべきものと考えています。

163 ８．その他
パブコメの実施など、引き続き広く社会から意見を聴取し、説明をしていく
プロセスを大事にすべき。また、国や都などとのより密な連携が必要。

調達コードの検討に当たっては、テーマに応じてヒアリングを実施したほ
か、パブリックコメントを実施することにより、広く社会から意見を聴取し、
多様な関係者のご意見を反映できるよう努めてきたところです。

164 ８．その他

以下の事項が調達コードに明記されるべきである。
「調達コードは、ミニマムスタンダードである。サプライヤー等は、持続可
能性これらの基準を上回ることが推奨される。サプライヤー等は、国内及
び他の適用ある法律を遵守しなければならず、法律の規定と調達コード
の規定のいずれかがより厳しい場合には、より厳しい方の条項が適用さ
れる。」

ご意見の前段については趣旨を踏まえた記述を追加します。
また、ご意見の後段については、原案でも、４．持続可能性に関する基準
の（１）全般で、関係する法令等を遵守するよう求めており、また、その他
の基準についても、各種の法令を踏まえて内容を設定しているため、法
令の規定とコードの規定を比較する規定を置く必要はないと考えていま
す。

※重複するご意見については割愛しています。また、ご意見の提出者を特定できるような情報がある等の理由で、ご意見及び理由等の一部を修正している場合があります。
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