
競技会場の決定状況について 【資料１－①】

オリンピック競技会場の決定状況 平成29年12月7日現在

競技 会場 会場

アーチェリー アーチェリー会場（夢の島公園） 霞ヶ関カンツリー倶楽部

陸上競技 新国立競技場（オリンピックスタジアム） 国立代々木競技場

夢の島ユース・プラザ・アリーナＢ 大井ホッケー競技場

　→　さいたまスーパーアリーナ 日本武道館

（フェンシング） 武蔵野の森総合スポーツプラザ

ボート

カヌー（スプリント） 陸上自衛隊朝霞訓練場

葛西臨海公園 東京体育館

　→　カヌー・スラローム会場 有明テニスの森

馬術（馬場・障害・総合） 夢の島競技場　→　馬事公苑 有明アリーナ

馬術（クロスカントリー） 海の森クロスカントリーコース 潮風公園

体操 有明体操競技場 東京国際フォーラム

競泳・飛込・シンクロ

水球

マラソン 10km

競技 種目

トラック・レース

ロード・レース（スタート/ゴール）

マウンテンバイク

ＢＭＸ

※自転車競技（ロード・レース）の競技会場は、2017年12月現在、調整中である

競技 種目 種目

野球（男子） ストリート（男女）

ソフトボール（女子） パーク（男女）

形（男女） ボルダリング・リード・スピード複合（男女）

組手３階級（男女） ショートボード（男女）

※：2017年12月のIOC理事会で有明BMXコースに変更された

競技 種目

バスケットボール 3×3

自転車競技 BMXフリースタイル

※：2016年12月のIOC理事会で承認を受けた青海アーバンスポーツ会場から変更した

（８）引き続き調整を進める競技会場
競技 会場（立候補ファイル）

サッカー

新国立競技場（オリンピックスタジアム）、　東京スタジアム、　札幌ドーム、

茨城カシマスタジアム

宮城スタジアム、　埼玉スタジアム2002、　横浜国際総合競技場、

スケートボード 青海アーバンスポーツ会場（※）

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツ会場

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィン会場

（６）IOC理事会（2017年3月）において、了承を得た競技会場
競技 会場

野球・ソフトボール 福島あづま球場

（７）IOC理事会（2017年12月）において、了承を得た競技会場
会場

青海アーバンスポーツ会場

有明BMXコース

スケートボード 青海アーバンスポーツ会場　→　有明BMXコース（※）

空手 日本武道館

（４）IOC総会（2016年8月）において、採択が正式に決定した競技・種目
競技

野球・ソフトボール スケートボード

空手
スポーツクライミング

サーフィン

（５）IOC理事会（2016年12月）において、了承を得た競技会場
競技 会場

野球・ソフトボール 横浜スタジアム

レスリング 東京ビッグサイト・ホールＡ　→　幕張メッセ Aホール

（３）IOC理事会（2015年12月）において報告し、了承を得た競技会場
会場

自転車競技

有明ベロドローム　→　伊豆ベロドローム

皇居外苑（ｽﾀｰﾄ）、武蔵野の森公園（ｺﾞｰﾙ）　→　皇居外苑（※）

海の森マウンテンバイクコース　→　伊豆マウンテンバイクコース

有明ＢＭＸコース

（１）IOC理事会（2015年2月）において報告し、了承を得た競技会場
競技

ゴルフ

ハンドボール

バスケットボール
ホッケー

柔道

（２）IOC理事会（2015年6月）において報告し、了承を得た競技会場
競技 会場

カヌー（スラローム）
卓球

テニス

バレーボール（インドア）

バレーボール（ビーチバレーボール）

ウェイトリフティング

ボクシング 国技館
近代五種 （水泳・馬術・ランニ

ング・射撃）
東京スタジアム

海の森水上競技場
射撃

水泳

オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ　→　東京辰巳国際水泳場

お台場海浜公園

トライアスロン お台場海浜公園

フェンシング 東京ビッグサイト・ホールＢ　→　幕張メッセ Bホール

テコンドー 東京ビッグサイト・ホールＢ　→　幕張メッセ Aホール

バドミントン 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ　→　武蔵野の森総合スポーツプラザ

ラグビー 新国立競技場（オリンピックスタジアム）　→　東京スタジアム

セーリング 若洲オリンピックマリーナ　→　江の島ヨットハーバー



【資料１－②】

パラリンピック競技会場の決定状況 平成29年12月7日現在

競技 会場 会場

アーチェリー アーチェリー会場（夢の島公園） 東京体育館

陸上競技 新国立競技場（オリンピックスタジアム） 幕張メッセ

バドミントン（※） 国立代々木競技場 お台場海浜公園

東京ビッグサイト・ホールB 有明アリーナ　→　幕張メッセ

　→　有明体操競技場 夢の島ユース・プラザ・アリーナB

カヌー 海の森水上競技場 　→　有明アリーナ

馬術 夢の島競技場　→　馬事公苑 夢の島ユース・プラザ・アリーナA

ゴールボール 有明体操競技場　→　幕張メッセ Cホール 　→　武蔵野の森総合スポーツプラザ

柔道 日本武道館 夢の島ユース・プラザ・アリーナA

ボート 海の森水上競技場 　→　幕張メッセ Bホール

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 国立代々木競技場

水泳 オリンピックアクアティクスセンター 有明テニスの森

※ バドミントン、テコンドーは大会開催決定後に新たに追加された競技

自転車競技 トラック・レース

自転車競技 ロード・レース

競技 会場

（１）IPC理事会（2015年11月）において報告し、了承を得た競技会場
競技

卓球

テコンドー（※）

トライアスロン

ボッチャ
シッティングバレーボール

車椅子バスケットボール（決勝）

車椅子バスケットボール

車いすフェンシング

ウィルチェアーラグビー

車いすテニス

（２）IPC理事会（2016年4月）において報告し、了承を得た競技会場

お台場海浜公園

有明ベロドローム　→　伊豆ベロドローム

パワーリフティング 東京ビッグサイト・ホールA　→　東京国際フォーラム

（３）IPC理事会（2016年9月）において報告し、了承を得た競技会場
競技 会場

５人制サッカー 大井ホッケー競技場　→　青海アーバンスポーツ会場

（４）引き続き調整を進める競技会場
競技 会場（立候補ファイル）



【資料１－③】

江の島ヨットハ－バー

江の島ヨットハーバー



2

競技日程

・競技日程、総座席数は立候補ファイル時点のものであり、今後、変更される可能性があります

【資料１－④】

総座席数 ※会場変更前の数値

セーリング ： 5,000

■オリンピック競技日程 （立候補ファイルより）

6 9 12 15 18 21

7/24 (金)

7/25 (土)

7/26 (日) 12:00-18:00

7/27 (月) 12:00-18:00

7/28 (火) 12:00-18:00

7/29 (水) 12:00-18:00

7/30 (木) 12:00-18:00

7/31 (金) 12:00-18:00

8/1 (土) 12:00-18:00

8/2 (日) 12:00-18:20

8/3 (月) 12:00-18:20

8/4 (火) 12:00-18:20

8/5 (水) 12:00-18:10

8/6 (木) 12:00-18:10

8/7 (金) 12:00-18:10

8/8 (土) 12:00-18:10

8/9 (日)

セーリング

江の島ヨットハ－バー



１．設置目的

東京2020大会の東京圏の輸送に関する事項についての検討、調整及び関係

機関との合意形成を目的とし「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」を設置しているが、サテライト会場の輸送に関する事項につい

ても検討を進めるため、新たに道・県ごとに輸送連絡調整会議を設置する。

2．各道・県 輸送連絡調整会議における検討内容

安全で信頼性と効率性の高い大会輸送を行うため、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図る。

【資料2】

１

各道・県 輸送連絡調整会議の設置について



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
（本部長：安倍総理）

2020交通輸送円滑化推進会議
＊経済活動等への影響を踏まえ、交通行動の見直しの機運醸成と合意形成を図る
＊事務局：内閣官房

輸送連絡調整会議
＊大会の輸送に関する関係者で輸送運営計画や交通
行動の見直し等に係る意見調整を行う
＊事務局：組織委員会、東京都 交通輸送技術検討会

＊大会時の交通行動の見直しに関し、交通工学、
物流等の学識経験者を中心に、専門的見地から
検討を行う
＊事務局：組織委員会、東京都

＜組織委員会・東京都＞

＜政府＞

＜輸送技術に関する検討＞

組織委員会政府 東京都 関係自治体 経済界

東京2020大会の輸送に関わる推進体制

【出典】東京2020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（第一回）（平成29年5月18日） ２

輸送検討会
＊関係者で個別課題ごとに検討を行う

大会関係者
輸送検討会

観客・スタッフ
輸送検討会

輸送に関するこれまでの検討体制



第１回　輸送検討会

（平成28年3月25日）

　○競技会場の決定状況

　（平成27年6月現在）

　○競技会場の決定状況

　（平成27年12月現在）

　○競技会場の決定状況

　（平成29年5月現在）

　平成28年度の検討結果 　輸送運営計画（V1）について

　○東京2020大会における輸送

　　ルートの概念を整理（ORN等）

　○輸送ルート案の策定に向け、

　　事務局案をもとに個別に関係

　　機関と調整を開始

　○輸送ルート案について地元区市

　　など関係者と調整中のルート案

　　を提示

　○今後の進め方

　○V1の内容について説明

　平成28年度の検討結果

　○実施に向けた方向性の検討

　○今後の進め方

　平成28年度の検討結果

　○体制・役割等の構築、運営等

　輸送に関わる推進体制(案)

　○交通輸送技術検討会の設置に

　　ついて

輸送に関わる

体制の見直し
― ― ―

第2回　輸送連絡調整会議

（平成29年1月20日）

―

実施項目
第1回　輸送連絡調整会議

（平成27年7月30日）

―

輸送センターの

設置・運営
― ― ―

交通需要

マネジメント

第3回　輸送連絡調整会議

（平成29年5月18日）

会場決定
　○競技会場の決定状況

　（平成28年12月現在）

輸送ルートの

策定

　下記の項目について

　　　　主なスケジュールを提示

　○会場変更を踏まえた大会関係者

　　及び観客・スタッフのルート案

　○輸送ルートの運用手法の検討に

　　先立ち大会時の交通影響を検証

　○交通需要抑制対策など

３

輸送に関するこれまでの検討体制



神奈川県

神奈川県警

組織委員会

北海道
・

札幌市

北海
道警

北海道輸送
連絡調整会議

宮城県

宮城
県警

宮城県輸送
連絡調整会議

静岡県

静岡
県警

静岡県輸送
連絡調整会議

神奈川県輸送
連絡調整会議

千葉県
・

千葉市

千葉
県警

埼玉県
・

さいたま市

埼玉
県警

関係者関係者関係者関係者関係者関係者関係者

東京都

警視庁

関係者

内閣官房

警察庁

今後、新たに以下の検討体制を構築して推進。

➢ 東京圏の関係者及び観客輸送ルート等は、輸送連絡調整会議（東京圏）で検討・調整中

➢ サテライト会場における関係者及び観客輸送ルート等を各道県輸送連絡調整会議で検討・調整する

横浜市

福島県

福島
県警

福島県輸送
連絡調整会議

関係者

茨城県

茨城
県警

茨城県輸送
連絡調整会議

関係者

輸送連絡調整会議（東京圏）

国交省

今後の検討体制について

４



 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 

神奈川県輸送連絡調整会議設置要綱 

 

                            平成  年 月  日決定 

 

 

（設置目的） 

第１条 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）における輸

送について、輸送関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、神奈

川県輸送連絡調整会議を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 神奈川県輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

一 オリンピック・ルート・ネットワーク等の設置及び車両による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

（構成） 

第３条 神奈川県輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 神奈川県輸送連絡調整会議には、個別課題の詳細事項を検討するため、個別課題毎に輸送検

討会（以下「検討会」という。）を設置することができる。 

３ 検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（神奈川県輸送連絡調整会議の座長等） 

第４条 座長は、神奈川県輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

２ 座長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織

委員会」という。）施設整備調整局施設整備調整部長をもって充てる。 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

４ 副座長は、座長の選任をもって充てる。 

  

（神奈川県輸送連絡調整会議の委員等） 

第５条 委員は、輸送に関わる関係機関より充てるものとし、別表１に掲げる者とする。 

２  委員は、必要に応じ、神奈川県輸送連絡調整会議の承認を得て、新たな委員の就任や退任を

可能とするものとする。 

３ 委員の任期は、大会終了の日までとする。 

 

 

 

資料３ 
（案） 



（検討会） 

第６条 検討会の座長は、検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 検討会の座長は、神奈川県輸送連絡調整会議の副座長から充てる。検討会の委員は、個別課

題に応じて、別表１記載の関係機関から充てる。 

３ 座長は必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。 

 

（招集等） 

第７条 神奈川県輸送連絡調整会議及び検討会は、各座長が招集する。 

 

（事務局） 

第８条 神奈川県輸送連絡調整会議及び検討会の事務局は、組織委員会に置く。 

 

（開催方法） 

第９条 神奈川県輸送連絡調整会議及び検討会の開催方法は、各座長が各会議に諮って決定する。 

   

（他会議との連携） 

第 10条 神奈川県輸送連絡調整会議は、大会の円滑な輸送の実現に向けて市民生活や経済活動へ

の影響を踏まえつつ交通行動を見直す取り組みを検討・調整する交通輸送円滑化推進会議との

連携に努める。 

２ 神奈川県輸送連絡調整会議は、大会の輸送について技術的な見地から専門的な検討を行う交

通輸送技術検討会との連携に努める。 

 

（その他） 

第 11条 この要綱に定めのない事項については、神奈川県輸送連絡調整会議の座長が別に定める。 

 

 

 

附 則 この要綱は、平成  年  月  日から施行する。 



別表１

（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

施設整備調整局施設整備調整部 部長 座長

（公財）東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会

施設整備調整局施設整備調整部会場輸送調整課 課長 副座長

神奈川県 スポーツ局セーリング課 課長 委員

神奈川県 県土整備局道路管理課 課長 委員

神奈川県 県土整備局砂防海岸課 課長 委員

神奈川県警察本部 交通部交通規制課 課長 委員

神奈川県警察本部 警備部警備課 課長 委員

鎌倉市 都市整備部道路課 課長 委員

藤沢市 道路河川部道路河川総務課 課長 委員

藤沢市消防局 警防課 課長 委員

茅ヶ崎市 建設部道路管理課 課長 委員

平塚市 土木部土木総務課 課長 委員

大磯町 都市建設部建設課 課長 委員

国土交通省関東地方整備局 道路部道路計画第一課 課長 委員

国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 副所長 委員

中日本高速道路（株）東京支社 企画調整チーム
チーム
リーダー

委員

東日本高速道路（株）関東支社 総合企画部総合企画課 課長 委員

東日本旅客鉄道（株）横浜支社 営業部販売促進課 課長 委員

東日本旅客鉄道（株）横浜支社 運輸部輸送課 課長 委員

小田急電鉄（株） 交通企画部 課長 委員

湘南モノレール（株） 運輸部 部長 委員

江ノ島電鉄（株） 鉄道部 部長 委員

江ノ島電鉄（株） 自動車部 部長 委員

京浜急行バス（株） 運輸部長 部長 委員

神奈川中央交通（株） 運輸営業部　営業二課 課長 委員

（一社）神奈川県バス協会 - 専務理事 委員

（一社）神奈川県タクシー協会 - 総務部長 委員

（一社）神奈川県トラック協会 - 専務理事 委員

（一社）神奈川県商工会議所連合会 - 事務局長 委員

（公社）神奈川県観光協会 - 事務局長 委員

委員団体名 委員所属等 委員役職



【開催都市契約（法的拘束力を持つ）】
➢ Host City Contract （開催都市契約）
➢ Technical Manual on Transport（付属図書）

【開催都市契約の抜粋（輸送に関する記載）】

組織委員会は、安全で信頼性と効率性の高い輸送システムを、
以下の資格認定を受けた者に提供するものとする。

各国オリンピック委員会（ＮＯＣ、選手、チームスタッフ含む）、
国際競技連盟（ＩＦ）、オリンピックファミリー（ＯＦ）、
メディア、スポンサー、大会スタッフ、観客

※ オリンピックの場合

１．輸送の要件

１

オリンピック・パラリンピックの輸送について 【資料４ー①】



ステークホルダーカテゴリー 定義

選手、
各国オリンピック委員会（NOC）、
各国パラリンピック委員会（NPC）

選手、チーム役員、NOC・NPCの役員

国際競技連盟（IF） IFの役員及び事務局員、競技役員等

マーケティングパートナー TOPパートナー、ローカルパートナー等

オリンピック・パラリンピック
ファミリー及び要人

IOC委員、IPC理事をはじめとするIOC・IPC関係者、各国の要人等

オリンピック放送機構（OBS）及び
ライツホルダー（放送権者）-放送事業者

OBS及び大会の放送権者

プレス
大会のアクレディテーションを保有するフォトグラファー、ジャーナリ
スト及び放送権を保有しない放送事業者等

観客
チケットを保有している観客及びチケットを保有していないが、大会の
雰囲気を味わいたいと考えている観客

スタッフ 大会に従事する有給スタッフ、ボランティア等

２．輸送の対象

関係者

観客
ｽﾀｯﾌ

２



３．輸送の役割と範囲

大会関係者輸送
➢ 選手・競技役員・マスメディア・ＮＯＣ・ＩＦ等を対象
➢ オリンピック・パラリンピックルートネットワークにより大会関係者車両（乗用車・バス）
を輸送

観客・スタッフ輸送
➢ 観客とボランティアスタッフ等を対象
➢ 公共交通機関を利用して輸送
➢ 競技会場周辺に公共交通機関がない場合はシャトルバスを運行
➢ 最寄駅から競技会場まで観客誘導ルートを設定

３



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

関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・ネットワーク）

①安全性、定時性を考慮し、一般道に比べ信号交差点がなく事故率も低い高速道路を主として設定する。
②一般道路においては交通容量の大きい４車線以上の道路を優先して選定する。
③最寄りとなる高速道路出入口から競技会場までを最短距離で結ぶ経路を設定する。

観客輸送ルート

①徒歩圏内における利用想定駅からの観客輸送ルートの設定
競技会場出入口の徒歩圏内における鉄道駅の有無を確認する。
有の場合は近い方を利用想定駅として、以下に留意してルートを選定する。
・入場・退場ともに同一駅とするなど、観客に分かりやすい経路の選定を基本とする。
・信号が設置され、適切な幅員の歩道とするなど、観客に安全な経路の選定を基本とする。
・入場ルートと退場ルートは、分離することを基本とすると共に、生活動線に配慮する。
・入場ルート・退場ルートともにアクセシブルルートと同じ経路であることを基本とする。

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

（アクセシブルルート）
・アクセシブルルートは、アクセシビリティに配慮が必要な観客に対して、競技会場と一部の観客利用想定駅との間に設定する経路の
ことであり、通常の観客入退場ルートと同じ経路とすることを基本とする。
・上記および 『Tokyo2020アクセシビリティガイドライン』 を踏まえたサービス水準を、施設管理者等による恒常的な環境整備、また
は仮設による整備やソフト的対応により確保する。 ４

４．輸送ルートの設定（基本的な考え方）



出入口から徒歩圏

出入口

競技
会場

乗換駅
空港

新幹線駅
IC

宿泊地
（選手）

練習
会場

IC

車両
基地

宿泊地
（その他）

高速道路 東京へ

利用
想定駅

バス
乗降場

バス
乗降場

鉄道路線A

鉄道路線B

車両
基地

セキュリティ内

IC

IC

凡例
関係者輸送ルート（選手宿泊地～競技会場）
関係者輸送ルート（上記以外）
観客輸送ルート（徒歩ルート）
観客輸送ルート（シャトルバスルート）

５

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

４．輸送ルートの設定（イメージ図）



６

別紙、大会関係者の動き



輸送運営計画V1について

１輸送運営計画とは
➢組織委員会及び東京都が、輸送の条件や提供するサービス等の検討・取組状況について、関係機関と調整し、とりまとめた計画

３記載内容（例）
・各ステークホルダーに提供する輸送サービスの内容
・関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・ネットワーク）設定の考え方
・交通需要マネジメント（TDM)の構想
・輸送センターのあり方

オリンピック競技会場及びオリンピック・ルート・ネットワーク（東京圏）

輸送センターの機能イメージ

２計画策定の目的
➢サービスや取組、前提条件等、輸送の全体像の明確化
・誰を、どこからどこまで輸送するのか
・提供する輸送サービスの内容
・目標とする輸送を実現するための取組
・将来社会に活きる輸送のレガシー

➢輸送の全体像について、関係者や市民と共有
・輸送連絡調整会議（国の関係省庁、警察、地方自治体、高速道路会社、鉄
道事業者等）の枠組みを活用してデリバリーパートナーと共有

・V1（案）を一般公表

➢IOCへの提出
・2017年6月提出

４スケジュール
2018年度 V2（案）の作成
2019年度以降 V2について順次、IOC及びIPCの承認を得る予定 １

【資料４ー②】



輸送運営計画V1の内容
１ はじめに
〇本計画の目的、更新について記載

２ 輸送目標及び戦略
〇輸送目標とそれを達成するための戦
略を記載

３ 役割及び責任
〇輸送における役割及び責任を記載

〇検討体制である輸送連絡調整会議を
記載

４ ステークホルダー
〇ステークホルダーの種類及び想定人
数を記載

５ 競技日程及び会場
〇競技日程（立候補ファイル時点）
及び競技会場（2017年4月1日現在）
を記載

６ 大会関係者の輸送
〇関係者が会場間を移動する輸送システム（TA、T1、T2、T3な
ど）について、ステークホルダーごとに提供する内容を記載

〇関係者が利用する輸送ルートについて、ルート設定の考え方
を記載

〇大会関係者が利用する車両の調達や使用方針、管理の考え方
を記載

〇輸送デポの施設整備について、関係機関と連携して整備して
いくことを記載

７ 観客及びスタッフの輸送
〇観客・スタッフが利用する公共交通網と観客輸送ルート設定
の考え方、観客利用想定駅などを記載

８ 競技会場における大会関係者輸送
〇競技会場内・周辺における輸送、車両認証／駐車許可(VAPP)
の仕組みなどについて記載

９ 非競技会場における大会関係者輸送
〇練習会場やIBC/MPC、選手村、宿泊施設などの非競技会場の
輸送の特徴を記載

10 地方会場における輸送
〇選手村からの輸送を行わない会場としての地方会場に
ついて、輸送の特徴を記載

11 交通需要マネジメント(TDM)
〇ロンドンの事例も参考にしつつ、東京における交通の
特性を踏まえ、大会に係る円滑な輸送の実現と都市活動
の安定の両立が図られるよう、意識啓発や物流への対応
など様々な方策を検討することを記載

12 輸送のセキュリティ
〇輸送部門とセキュリティ部門との連携により対応して
いくことを記載

13 リスク管理
〇リスクマネジメントを行うことを記載

14 大会輸送の運営管理
〇輸送センターの目的・役割として、メインオペレー
ションセンターや都市オペレーションセンター等と連携
し、輸送に関する情報の収集・発信、現場レベルで解決
の難しい事案についての調整機能を有することなどを記
載

15 輸送の持続可能性
〇低公害・低燃費車両の活用や公共交通機関の利用促進
等を記載

16 輸送のレガシー
〇アクセシブルな環境整備や交通マネジメントを通じて
得られる知見や経験等がレガシーになることを記載

例）輸送目標
・大会に係る円滑な輸送の実現と都
市活動の安定の両立を図る。

例）輸送戦略
・総合的かつ先進的な交通マネジメ
ントを展開する。これにあたっては、
交通需要マネジメントに加え、イン
フラを最大効率で活用するための交
通インフラのマネジメントを実施す
る。

例）輸送における組織委員会と開催都
市の役割及び責任

・ステークホルダーへの輸送サービス
の提供

例）ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾙｰﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ設定にあたっての基本コンセプト
・一般道においては、交通容量の大きい４車線以上の道路を優先し
て選定する。

例）選手及びNOC/NPC
・選手及びNOC/NPCの宿泊施設である選手村を起点とし、競技日程
及び練習日程に従い、各競技会場、練習会場間を専用バスで移動で
きる輸送システム(TA)の提供を基本とする。

例）観客輸送ルート設定の考え方
・歩行延長が過度に長くならないよう、会場から一定圏内にある鉄
道駅を観客利用想定駅として選定することを基本とする。

例）地方会場における輸送の特徴
・地方会場においては、選手を始めとしたステークホルダー
が、競技会場近郊のホテルに宿泊する場合がある。そのた
め東京圏の会場において提供される輸送サービスとは異な
るオペレーションが必要となり、それを踏まえた輸送の検
討が必要になる。

例）車両の調達
・（略）効率性や費用対効果なども踏まえ、東京都以外の道府県の
バス事業者からも調達するなど、最善の方法を決定していく。

２



 

 

 

 

１．輸送の対象となるステークホルダーとグループ毎の人数（想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 概数は、追加競技に係る人数は含まず、今後、変更となる可能性がある 

※ 大会スタッフの通勤、観客の輸送は、原則、公共交通機関の利用を想定 

 

２．大会関係者の輸送イメージ（各ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ別） 

（１） 選手及び NOC/NPC 

 

 

 

 

  

（２） 国際競技連盟（IF） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） メディア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） オリンピックファミリー（OF）／パラリンピックファミリー（PF）、マーケティングパートナー（MP） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：T1,T2,T3概要） 

カテゴリー 概   要 

T1 
・IOC/IPC会長などの VIP用に、専属の運転手付きの乗用車を提供 

・基本的に、移動先は自由 （運転手の勤務条件等を考慮し、一部、利用時間に制約を設ける予定) 

T2 
・世界アンチドーピング機構(WADA)の職員等の移動用に、運転手付きの乗用車（共用）を提供 

・基本的に、移動先は自由 （運転手の勤務条件等を考慮し、一部、利用時間に制約を設ける予定) 

T3 
・東京 2020が予め指定した目的地（競技会場、OF/PFホテル、公式空港など）間を乗用車などで移動  

・24時間利用可能（夜間や需要の低い目的地は予約制） 

 

※ 輸送イメージは、今後の各ステークホルダーとの調整により、変更となる可能性がある。 

 

選手やチーム役員,NOC/NPC は、選手村

を起点とし、主に、専用バス(TA)等を利用

して競技会場や練習会場へ移動する。 

 

IF 技術役員や審判などは、拠点となるホ

テルから、主に、専用バス(TF)等を利用し

て、自らの競技が行われる競技会場へ移

動する。 

・メディアは、IBC／MPC を起点とし、主に、専用

バス(TM)等を利用して競技会場へ移動する。 

・IBC/MPCとホテル群を結ぶ TMは 24時間運行 

・OBS は、ホテルと担当競技会場への直行かつ

専用バス（DDS）等を利用して移動する。 

・OF/PF は、宿泊ホテルを拠点にし、各々与えら

れた輸送特権に応じたサービス(T1,T2,T3)を受け

ることができる。 

・MP は、必要に応じ、自らの費用で、専用バスを

用いた競技観戦やホスピタリティセンターなどの

ツアーを実施する。 

 選手村 

 
練習会場 

 公式空港 

(成田/羽田(予定)) 

競技会場 

 

・チーム競技(サッカー、バスケットボール等)

は、チーム単位で移動 

・TA 以外にも、各国の NOC/NPC に、専用で

利用できる乗用車を提供 

ホテル 

( A 競技の IF )   

競技会場 

( A 競技 ) 

 公式空港 

 

ホテル 

( B 競技の IF )  

競技会場 

( B 競技 ) 

 公式空港 

 
ホテル群 

 
IBC/MPC 

 
競技会場 

※ 空港送迎は大会期間中、 

IBC/MPC 経由とする予定 

〔IBC／MPC〕 

ブロードキャストが映像の編集・配信する拠点である「国際

放送センター（International Broadcast Centre）」及び、プレス

が記事の編集や取材の拠点とする「メインプレスセンター

（Main Press Centre）」の略。東京 2020 大会においては、東

京ビッグサイトに設置される。 

OBS 専用 

(DDS) 

 公式空港 

 

競技会場 

( A 競技 ) 

 

競技会場 

( B 競技 ) 

 

国際会議場 

など 

 
宿泊ホテル 

・TF 以外にも、各 IF に、専用で利用できる

乗用車を提供 

・TM 以外にも、OBS が専用で利用できる乗用車を提供 

競技会場 

ホテル 

( A 競技の IF ) 

(成田/羽田(予定)) 

(成田/羽田(予定)) 

(成田/羽田(予定)) 

ステークホルダーグループ 定義

オリンピック パラリンピック

選手及びNOC/NPC 選手、チーム役員、各国の国内オリンピック委員会/パラリンピック委員会（NOC/NPC） 18,200 8,000

国際競技連盟（IF） IF技術代表及び技術役員、審判、IFスタッフ 2,900 1,200

メディア ブロードキャスト 25,800 9,500

(ブロードキャスト・プレス)   オリンピック放送機構（OBS）や放送権者（ライツホルダー）

プレス

  記者やフォトグラファー、放映権を保有しない放送事業者

オリンピックファミリー(OF) IOC/IPC委員、NOC/NPC・IF会長や専務理事、組織委員会の会長など 調整中 調整中

パラリンピックファミリー(PF)

マーケティングパートナー(MP) 大会のスポンサー（TOPパートナー(ワールドワイド)、ローカルパートナー(国内)） 17,100 調整中

大会スタッフ 大会に従事するスタッフ・ボランティア・委託業者等 168,000 98,000

観客 競技観戦チケット保有者 7,800,000 2,300,000

（のべ人数） （のべ人数）

概数(人)

５．大会関係者の動き（概要） 

６ 
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4～9 １０ １１ １２ １ ２ ３

輸送運営計画

輸送ルート

交通輸送
技術検討会

各道県
輸送連絡調整会

議

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

★輸送運営計画(V2)案作成

適宜会議開催

交通需要マネジメント等
運用について検討

今後のスケジュール（案） 資料５

関係者と協議・調整

輸送運営計画(V1)【公表】

6/5

第２回交通輸送技術検討会
• 交通マネジメントに関

する方向性（案）の取
りまとめ

★
輸送運営計画(V2)

策定

• 会議体の立上げ
• 今後のスケジュール 等

• 進捗状況
• 交通輸送技術検討会を受けて
• 輸送ルートについて

第１回
神奈川県輸送連絡調整会議

第２回会議

適宜会議開催

関連する会議間で
適宜連携を図る

大会ルートの検討・調整 実施準備のフェーズ

★交通量調査

（予定）

（予定）
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