
 

 

 

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の改正 

 

 

 

同要綱の改正案について、各委員に対し、2021 年 6 月 4 日までに賛

否の照会を行う。 

過半数の賛成が得られた場合、2021 年 5 月 28 日付で同要綱の改正

を行う。 
※同要綱第 14 条の定めるところにより、委員の過半数の賛成が得られた場合、座⾧が同要綱の

改正を決定することとしている。 
 

資料１ 



 

 

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の改正について 

 

 

１ 改正の内容 

（１）委員の変更 

   新旧対照表のとおり 

 

２ 改正の理由 

（１）人事異動等による変更 

 

３ 資料 

 ・資料１－２ 輸送連絡調整会議設置要綱（改正案） 

 ・資料１－３ 新旧対照表 

 

資料１−１ 



 
 

（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３年５月２８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４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４年３月３１日までとする。 

資料１−２ 



 
 

 

（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。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年１０月１８日 から施行する。 



 
 

附 則 この要綱の改正は、令和２年４月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和２年９月３日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和３年１月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和３年５月２８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 長官官房 参事官

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

総務省 情報流通行政局情報流通高度化推進室 室長

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

備考

座長

座長

副座長

副座長

副座長

副座長

副座長

委員



機関 所属等 役職 備考

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

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 高速道路事業部 副部長

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 東京オリンピック・パラリンピック準備室 副部長

（公社）経済同友会 業務部 部長

委員



機関 所属等 役職 備考

（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 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 街づくり事業担当 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・交通計画部 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

委員



機関 所属等 役職 備考

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

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 都市整備局交通政策担当 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 大会運営局会場周辺調整部 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 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



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２年９月３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４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３年５月２８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４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
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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４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。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年８月２７日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年１０月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和２年４月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和２年９月３日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和３年１月１８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 

（他会議との連携） 
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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 長官官房 参事官 

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 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 

総務省 情報流通行政局情報流通高度化推進室 室長 

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 
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 
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警察庁 交通 調査官 

警察庁 長官官房 参事官 

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 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 

総務省 情報流通行政局情報流通高度化推進室 室長 

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 
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 

委員 

中日本高速道路㈱八王子支社 高速道路事業部 副部長 

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 

㈱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 東京オリンピック・パラリンピック準備室 副部長 

（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 

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 課長 

埼玉県 県土整備部県土整備政策課 政策幹 
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大会輸送の準備状況 

 

１．大会延期後の経緯 

大会開催までの期間を６つのフェーズ（骨格の確定、再点検・見直し、

新型コロナウイルス感染症対策（以下、「コロナ対策」という。）等の追

加施策、実施準備、直前準備、本番）に分けたロードマップに基づき、

これまで骨格の確定から実施準備の各フェーズを経て、本年 4 月以降、

直前準備のフェーズとなっている（資料３を参照）。 

前回の輸送連絡調整会議（2021 年 1 月 18 日）以降の主な動きは、以

下のとおりである。 

 

2021 年 3 月 20 日 海外観客の受入断念  

東京 2020 大会における海外観客の日本への受け入れは断念する

という結論を、IOC 及び IPC に報告し、IOC 及び IPC は日本側の

結論を尊重して受け入れるとの表明があった。 

 

2021 年 4 月 28 日 共同ステートメントの発表 

東京 2020 大会における実効的なコロナ対策について、総合的に検

討・調整するため、組織委員会、国及び東京都の３者による「東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス

感染症対策調整会議」が開催された。 

また、同日、IOC、IPC、組織委員会、東京都及び国の５者は、ア

スリートを含むすべての参加者と日本国民の双方にとって、安全最

優先で大会を開催するため、コロナ対策に万全を期すべく、共同ステ

ートメントが発表された。 

 

2021 年 4 月 28 日及び 30 日 プレイブック第２版の公表 

安全で安心な大会の開催を実現するため、海外から入国するすべ

ての大会関係者が日本滞在中に遵守すべきルールを具体化・精緻化

資料２ 
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したステークホルダーごとのプレイブック第 2 版が公表された（輸

送運営上のコロナ対策の詳細は２.１２を参照）。 

 

今後の予定 

観客上限については、海外からの観戦を認めないとの大きな事情

変更がある中で、変異株による国内感染の状況も踏まえ、観客数に係

る判断は 6 月に国内のスポーツイベント等における上限規制に準じ

ることを基本に行うこととされている。 

現在、テストイベント等での検証などを踏まえ、プレイブック第 3

版の策定に向け、調整が行われている。 

今後、提示される観客上限を踏まえ、その影響を見極めるとともに、

必要なオペレーションの検討を行う。 
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２．輸送に関わる主な取組状況 

2021 年 1 月以降の輸送に関わる主な取組状況は、以下のとおりであ

る。 

１）輸送ルートの設定 

オリンピック・ルート・ネットワーク(ORN)のうち東京圏の練習会

場ルート※１を一部更新※２した（資料２－１を参照）。 

なお、大会ルート※３及び代替ルート※４に変更はない。また、観客輸

送ルートについても、原則これまでと同様とする。 

なお、練習会場ルートについては、原則として、交通規制は行わない

ものの、一般車両の利用抑制等のため、大会関係車両の通行ルートであ

ることを示す路面表示及び看板を設置する。 

また、代替ルートについても、原則として、交通規制は行わないもの

の、交通量の多い都内の一般道については看板を設置する。 

※１ 選手村等と練習会場とを結ぶルート 

※２ 早稲田大学東伏見キャンパスを追加 

※３ 選手村、宿泊施設と空港、競技会場、IBC/MPC を結ぶルート 

※４ 事故や渋滞等において大会ルートが使用できない場合に使用するルート 

 

２）会場周辺交通対策の更新 

会場周辺交通対策は、大会関係車両以外の進入を禁止する進入禁止エ

リア、会場直近における通行規制エリア、迂回を促す迂回エリア及び専

用レーン・優先レーンの設定である。 

本年 3 月 29 日には、交通規制時間等の更新を行い、組織委員会のウ

ェブサイトへ掲載した（以下の URL を参照）。 

(https://olympics.com/tokyo-2020/ja/news/transportation-notice/) 

なお、今後、更新が生じた場合、当該ウェブサイトに更新図面を掲載

する。 

 

３）開閉会式時の交通規制（案）等及びオペレーション訓練 

開閉会式時には、多くの大会関係者を輸送するため、オリンピックス

タジアム及び選手村の周辺及び首都高速道路において、大規模な交通

規制を実施する予定である。 

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/news/transportation-notice/
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今回、開閉会式時における交通規制（案）を提示する（資料２－２及

び２－３を参照）。 

また、本年 6 月 19 日（土）の深夜（23 時から翌 5 時頃まで）には、

大会時の円滑な運営に向けて、バス運行などのオペレーションを確認

することを目的に、事前のオペレーション訓練を行うこととしている。

これに伴い、オリンピックスタジアム周辺や青山通りを中心に交通規

制を実施する（資料２－２及び２－３を参照）。 

 

４）輸送センター(TROC)の体制 

大会関係者や観客、大会スタッフの安全で円滑な輸送を実現するた

めの総合調整の役割を果たす輸送センター(TROC)を、本年 7 月 1 日

から 9 月 8 日まで設置する。 

また、競技スケジュールを踏まえた混雑回避の呼びかけや日々の移

動に関する混雑状況の発信等を行い、大会期間中の交通混雑緩和を図

っていく（詳細は資料２－４を参照）。 

 

５）交通マネジメントに関する状況 

新型コロナウイルス感染症が長期化する中、直近までの道路交通及

び鉄道の利用者数の傾向は、以下のとおりである（詳細は資料２－５を

参照）。 

【道路交通】 

道路交通においては、首都高速道路や都内の一般道の平日の交通量

が、概ね例年並みの水準まで回復しつつある。 

【鉄道の利用者数】 

首都圏主要ターミナル駅の平日ピーク時利用者数は、新型コロナウ

イルス感染症の拡大前と比較して約２～３割減の水準となっている。 

 

これらの傾向は、前回の輸送連絡調整会議（本年 1 月 18 日開催）で

提示したものと同様の傾向であり、2021 年に開催される東京 2020 大

会の交通マネジメントの実施目標及び実施方針については、今後の需

要回復等も見据え、これまでと同様とする。 
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６）都庁発注工事の調整に関する取組方針 

路上工事を控えていただきたい路線に、練習会場ルートの追加や、聖

火リレールートの設定に伴う更新を行った（詳細は資料２－６及び２

－７を参照）。 

 

７）車両・ドライバーの調達 

大会関係者バスの確保にあたっては、関東や中部、北信越、近畿エリ

アに加え、東北や中国、九州エリアのバス事業者から協力を得て、ピー

ク時には１日あたり約 2,000 台のバスについて、４月末までに契約手

続きを終えた。 

また、選手輸送に提供するリフト付きバスは、約 270 台が確保でき

る見込みとなった。 

大会時には、公共交通機関の代替輸送手段として追加のバス輸送な

ども必要となることから、引き続きこれらに適切に対応していく。 

  フリート車両（乗用車等）については、大会関係車両として約 2,700

台、レートカード車両※として約 800 台を調達している。 

また、フリートのドライバーのうち、プロドライバーについては、

（一般社団法人）東京ハイヤー・タクシー協会の協力を得て、調達手続

きを進めている。 

※各ステークホルダーの負担により提供する車両 

 

８）アクセシビリティの取組状況 

東京 2020 大会は、障がい者等を含むすべての人々にとってのアクセ

シビリティのさらなる向上を図ることとしており、鉄道駅の改修や、多

言語対応を含む案内・誘導サインの設置などのハード対策を終えた。 

大会関係者の安全・円滑な輸送に向け、アクセシブル車両 150 台を確

保した。また、オペレーションの深度化・習熟を図るため、車いす選手

のバス乗降やフリート車両への乗降に関するオペレーションの検証・訓

練を行っている（詳細は資料２－８を参照）。 
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９）輸送の広報 

大会時には、様々な交通対策が実施されるとともに、大会関係者や観

客の移動が重なり、道路交通や公共交通への影響も想定される。そのた

め、新型コロナウイルス感染症を含めた社会経済状況の変化を踏まえ、

広報の内容や媒体、タイミング等について十分に配慮しつつ、市民や企

業等の皆様に対し、理解と協力を得られるよう段階的に広報を展開して

いく。 

交通マネジメントのひとつである TDM については、ウェブコンテン

ツの拡充や、企業向けオンライン説明会の開催、業界団体への働きかけ

等を引き続き行うとともに、区市の協力を得て、自治体広報誌への掲載、

混雑緩和を呼びかけるチラシの作成・配布等を順次、行っている（資料

２－９～１６を参照）。 

TSM についても、チラシを作成し、順次、関係機関等の窓口などで

の配布又は配架の協力をお願いしている（資料２－１７及び２－１８を

参照）。 

また、会場周辺交通対策の周知に向け、会場周辺の住民・企業の皆様

へ順次、チラシの配布を行っている。 

さらに、東京都は、工事調整の協力をお願いするチラシなども作成し、

関係機関等の窓口での配布・配架を行っている（資料２－１９を参照）。 

今後、大会直前の集中的な広報として、ウェブコンテンツの更なる拡

充を図るとともに、広報媒体の多様化による認知度の向上を目指し、道

路情報表示板や横断歩道等への横断幕の掲出、テレビ CM やラジオ放

送などを活用した広報を展開していく（今後、配布予定の「観客の入退

場ルートのお知らせ」は資料２－２０を参照）。 

また、東京都は、企業向けの事前周知の一環として、大会期間中の交

通対策や、テレワーク強化月間の取組等についてチラシを作成し、周知

を行っている。 

 

１０）オリンピック聖火リレーに伴う交通規制（東京都内） 

本年 3 月 25 日に福島県をスタートした聖火リレーは、7 月９日から

7 月 23 日まで東京都内 62 区市町村で行われる。 
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聖火リレーに伴う交通規制（東京都内）については、東京都のウェブ

サイトに掲載しており（以下の URL を参照）、チラシや自治体広報誌

等と併せて周知を行っていく（資料２－２１を参照）。 

(https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/enjoy/torch/) 

 

１１）輸送のテスト 

大会輸送は、大規模かつ複雑なオペレーションとなるため、大会本番

に向け、様々な機会を捉え、輸送のテストを行っている。 

本年 4 月 3 日から 5 月 21 日まで行われたテストイベントにおいて

も、輸送のオペレーションの検証・訓練を行った。 

また、TROC（輸送センター）の訓練も、継続的に行っている。 

 

１２）その他 

輸送運営上のコロナ対策として、入国後 14 日間は、公共交通機関は

原則使用せず、東京 2020 が提供するバスやフリート、ハイヤー（借上

げタクシー）など大会専用車両のみを使用し、輸送する。 

また、入出国時や大会期間中に公共交通機関を使用予定だった海外

から入国する大会関係者については、代替輸送手段として大会専用の

ハイヤー（借上げタクシー）等による輸送サービスを提供する。 

なお、入国後 14 日間経過後は、アスリート等を除く大会関係者は、

必要な感染防止策を講じた上で公共交通機関を利用することが可能で

ある（詳細は資料２－２２を参照）。 

 

 

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/enjoy/torch/


資料２－１







開会式・閉会式時の交通規制（案）及びオペレーション訓練について 

 

東京２０２０大会の開会式・閉会式の開催に伴い、オリンピックスタジアム周辺・

選手村周辺・首都高速道路において大規模な交通規制を実施予定 

都及び組織委員会は、５月２８日に開閉会式開催時の交通規制（案）及び、オペレ

ーション訓練実施について公表 

 

１ 開会式・閉会式時の交通規制（案）の主な内容 

（１）規制日時 

○ ７月２３日（祝）、８月８日（祝）、８月２４日（火）、９月５日（日） 

○ 交通規制時間：昼間から深夜 

（２）交通規制（案）の主な内容 

① 車両進入禁止エリアの設定 

・オリンピックスタジアム周辺及び選手村周辺 

但し、居住者・業務車両など所用のある方は通行可 

② 一般道の車両通行止め 

・青山通り（表参道から赤坂見附） 

・外苑西通り（四谷四丁目から外苑前） 

・外苑東通り（信濃町駅前から青山一丁目） 

・国会周辺（財務省上から憲政記念館前を経由し平河町に至る路線） 

③ 首都高速道路における車両通行止め 

・３号渋谷線（大橋 JCTから霞ヶ関） 

・４号新宿線（西新宿 JCTから代官町） 

・都心環状線（北の丸から浜崎橋 JCT） 

・１１号台場線（上り）、晴海線 

 

２ 開会式・閉会式に伴うオペレーション訓練 

（１）目的 

約 150 台のバス運行などのオペレーションを確認することで、本番時の適切

な運営につなげる。 

 （２）日時 

    6月 19日（土）23時 30分から明朝 5時頃まで 

 （３）交通規制 

    オリンピックスタジアム周辺や青山通りを中心とした車両通行止め 

３ 今後の予定 

○ オペレーション訓練の結果を踏まえ、本番に向けた運営課題を修正し、６

月下旬に開会式・閉会式時の交通規制を公表予定 

資料２－２ 
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■体制及び機能

1.輸送センターの目的・役割
輸送センターは、大会関係者や観客・大会スタッフの安

全で円滑な輸送を実現するための、総合調整の役割を果た
します。

2.輸送センターの機能
輸送センターは、道路管理者や交通管理者、鉄道事業者

等と連携します。道路上の事故・渋滞・規制に関する情報
や、鉄道の運行状況、競技スケジュールなどを相互に共
有・調整することで、安全で円滑な大会輸送を実現します。

3.輸送センターの運用期間
2021年7月1日～9月8日（予定）

■混雑緩和に向けた情報発信

輸送センターの様子

1.情報発信の目的
都市活動と円滑な大会運営の両立を目的に、

移動に関する混雑状況の発信を行います。

2.発信内容
①混雑緩和に向けた協力の呼びかけ
②明日の混雑状況（右図参照）

3.発信媒体
SNS、企業向けメルマガ、ポータルサイト

明日はオリンピックスタジア
ム・代々木競技場で競技が開催
されます。
それに伴い、18時頃を中心に各
スタジアム周辺で混雑が予想さ
れておりますので、混雑緩和に
ご協力下さい。
詳しくはこちら
→https://tokyo2020smooth・・

東京都オリンピック・
パラリンピック準備局

混雑緩和呼びかけイメージ
（Twitter等） ※上図は電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成しております。

輸送センター(TROC)の設置

参考画像（イメージ）

資料２－４

明日の混雑状況



2020/4/7～緊急事態措置(7都府県)

2020/5/25 緊急事態解除(全国)

2020/7/22 GoToトラベル開始

2021/3/21 緊急事態解除(1都3県)

2021/2/2 緊急事態措置延長(1都3県)

2021/4/25～緊急事態措置(4都府県)

2020/3/11 WHO「パンデミック」宣言

2021/3/5 緊急事態措置延長(1都3県)

2021/1/8～緊急事態措置(1都3県)

首都高の利用台数

首都高営業データより集計（ただし、2021年4月は速報値を集計）

 2020年4月7日からの緊急事態措置期間中の平日交通量は、前年比約3割減の水準となったが、同年12
月時点では概ね例年並みの水準まで回復

 2021年1月8日からの緊急事態措置期間には再び減少に転じたが、その後回復傾向にあり、4月では新
型コロナウイルス感染症の影響がない2019年との比較で約５％減の水準まで回復
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96％
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92％

93％
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お盆期間

夏の試行 台風15号 台風19号

(96％) (93％)

(94％)

(92％)

(92％)

(93％)

(94％)

(96％)

即位の礼

●●％ ： 対前年比
※ ２０21年3月以降は対2019年比
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鉄道の利用状況

 首都圏の主なターミナル駅における平日ピーク時間帯の利用者数は、呼びかけ前と比較し、1度目
の緊急事態宣言下（20.4.7~5.25）では最大約7割減。緊急事態宣言解除後、8月後半以降は約2
～3割減の水準で推移。2度目の緊急事態宣言下（21.1.8~3.21）では約3～4割減の水準で推移。

 国内旅行者数は、コロナ禍において著しく減少。

資料：国土交通省

図 テレワーク・時差出勤呼びかけ後の
ピーク時間帯の駅利用状況推移

表 23区テレワーク実施率の推移（就業者）
2019年
12月

2020年
5月

2020年
12月

テレワーク
実施状況

17.8％ 48.4% 42.8%

〇調査方法：インターネット調査

資料：内閣府
「第2回新型コロナウイルス感染症の影響下における
生活意識・行動の変化に関する調査」

https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/result2_covid.pdf

表 国内旅行者数の推移
国内旅行全体 延べ

旅行者数
2019年
同期比

2019年

1-3月期 12,077

4-6月期 16,412

7-9月期 16,936

10-12月期 13,286

2020年

1-3月期 9,273 －23.2％

4-6月期 3,692 －77.5%

7-9月期 8,610 －49.2％

10-12月期 7,766 －41.5%

2021年 1-3月期 4,994 －58.6%

資料：観光庁 旅行・観光消費動向調査2021年1-3月期（速報）

単位：万人

5/10~14
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物流の取扱状況

 宅配便取扱い個数は、2019年同月と比較して増加傾向にあり、中でもポスト投函可能な小さな荷物の
増加率が顕著。

 宅配便の取扱いについては、2019年同月と比較すると10%前後増加。
 また、宅配便再配達率については、2020年4月には外出自粛要請等から都市部では８％台まで大幅に低

下したが、2020年10月には11%台まで上昇。

図 宅配便取り扱い個数の推移

資料：各社ＨＰ公表データをもとに事務局作成

資料：国土交通省ＨＰ公表データ

表 区部宅配便再配達率の推移

2019年
4月

2019年
10月

2020年
4月

2020年
10月

再配達率 18.0％ 16.6％ 8.2％ 11.7%

調査の対象
・区部で人口密度が高く単身世帯の占める割合が高い区
・大手宅配事業者3社3社の合計数値

〇これまでの主なヒアリング状況

◆物流業界
・BtoBは大幅減。オフィス街の荷物が減り、
住宅地向けBtoC物流が増えた。

・再配達率が減少。

◆中小企業
・コロナ禍の影響は業種や商品、地域によって差が
ある。

（対2019年同月比）

A社（宅配便） A社（ポスト投函型荷物） B社（ポスト投函型荷物含む）

B社（ポスト投函型荷物） C社（宅配便） C社（その他）



                                      

都庁発注工事の調整に関する取組方針（2021.5）について 

 

 

【主な更新内容】 

 

１．「競技会場周辺において路上工事を控えていただきたい路線・エリア」の更新 

・会場周辺の交通対策の更新（2021.3）を踏まえ、図面を更新 

 

２．「路上工事を控えていただきたい路線（練習会場ルート）」の更新 

 ・練習会場ルートの更新 

・練習スケジュールを踏まえ、会場毎に期間を設定 

 ・路上工事抑制時間の設定 

 

３．「路上工事を控えていただきたい路線（聖火リレールート）」の追加 

・オリンピック聖火リレールート公表に伴うルート図の追加 

・路上工事抑制時間の設定 

 

資料２－６ 



１．目的

①路上工事によるﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ化回避（大会関係地域等）
②工事から発生する車両数の削減（都内全域）

東京2020大会開催時における都庁発注工事の調整に関する取組方針（2021.5版）

２．都庁発注工事の基本的な考え方【別紙①】

● その年に必要な工事を着実に実施することを前提

01

５．対象工事

●都庁各局発注工事（各局事業に伴う委託工事等も含む）

※緊急対応工事や沿道建物へのﾗｲﾌﾗｲﾝ供給工事、路面清掃等は対象外

３．工事調整の手法

(A) 工事発注時期の調整 （B）工事の一時休止
(C) 工事車両の出入り調整

・朝夕ピーク時間、競技会場周辺は競技前3時間から競技後１～2時間※を避ける
（※ 新国立競技場、東京スタジアムは競技後2時間まで）

・資材の搬入前倒し、廃材等の集約による搬出回数削減 等

(D) 工事を夜間に実施・振替
(E) 混雑回避（高速道路や大会関係地域①を通行しない等）

多摩
地域

(圏央道外)

多摩
地域

(圏央道内)

区部

(会場/ORN
等がない区

内)

区部

(会場・ORN等が
ある区内／
環７外側）

区部

(会場・ORN等が
ある区内／
環７内側）

大会関係地域②

・重点取組16地区
（大会関係地域①

を除く）

大会関係地域①
・ORN/PRN
・観客輸送ルート
・競技会場周辺
（通行規制道路・迂回
道路、迂回道路内）

路
上
工
事

道路工事
(都道等)

企業者
路上工事
（水道・
下水道等）

公共工事
(路上工事以外の
施設工事等)

②車両数を削減（25日間）
A 発注時期調整
C 工事車両出入り調整
D 夜間振替
E 混雑回避

混
雑
回
避(

25

日
間)

E

A 発注時期調整
B 一時休止
C 工事車両
出入り調整

D 夜間振替
E 混雑回避

A 発注時期調整
B 一時休止
D 夜間振替

A 発注時期調整
C 工事車両
出入り調整

D 夜間振替
E 混雑回避

A 発注時期調整
B 一時休止
D 夜間振替※

A 発注時期調整
B 一時休止
C 工事車両
出入り調整

D 夜間振替※
E 混雑回避

①日中の路上工事を避け、車両数を削減（35日間）

※競技日程・時間
によって、夜間施
工時間を調整

７．今後の対応、その他工事調整の取組【別紙②】

 都庁各局工事で取組方針（2021.5版）に沿って対応
 建設発生土の受入を調整

 工事関係事業者へ広く工事調整の協力を依頼
 事業者へ路上工事の抑制を依頼

（大会関係地域①、練習会場ルート、代替ルート、聖火リレールート） １

日 月 火 水 木 金 土

7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24

オリ開会式

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31

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

8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14

オリ閉会式

8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21

8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28

パラ開会式

8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4

9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11

パラ閉会式

2021年

４．対象期間
①日中の路上工事を避け、車両数を削減 計35日間

②路上工事以外の施設工事等で車両数を削減 計25日間

※一部路線（練習会場ルート、聖火リレールート）においては上記期間以外も
対象（詳細はＰ４参照）

６．対象地域と取組
 対象地域における工事調整の取組をきめ細かく設定
 工事調整の取組が特に必要なエリアを細分化

資料２－７



都庁発注工事の調整に関する基本的な考え方

◆工事発注の考え方

 その年に必要な工事を着実に実施することを前提

 平準化に努め、発注時期を適切に調整
（2021年度の工事は、年度当初の4月に年間発注計画を公表）

 交通への影響を抑えるために、発注方法等を工夫

【取組例】
・大会期間が準備期間、工場製作期間となるような発注
・大会関係地域とその他エリアを組み合わせて発注
・単価契約等の小規模工事は、期間中は大会関係地域以外で施工 等

◆具体の工事調整の取組の検討

＜既発注工事＞
 発注者と受注者で早期に協議を開始し、大会輸送影響度

マップや競技スケジュール等を踏まえ、施工計画を変更

＜新規発注工事＞
 発注時に工事調整の取組を特記仕様書で明示

 工事契約後、発注者と受注者との協議の上、車両削減等
に向けた具体的な取組内容を決定し、施工計画に反映

【取組例】
(A) 工事発注時期の調整

・発注の前倒し・後倒し

(B) 工事の一時休止
・現場休工日・夏季休暇期間を大会期間中へ変更

(C) 工事車両出入り調整
・車両の出入り時間の早朝・夜間等への振替
・資材等の搬入を大会前に前倒しし、期間中の搬入回数を削減
・廃材等を集約し、期間中の搬出回数を削減
・工事関係者の通勤を車から公共交通へ変更 等

(D) 工事を夜間に振替
・地先状況等も勘案したうえで実施を検討

(E) 混雑回避
・工事車両の移動の際に、首都高速道路やORN・競技会場周辺を避ける

◆工事調整に係る経費・工期設定

 大会に起因した工事調整に係る経費・工期は適切に見積もる

 必要な経費の積算・工期の設定は、原則、既存の積算基準や
設計変更ガイドライン等に基づき対応

＜既発注工事＞
• 契約約款に基づき、設計変更で適切に対応

＜新規発注工事＞
• 発注時に工期等を適正に設定し、必要な経費は適切に積算、

条件が変更となった場合は、設計変更等で適切に対応

【必要な経費例】
・一時休止等に伴う保安措置などの現場管理費

・工事の夜間への振替に伴う、労務費などの変更
・発生土処分先の変更に伴う運搬費・処分費の変更

◆交通誘導員の確保に向けた調整

 大会中の工事に係る交通誘導員の確保が困難な場合は、同
一現場に複数の警備業者の交通誘導員を配置できるよう施
工計画を検討

【同一現場に複数の警備会社の交通誘導員を配置できる例】
・建物の入口と出口で車両動線が分かれている場合など、担当エリアが分か

れており、責任の所在が明確な場合
・同一作業帯内に配置する誘導員を、日や週ごと等で警備業者を分ける場合

※ 具体的な事例は、現場の状況によって異なる

◆その他

 お盆期間を含むオリパラ移行期間の8月10日～23日は、大
会に係る工事調整の対象期間外
（ただし、練習会場ルート、聖火リレールートについては、一定の抑制を

行う→詳細はＰ４参照）

 この基本的な考え方は原則を示したもので、都庁各局工事
の実態に応じて運用するものとする

 本取組方針は、必要に応じて見直しを行う。

別紙①

２
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◆建設発生土の受入調整

 海の森水上競技場に近接し、関係者輸送ルート等と施設
への搬出入ルートが重複している建設発生土受入施設で、
混雑緩和のために受入を調整

 対象期間
7月19日～8月9日、8月24日～9月5日

 対象工事
• 都庁発注工事のほか、以下３施設で受入等を行っている

他の発注主体の工事も同様の扱い

 受入調整の概要

※１：㈱建設資源広域利用センター(UCR受入地)や民間事業者で代替受入
・主なUCR受入地の所在地 ：千葉県流山・市川、

埼玉県さいたま・三郷 等
・UCR受入地の受入時間 ：昼間（標準：8:30～16:30）

夜間（受入地ごとに異なる）
※２：期間中の受入が必要な工事は個別調整を実施
※３：施設周辺の関係者輸送ルート・夜間競技の時間等を避けて

車両の搬入・搬出を調整
※４：日祝は通常通り休業

施設名 昼間の受入 夜間の受入 休業期間の対応

建設発生土再利用
センター

受入・搬出
中止
※１

調整なし
（受入時間：
22:00～5:00）
※３ 工事の需要によっ

て、夏季休業期間
（8/13～8/16又は
8/17まで）の稼働
を検討
※４

中防内側受入基地 受入中止

調整なし
（受入時間：
22:00～6:00）
※３

新海面処分場 原則受入中止
※２

調整なし
（受入なし）

その他の工事調整の取組① 別紙②

◆交通対策の検討に関する情報提供等

 工事調整の具体の取組を検討できるよう、大会輸送や交通
対策等に関する情報を広く提供

 交通対策等の情報に変更等が生じた場合は、早期に提供

＜主な内容＞
• 関係者輸送ルート（ORN・PRN）
• 観客輸送ルート
• 重点取組地区16地区
• 会場周辺交通対策
• 輸送運営計画
• 大会輸送影響度マップ
• 聖火リレールート
• 企業のアクションプラン作成に向けた支援

（コンサルタントによる無料相談、TDMハンドブックの活用等）

※ 大会輸送や交通対策等に関する情報は、「2020TDM推進プロジェクト」
ホームページで公表 ⇒https://2020tdm.tokyo

３



◆工事発注者や受注者団体への協力依頼

 工事発注者（公共・民間）や、業界団体を通じて工事の
受注者に対して、広く工事調整への協力を依頼

＜工事発注者＞

●公共事業者（国・自治体等）

都の取組方針に沿った工事調整の取組を依頼

●民間事業者

・都の取組方針を準用し、区部、特に大会関係地域において、

大会期間を外した工期設定・発注を依頼
・受注者と協力して、工事車両削減に向けた具体的な取組の

検討を依頼

＜工事受注者＞

●建設業界団体
・大会期間中に実施する工事では、混雑箇所・時間を回避した

工事関係車両の移動、資材等の搬入前倒しや廃材等の搬出回

数の削減、現場への通勤手段の変更等を依頼

◆路上工事（道路占用工事等）の抑制

 広く工事調整の協力を依頼していくが、そのうち特にORN・
PRN等の競技会場周辺の道路では、路上工事に伴う車線規制に
よる混雑を回避する必要があるため、道路占用工事の事業者等
に対して、今後、改めて路上工事の抑制について協力を依頼す
る予定

 対象路線
■大会関係地域①の都道（車道・歩道）

・関係者輸送ルート（ORN・PRN）
・観客輸送ルート
・競技会場周辺（通行規制道路、迂回道路、迂回道路内）

その他の工事調整の取組② 別紙②

■練習会場ルートの都道（車道）
■代替ルートの都道（車道）

■聖火リレールートの都道（車道・歩道）
※ 港湾局所管道路も含む
※ 国道・区市道管理者についても同様の扱いを依頼予定

 抑制対象期間
■大会関係地域①
・昼間：全競技会場共通

7月19日～8月9日、8月24日～9月5日
・夜間：競技日程・時間によって夜間施工時間を調整

■練習会場ルート
・昼間：6時～22時

対象期間は別添資料②参照

■代替ルート
・昼間：8時～21時（片側１車線以上確保できれば施工可）

7月19日～8月9日、8月24日～9月5日

■聖火リレールート
・リレー前日6時～当日交通規制終了まで（区間ごと）

7月9日～7月23日、8月20日～8月24日

※ 各区間の日程は別添資料④参照（オリ）
※ パラ聖火リレーのルートや詳細な日程等は、公表後に提示予定

 対象工事
• 都の工事のほか公共・民間すべての路上工事（道路占用工

事等）が対象
※ 緊急工事や沿道建物へのライフライン供給工事、路面清掃等は除く

 その他
• 路上作業（道路使用）も同様の扱いとなるよう関係機関と

調整
• 道路占用等の工事に係る手続きは、期間中も実施
• 詳細は、別添資料①~④参照

４



都内競技会場周辺において路上工事（道路占用工事等）
を控えていただきたい路線・エリア

＜競技会場周辺において路上工事（道路占用工事等）を控えていただきたい路線・エリア＞

（１）オリンピックスタジアム（新国立競技場）、東京体育館

【2021.5】

【別添①】

抜粋版



【2020.12】会場周辺交通対策図 【オリンピックスタジアム・東京体育館】 【2020.12】（１）オリンピックスタジアム・東京体育館 ～路上工事を控えていただきたい路線・エリア～ 【2021.5】

※2021年３月公表の「会場周辺交通対策(2021.３)」を基に、路上工事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。

日にち 昼間

7/19(月)

7/20(火)

7/21(水)

7/22(木)

7/23(金)

7/24(土) 24:30～翌6:00

7/25(日) 24:00～翌6:00

7/26(月) 24:10～翌6:00

7/27(火) 24:30～翌6:00

7/28(水) 24:00～翌6:00

7/29(木) 24:10～翌6:00

7/30(金) 24:10～翌6:00

7/31(土) 23:55～翌6:00

8/1(日) 24:30～翌6:00

8/2(月) 24:30～翌6:00

8/3(火) 24:30～翌6:00

8/4(水) 24:30～翌6:00

8/5(木) 24:40～翌6:00

8/6(金) 24:55～翌6:00

8/7(土) 24:20～翌6:00

8/8(日)
※閉会式対応のため

工事はお控えください

8/9(月)

日にち 昼間

8/24(火)
※開会式対応のため

工事はお控えください

8/25(水) 24:00～翌6:00

8/26(木) 24:00～翌6:00

8/27(金) 24:00～翌6:00

8/28(土) 24:00～翌6:00

8/29(日) 24:05～翌6:00

8/30(月) 24:00～翌6:00

8/31(火) 24:05～翌6:00

9/1(水) 23:50～翌6:00

9/2(木) 24:05～翌6:00

9/3(金) 23:55～翌6:00

9/4(土) 24:00～翌3:30

9/5(日)
※閉会式対応のため

工事はお控えください

夜間

※競技に影響のない時間帯を示したもの

（競技による施工時間の調整

は必要ありません）

オリンピック

パラリンピック

夜間

※競技に影響のない時間帯を示したもの

（競技による施工時間の調整は

必要ありません）

※開会式対応のため

工事はお控えください
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オリンピックスタジアム

東京体育館

外
苑
西
通
り 迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

渋谷区

新宿区

港区

千代田区

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

※ この図面に記載の路線のほか、別途、通行
規制や迂回路が設定される場合があります。

※ 夜間に記載している時間は、2020年11月
18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に
影響のない時間帯を示したものであり、今後変
更となる可能性があります。
なお、工事実施の際は、別途、地先条件等を
勘案し、沿道の方々との調整なども配慮する必
要があります。

※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協力を
お願いします。

路上工事を控えて頂きたい路線・エリア
（以下の道路の車道（上り・下り）・歩道）

大会ルート 代替ルート

大会ルート（専用レーン）

進入禁止エリア（セキュアベリメーター）※

通行規制エリア（会場直近対策）※

迂回エリア（トラフィックベリメーター）

迂回エリア内

観客輸送ルート（次ページ以降参照）

※ 進入禁止エリア、通行規制エリアの規制
期間・内容・時間は次ページ参照
規制期間、内容、時間によって、工事がで
きない路線もあります。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、
東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通

規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。



＜路上工事を控えていただきたい期間＞ P３～P６参照

＜路上工事を控えていただきたい時間＞ ６時～22時

＜練習会場ルート＞ 練習会場ルート図参照
（P７～P10）

【2021.１版】

【別添②】

路上工事（道路占用工事等）
を控えていただきたい路線（練習会場ルート）

【2021.5】

【別添②】



対象期間
7月19日～8月9日
8月24日～9月5日

以外の対象期間

練習会場ルート区間

工事調整：練習会場ルート

対 象：車道

時 間：６時～22時

工事調整：練習会場ルート

対 象：車道

時 間：６時～22時

練習会場に至る際に
経由する大会ルート

工事調整：大会関係地域①

対 象：車道・歩道

時 間：昼間工事

※夜間工事については、「競技会場周辺に
おいて路上工事（道路占用工事等）を
控えていただきたい路線・エリア」参照

工事調整：練習会場ルート

対 象：車道

時 間：６時～22時

練習会場ルートにおける路上工事抑制のお願い（期間別）について

2
※会場別の対象期間はＰ３～６参照

① ①



会場名
路上工事を控えていただきたい

期間
左記のうち、対象期間①※に

含まれる期間
対象期間①以外の期間

東京体育館プール ７月19日～８月７日 ７月19日～８月７日

武蔵野の森総合スポーツプラザプール棟 ７月19日～８月６日 ７月19日～８月６日

江戸川陸上競技場
７月25日～８月６日
８月22日～９月４日

７月25日～８月６日
８月24日～９月４日 ８月22日、８月23日

代々木公園
７月25日～８月６日
８月22日～９月４日

７月25日～８月６日
８月24日～９月４日 ８月22日、８月23日

大田スタジアム ７月23日～８月７日 ７月23日～８月７日

日本体育大学 東京・世田谷キャンパス ７月23日～７月28日 ７月23日～７月28日

東京ビッグサイト南展示棟
７月19日～８月７日
８月20日～９月５日

７月19日～８月７日
８月24日～９月５日 ８月20日～８月23日

中央区立総合スポーツセンター ７月19日～７月28日 ７月19日～７月28日

墨田区総合体育館 ７月19日～８月７日 ７月19日～８月７日

駒沢オリンピック公園総合運動場 ７月16日～８月５日 ７月19日～８月５日 ７月16日～７月18日

夢の島競技場 ７月16日～８月５日 ７月19日～８月５日 ７月16日～７月18日

文京スポーツセンター
７月19日～８月３日
８月27日～９月５日

７月19日～８月３日
８月27日～９月５日

練習会場ルートにおける路上工事抑制のお願い（会場別）について ～独立練習会場～

3

※対象期間①は、７月19日～８月９日(オリ) 、８月24日～９月５日(パラ) （P2参照）

※上記期間は、練習会場ルート を示す。経由する大会ルート は、対象期間①

※対象期間①に含まれる路線は図１(オリ)、図３(パラ)参照。対象期間①以外を含む路線は、図２(オリ) 、図４(パラ)参照



会場名
路上工事を控えていただきたい

期間
左記のうち、対象期間①※に

含まれる期間
対象期間①以外の期間

港区スポーツセンター
７月19日～８月８日
８月20日、８月21日

７月19日～８月８日
８月20日、８月21日

品川区立総合体育館 ７月19日～８月８日
８月22日～９月３日

７月19日～８月８日
８月24日～９月３日 ８月22日、８月23日

カヌーデイビレッジ ７月28日～７月30日 ７月28日～７月30日

講道館
７月19日～７月30日
８月22日～８月28日

７月19日～７月30日
８月24日～８月28日 ８月22日、８月23日

東京武道館 ７月31日～８月６日 ７月31日～８月６日

渋谷区スポーツセンター ７月31日～８月６日 ７月31日～８月６日

東芝 府中事業所敷地内グランド ７月21日～７月28日 ７月21日～７月28日

リコー総合グラウンド ７月21日～７月28日 ７月21日～７月28日

辰巳の森海浜公園ラグビー練習場 ７月21日～７月31日 ７月21日～７月31日

中央区立中央小学校温水プール ７月21日～７月31日 ７月21日～７月31日

中野区立総合体育館
７月19日～８月６日
８月20日～９月３日

７月19日～８月６日
８月24日～９月３日 ８月20日～８月23日

目黒区立中央体育館
７月19日～７月26日
８月28日～９月３日

７月19日～７月26日
８月28日～９月３日

4

※対象期間①は、７月19日～８月９日(オリ) 、８月24日～９月５日(パラ) （P2参照）

※上記期間は、練習会場ルート を示す。経由する大会ルート は、対象期間①

※対象期間①に含まれる路線は図１(オリ)、図３(パラ)参照。対象期間①以外を含む路線は、図２(オリ) 、図４(パラ)参照



5

会場名
路上工事を控えていただきた

い期間
左記のうち、対象期間①※に

含まれる期間
対象期間①以外の期間

台東リバーサイドスポーツセンター
７月21日～８月１日
８月23日～８月29日

７月21日～８月１日
８月24日～８月29日 ８月23日

若洲海浜公園及び若洲海浜公園ヨット訓練所 ７月21日～７月29日
８月23日～８月27日

７月21日～７月29日
８月24日～８月27日 ８月23日

千代田区立スポーツセンター ７月19日～８月２日 ７月19日～８月２日

葛飾区水元総合スポーツセンター ７月19日～８月２日 ７月19日～８月２日

江東区スポーツ会館 ７月19日～８月４日 ７月19日～８月４日

早稲田大学東伏見キャンパス ７月31日～８月３日 ７月31日～８月３日

荒川総合スポーツセンター ８月22日～９月４日 ８月24日～９月４日 ８月22日、８月23日

※対象期間①は、７月19日～８月９日(オリ) 、８月24日～９月５日(パラ) （P2参照）

※上記期間は、練習会場ルート を示す。経由する大会ルート は、対象期間①

※対象期間①に含まれる路線は図１(オリ)、図３(パラ)参照。対象期間①以外を含む路線は、図２(オリ) 、図４(パラ)参照



会場名 対象期間①以外の期間

馬事公苑
７月13日～７月18日、８月10日、 8月11日
８月17日～８月23日

海の森水上競技場
７月17日、７月18日
８月21日～８月23日

夢の島公園アーチェリー場 ８月22日、８月23日

オリンピックスタジアム ８月22日、８月23日

有明体操競技場 ８月23日

東京国際フォーラム ８月21日～８月23日

東京アクアティクスセンター ８月20日～８月23日

有明テニスの森 ８月22日、８月23日

国立代々木競技場 ８月22日、８月23日

6

競技会場に併設する下記の練習会場については、対象期間①はすべての会場が対象。対象期間①以外の期間について、下記に示す。

練習会場ルートにおける路上工事抑制のお願い（会場別）について ～併設練習会場～

※対象路線は、経由する大会ルート のみ（P2参照）。図２(オリ) 、図４(パラ)参照
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図１

該当する練習会場

• 東京体育館プール
• 武蔵野の森総合スポーツプラザ

プール棟
• 江戸川陸上競技場
• 代々木公園
• 大田スタジアム
• 日本体育大学 東京・世田谷キャ

ンパス
• 東京ビッグサイト南展示棟
• 中央区立総合スポーツセンター
• 墨田区総合体育館
• 文京スポーツセンター
• 港区スポーツセンター
• 品川区立総合体育館
• カヌーデイビレッジ
• 講道館
• 東京武道館
• 渋谷区スポーツセンター
• 東芝 府中事業所敷地内グランド
• リコー総合グラウンド
• 辰巳の森海浜公園ラグビー練習場
• 中央区立中央小学校温水プール
• 中野区立総合体育館
• 目黒区立中央体育館
• 台東リバーサイドスポーツセン

ター
• 若洲海浜公園及び若洲海浜公園

ヨット訓練所
• 千代田区立スポーツセンター
• 葛飾区水元総合スポーツセンター
• 江東区スポーツ会館
• 早稲田大学東伏見キャンパス

対象期間①に含まれる路線

対象路線

※会場毎の期間は
P３～５参照
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対象期間①以外を含む路線

• 駒沢オリンピック公園総合
運動場

• 夢の島競技場
• 馬事公苑
• 海の森水上競技場

該当する練習会場

図２

対象路線

※会場毎の期間は
P３、６参照
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図３

該当する練習会場

• 文京スポーツセンター
• 目黒区立中央体育館

対象路線

対象期間①に含まれる路線

※会場毎の期間は
P３、４参照
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図４

該当する練習会場

対象路線

• 江戸川陸上競技場
• 代々木公園
• 東京ビッグサイト南展示棟
• 港区スポーツセンター
• 品川区立総合体育館
• 講道館
• 中野区立総合体育館
• 台東リバーサイドスポーツセン

ター
• 若洲海浜公園及び若洲海浜公園

ヨット訓練所
• 荒川総合スポーツセンター
• 馬事公苑
• 海の森水上競技場
• 夢の島公園アーチェリー場
• オリンピックスタジアム
• 有明体操競技場
• 東京国際フォーラム
• 東京アクアティクスセンター
• 有明テニスの森
• 国立代々木競技場

対象期間①以外を含む路線

※会場毎の期間は
P３～６参照



路上工事（道路占用工事等）
を控えていただきたい路線（聖火リレールート）

【2021.5】

【別添④】

＜路上工事を控えていただきたい期間＞ リレー前日６時～当日交通規制終了まで

7月９日～７月23日（オリ）
8月20日～8月24日（パラ）

※区市町村ごとの詳細な日程は聖火リレールート図参照

＜路上工事を控えていただきたい時間＞ 交通規制時間の公表後に更新

＜聖火リレールート＞ 聖火リレールート図参照

※ルートの詳細については、HP参照
（https://tokyo2020.org/ja/torch/route/）

※パラリンピックの聖火リレールートについては、公表後に提示予定

抜粋版

https://tokyo2020.org/ja/torch/route/


7月9日（世田谷区）
（抑制対象期間 7月8日～7月9日）

対象ルート



アクセシビリティの取組

輸送では、アクセシビリティへの配慮が必要な方の多様なニーズに対応するため、アクセシブル車両(バス・フリート)を使用する。

また、様々な検証や研修・トレーニング等を通して、大会スタッフのオペレーションの習熟や実施体制の構築を図る。

 車いすのまま乗降が可能なリフト付きバスを用いた車いす使用者

の乗降オペレーション・手順の確認

 車いす選手・車いす以外の選手が同時に乗車する際の案内・誘導

手順などの確認

 乗降場に配置されるスタッフ間の役割分担の確認

 車いす固定作業における手順の確認・習熟

車いす選手のバス乗降に関する検証 ボランティアドライバーのアクセシブル車両操作研修

リフトを用いた車いす選手役の乗車 車いすの固定作業

 車載のスロープにより車いすのまま乗車が可能なアクセシブル車

両を用いた実車研修の実施

 スロープ等の操作手順の確認・習熟

 障がいを持つ大会関係者のニーズに応じた乗降サポート手順（乗

車方法や声掛けなど）、ドライバーのホスピタリティの向上

車いすからサイドリフトアップ
チルトシートへの移乗

車載スロープでの乗車サポート

資料２－８



鉄道駅/車内ビジョン

自治体広報紙

WEB媒体 等

既存資料も活用し、徐々に交通対策を発信 直前・本番期間の集中的な広報

大会時の混雑緩和に向けた広報展開について（案）

感染対策の徹底継続
（大会時の交通対策） レガシーに向けて

（感染症対策の継続）
大会時の交通対策

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

大会後大会直前・本番期間

鉄道駅/車内ビジョン

チラシ・ポスター、WEB媒体

CM、新聞広告、横断幕 等

鉄道駅/

車内ビジョン等

鉄道駅/車内ビジョン

各種チラシ

自治体広報紙 等

９月

定着の呼びかけ

 社会経済状況に配慮しながら、大会時の交通対策のメッセージを段階的に発信

７月１９日から
交通対策が始まります

コロナ対策徹底期間 移行期

2020 +1 and Beyond 

※ビジュアル等検討中

企業向けに加え、市民向けに

期間中の混雑緩和へのご協力の

メッセージを発信

資料２－９
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交通対策
実施期間

圏央道を利用したう回等、都心部を避けた移動をお願いします。

上信越道

埼玉方面からご移動のみなさまへ

東京2020大会期間中とその前後の期間では、大会関係車両の円滑な輸送と
都市活動の安定を両立させるため、様々な交通対策が必要となります。
大会成功のためには、みなさまのご協力が欠かせません。ご理解とご協力をお願いします。

圏央道

北関東道

(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/埼玉県/埼玉県警察

混雑緩和のためのう回のお願い
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

：競技会場及び関連施設
凡例 ※首都圏を中心に競技会場が広がっています。

　それぞれの場所で交通対策が行われますので、
　ご移動の際はご注意ください。

資料２－１０



外環道

鶴ヶ島JCT

大泉JCT

美女木JCT

与野JCT

川口JCT

首都高5号池袋線

首
都
高
埼
玉
大
宮
線 首

都
高
川
口
線

東
北
道

圏
央
道

関
越
道

C3

E17

E17

C4

S5

5

S1

S2
E4

う
回
を

お
願
い
し
ま
す

桜色の
バスマークと
TOKYO2020の
看板等が
目印です

埼玉県内にも
複数の競技会場があります。
競技会場周辺の混雑緩和に
ご協力をお願いします。

混雑緩和のため、テレワークや休暇取得等で車を使わないことや、車を使う場合は経路変更や行動時間の変更にご協力をお願いします。

陸上自衛隊 朝霞訓練場
競技：射撃
日程：7/24（土）～8/2（月）（※1）
      8/30（月）～9/5（日）（※2）

さいたまスーパーアリーナ
競技：バスケットボール
日程：7/25（日）～8/8（日）

埼玉スタジアム2002
競技：サッカー
日程：7/24（土）～8/6（金）

※競技会場ごとの詳細な情報は、東京2020大会
公式ウェブサイトをご覧ください。

https://tokyo2020.org/ja/news/transportation-notice/

本線車線規制入口閉鎖

競技会場周辺の交通対策

選手等の大会関係者が通ります

選手等の大会関係者を輸送するルート。
選手等が会場まで安全・円滑に移動できるよう
関係者輸送ルートを避けた通行にご協力をお願い
します。

競技会場の周辺に、通行規制エリア、う回エリア
等が設けられます。

混雑緩和にご協力を

高速道路の交通対策

霞ヶ関カンツリー倶楽部
競技：ゴルフ
日程：7/29（木）～8/7（土）

東京2020お問い合わせ窓口（通話料がかかります）
TEL.0570-09-2020

大会関係車両の円滑な輸送を実現するため、高速道路では入口閉鎖や
本線車線規制等により、高速道路本線を通過する交通量の調整を
行います。

首都高の夜間割引・料金上乗せ
夜間の料金割引及び日中時間帯の料金上乗せが実施されます。

※対象車種・区間等の詳細については、
首都高速道路（株）のウェブサイトでご確認ください。

7/19～8/9及び8/24～9/5

夜間割引
料金上乗せ

0時～4時

6時～22時
5割引

1,000円上乗せ
ETC搭載車
対象料金時間帯

マイカー等

検索2020首都高

一般道
高速道路

関係者輸送ルート

（※1）オリンピック  （※2）パラリンピック

詳しくは、東京2020大会公式ウェブサイトへ



資料２－１１







混雑緩和のためのう回のお願い
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

©Tokyo 2020

圏央道を利用したう回等、都心部を避けた移動をお願いします。
千葉方面からご移動のみなさまへ

圏央道

(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/千葉県/千葉県警察

交通対策
実施期間

東京2020大会期間中とその前後の期間では、大会関係車両の円滑な輸送と
都市活動の安定を両立させるため、様々な交通対策が必要となります。
大会成功のためには、みなさまのご協力が欠かせません。ご理解とご協力をお願いします。

凡例 ※首都圏を中心に競技会場が広がっています。それぞれの場所で交通対策が行われますので、
　ご移動の際はご注意ください。
※アクアラインについては、特に週末の午後、川崎方向への渋滞が発生しています。：競技会場及び関連施設

資料２－１２



千葉東金道路
東金九十九里
有料道路圏

央
道

京葉道路

成田国際空港

新空港道

東関道

う
回
を

お
願
い
し
ま
す

桜色の
バスマークと
TOKYO2020の
看板等が
目印です

釣ケ崎海岸サーフィンビーチ
競技：サーフィン
日程：7/25（日）～8/1（日）

（※1）フェンシング、テコンドー、レスリング
（※2）ゴールボール、シッティングバレーボール、
      テコンドー、車いすフェンシング

幕張メッセ

競技：
日程：

オリンピック

7/24（土）～8/7（土）
3競技（※1）

パラリンピック

8/25（水）～9/5（日）
4競技（※2）競技：

日程：

E82

C4

E14

E14E51

C3

E51

E65千葉県内にも
複数の競技会場があります。
競技会場周辺の混雑緩和に
ご協力をお願いします。

混雑緩和のため、テレワークや休暇取得等で車を使わないことや、車を使う場合は経路変更や行動時間の変更にご協力をお願いします。

※競技会場ごとの詳細な情報は、東京2020大会
公式ウェブサイトをご覧ください。

https://tokyo2020.org/ja/news/transportation-notice/

本線車線規制入口閉鎖

競技会場周辺の交通対策

選手等の大会関係者が通ります

選手等の大会関係者を輸送するルート。
選手等が会場まで安全・円滑に移動できるよう
関係者輸送ルートを避けた通行にご協力をお願い
します。

競技会場の周辺に、通行規制エリア、う回エリア
等が設けられます。

混雑緩和にご協力を

高速道路の交通対策

東京2020お問い合わせ窓口（通話料がかかります）
TEL.0570-09-2020

詳しくは、東京2020大会公式ウェブサイトへ

大会関係車両の円滑な輸送を実現するため、高速道路では入口閉鎖や
本線車線規制等により、高速道路本線を通過する交通量の調整を
行います。

首都高の夜間割引・料金上乗せ
夜間の料金割引及び日中時間帯の料金上乗せが実施されます。

※対象車種・区間等の詳細については、
首都高速道路（株）のウェブサイトでご確認ください。

7/19～8/9及び8/24～9/5

夜間割引
料金上乗せ

0時～4時

6時～22時
5割引

1,000円上乗せ
ETC搭載車
対象料金時間帯

マイカー等

検索2020首都高

一般道
高速道路

関係者輸送ルート

B
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圏央道を利用したう回等、都心部を避けた移動をお願いします。
神奈川方面からご移動のみなさまへ

圏央道

(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/神奈川県/神奈川県警察

混雑緩和のためのう回のお願い
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

交通対策
実施期間

東京2020大会期間中とその前後の期間では、大会関係車両の円滑な輸送と
都市活動の安定を両立させるため、様々な交通対策が必要となります。
大会成功のためには、みなさまのご協力が欠かせません。ご理解とご協力をお願いします。

：競技会場及び関連施設
凡例 ※首都圏を中心に競技会場が広がっています。

　それぞれの場所で交通対策が行われますので、
　ご移動の際はご注意ください。

資料２－１４
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首都
高湾
岸線

国道134号

羽田空港

圏
央
道

中央道

山北町

富士スピードウェイ

セーリング村

相模原
市

東名
高速

CA

E83

E84
E85

E68
C4

C4

C4

E16

E1

E1

E20

E20

B

B

K3

K1

横浜国際総合競技場
競技：サッカー
日程：7/22（木）～8/7（土）

自転車競技(ロード)コース
（相模原市・山北町を通過）
日程：7/24（土）・25（日）

横浜スタジアム
競技：野球、ソフトボール
日程：7/24（土）～8/7（土）江の島ヨットハーバー（※）

競技：セーリング
日程：7/25（日）～8/4（水）
（大会関係者輸送を行う期間：7/13（火）～8/7（土））
（※）江の島周辺の観光の際は、公共交通機関のご利用をお願いします。

K7

神奈川県内にも
複数の競技会場があります。
競技会場周辺の混雑緩和に
ご協力をお願いします。

混雑緩和のため、テレワークや休暇取得等で車を使わないことや、車を使う場合は経路変更や行動時間の変更にご協力をお願いします。

※競技会場ごとの詳細な情報は、東京2020大会
公式ウェブサイトをご覧ください。

https://tokyo2020.org/ja/news/transportation-notice/

本線車線規制入口閉鎖

競技会場周辺の交通対策

選手等の大会関係者が通ります

選手等の大会関係者を輸送するルート。
選手等が会場まで安全・円滑に移動できるよう
関係者輸送ルートを避けた通行にご協力をお願い
します。

競技会場の周辺に、通行規制エリア、う回エリア
等が設けられます。

混雑緩和にご協力を

高速道路の交通対策

東京2020お問い合わせ窓口（通話料がかかります）
TEL.0570-09-2020

詳しくは、東京2020大会公式ウェブサイトへ

大会関係車両の円滑な輸送を実現するため、高速道路では入口閉鎖や
本線車線規制等により、高速道路本線を通過する交通量の調整を
行います。

首都高の夜間割引・料金上乗せ
夜間の料金割引及び日中時間帯の料金上乗せが実施されます。

※対象車種・区間等の詳細については、
首都高速道路（株）のウェブサイトでご確認ください。

7/19～8/9及び8/24～9/5

夜間割引
料金上乗せ

0時～4時

6時～22時
5割引

1,000円上乗せ
ETC搭載車
対象料金時間帯

マイカー等

検索2020首都高

一般道
高速道路

関係者輸送ルート



資料２－１５







2020物流TDM実行協議会って何？

東京都が中小企業等を対象に、東京2020大会に向けた物流対策の促進を主な目的として発足した
組織で、学識経験者、国、東京2020組織委員会、中小企業や物流の関係団体などが参加しています。
東京2020大会時、そして大会終了後もレガシーとして残すことができるような物流対策の周知と実
施を目指しています。

※TDMとは、交通需要抑制・分散・平準化を行う「交通需要マネジメント」を指します。

お問い合わせ・ご意見 2020物流TDM実行協議会事務局
Mail:info@tdm-logi-2020.tokyo FAX:03-6865-6094

HPはこちら

皆様の物流の工夫を他の事業者様にも共有しませんか？

2020物流TDM実行協議会は、中小企業や商店街の皆様を対象に物流効率化に向けた意欲的・先進的な取組を「未来につながる物流」
として認定・表彰します。コロナ対策として行った配送の工夫やまとめ発注、店舗在庫の拡大、ドライバー自身による配送ルートの変更など、
身近な工夫が物流効率化につながっています。物流の取組を検討している事業者様や、物流の取組について知りたい事業者様のために、
皆様の行っている物流の工夫を、この機会にぜひご共有下さい！

他店とまとめて発注している

● 近隣の店舗と相談して、同じ業者からの仕入れを一回に
まとめてコストを抑えている

● 商店街単位で発注や納品をしている

納品時間を夜間へ変更している

● 夜間の納品にも対応している

● 非対面で受け取れるよう、納品業者や事業者と調整
している

配送時間帯の指定を柔軟にしている

● 日時指定は最低限にしている

● 遅延の可能性を考慮し、発注から納品までの期間に
余裕をもたせている

輸送頻度を減らしている

● 売り上げ状況などから発注の頻度や量を随時調整している

● 在庫調整をして計画的な荷物発注をしている

● 自社で商品をまとめて効率的に輸送している

▼こんな工夫をされていませんか？または、検討されていませんか？▼

皆様の取組を周知させていただきます！優れた取組については、

表彰を予定しています。

検索物流TDM

参加賞も
あります

応募は

6月21日
まで

周知については、2020物流TDM実行協議会HPでの紹介のほか、
2020TDM推進プロジェクト登録企業向けメールマガジン等でご紹介いたします。

https://tdm-logi-2020.tokyo/
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●募集要件

（１）2020TDM推進プロジェクトに登録していること

（２）次のア～エのいずれかに該当する者

●募集内容

期 間 過去３年以内に実施又は大会終了までに実施予定の取組

スケジュール

●応募方法

応募書類

提出

5月25日（火）

～6月21日（月）17時

募集期間

7月上旬頃

表彰予定

7月上旬以降

HP等で周知

取 組 大会に資する物流効率化の取組

評価ﾎﾟｲﾝﾄ ４つのポイントをアピールして下さい

※郵送の場合は、下記の宛先までお送りください。
≪宛先≫2020物流TDM実行協議会事務局

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-25-5KDビル4F
（株式会社交通総合研究所内）

※応募時点でご登録があれば要件に該当とします。なお、2020TDM推進プロジェクトホームページ
（https://2020tdm.tokyo/）より、無料でご登録いただけます。

ア 中小企業者（会社及び個人事業者）
イ 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人（NPO 法人）
ウ 中小企業団体等
エ 商店街、商店街の連合会、商工会、商工会の連合会、商工会議所

※実施予定の取組については、終了後に実施した取組内容、期間、得られた効果やメリット等を
まとめた実績報告書を提出していただきます。

（取組例）
・他店舗との一括発注
・他品目との一括発注
・在庫調整による輸送頻度の削減
・混雑時間を避けた納品時間への変更
・納品業者や事業者と調整
・十分なリードタイムでの発注、それに伴う柔軟な配送時間やルートの設定
・AIやビッグデータ等を活用した、配送ルート・時間の最適化 等

運用性：取組の定着が期待できるか、他部署・他社との協力体制が構築されているか
実効性：業務効率化やライフ・ワーク・バランス向上に寄与しているか
先進性：独自の工夫やチャレンジがなされているか
その他：新型コロナウイルス感染症対策に有効か、環境負荷低減や地域活性化等に配慮しているか等

ア 取組概要資料（Ａ４横片面１枚以内）【必須】
イ 添付資料（Ａ４片面10枚以内）【任意】

2020物流TDM実行協議会ホームページより、応募書類をダウンロードし、必要事項を
記入の上、応募フォームにアップロードしてご提出ください。

応募はこちら

https://form.run/@tdm-1621422649



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

交通規制等のお知らせ
2021年･春発行

東京2020大会期間中※とその前後の期間では、大会関係車両の円滑な輸送と
都市活動の安定を両立させるため、様々な交通対策が必要となります。
大会成功のためには、みなさまのご協力が欠かせません。ご理解とご協力をお願いします。

東京2020お問い合わせ窓口（通話料がかかります）

東京2020大会の開催に伴う交通規制等
項目ごとの詳細については、
東京2020大会公式ウェブサイトをご覧ください。

https://tokyo2020.org/ja/news/transportation-notice/TEL.0570-09-2020

混雑緩和にご協力をお願いします

東京2020大会の交通規制等

首都高速道路に
おける料金施策 ～大会成功のために、みなさまに取り組んでいただきたいこと～

普段のままだと…
大会期間中は、都心部の交通量が年間を通して多い時
期であり、都心部に一般交通が集中すると、選手が競
技に間に合わないといった問題が生じてしまいます。

高速道路

交通対策実施期間中は、車種や利用時間帯によって首都高速道路の料金が変動します
（夜間5割引や日中1,000円上乗せ等）。
詳しくは首都高速道路（株）のウェブサイトをご確認ください。

一般道

発行：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

混雑緩和のため、テレワークや休暇取得等で車を使わないことや、車を使う場合は経路変更や行動時間の変更に
ご協力をお願いします。

圏央道等を利用した広域う回や、行動時間の
変更等により都心部の混雑緩和にご協力を
お願いします。
左の看板が設置された、大会関係者を輸送する
ルートを避けた通行にご協力をお願いします。

本線料金所の通行制限が終日実施されるほか、交通状況に応じて入口閉鎖、本線車線規制、
JCT部での方向別規制が実施されます。
・ 信号調整や駐車対策が実施されます。
・ 会場の周辺には通行規制エリアや大会関係車両専用／優先レーンの設定等が実施されます。

（8月10日～
  8月23日は除く）

本線料金所の通行制限

JCT部での方向別規制

入口閉鎖

目 的 地

本線車線規制

専用/優先レーン

車両通行規制

入口閉鎖
信号調整

駐車対策

スムーズな交通の実現のために

（この期間の前後にも部分的な交通規制が行われる可能性があります）

（この期間の前後にも部分的な交通規制が行われる可能性があります）

※大会期間については中面をご覧ください。

（詳しくは中面をご覧ください）

高速道路

一般道

一般
道

高速道路

大会ルート（高速道路）

大会ルート（一般道）

専用/優先レーン

車両通行規制

大会関係車両

一般車両

出 発 地

開会式・閉会式に伴う大規模な交通規制

オリンピック
開会式 2021年 7月23日（金・祝）
閉会式  8月8日（日）

パラリンピック
開会式 2021年 8月24日（火）
閉会式  9月5日（日）

開閉会式では首都高速道路等、都心部で大規模な交通規制が実施されます。詳しくはこちら

聖火リレーや路上競技（トライアスロン、自転車ロードレース、パラリンピックマラソン）等に伴い、特別な交通規制を行う日
があります。詳しくは東京2020大会公式ウェブサイトをご覧ください。

その他の特別な交通規制

©Tokyo 2020

（8月10日～
  8月23日は除く）

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
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板橋JCT

熊野町JCT

芝浦JCT

箱崎JCT

有明JCT

東雲JCT

辰巳
JCT

両国JCT

浜町（上下）

入谷

西神田

飯倉
芝公園
（内）

芝公園
（外）

飯田橋

護国寺

東池袋
（上下）

北池袋

西池袋

高松

箱崎
（上下） 錦糸町(料)

汐留

宝町

神田橋
(内)

神田橋
(外)

浜崎橋
JCT

晴海
（終日閉鎖）

（終日閉鎖）

（終日閉鎖）

外苑（上）

天現寺

外苑（下）

大橋JCT

西新宿JCT

都心拡大図

選手村

12

3

4

5

6

11
12

13
14

15
16

17

23
24

5

11

10

1

6

7

3

4

9

2

1

B

初台

池尻

C2

C2

C1
C1

A B C D E

1

2

3

4

※実施箇所は変更の可能性があります。
※交通事故等による渋滞の発生が懸念される
場合には、図に示した場所以外に追加で必
要な対策が実施されます。

東京2020大会の開催に伴う交通規制等の
詳細については、東京2020大会公式ウェブサイト
「お知らせ欄」をご覧ください。

https://tokyo2020.org/ja/news/
transportation-notice/

高速道路本線を通過する交通量を調
整するために、本線料金所の開放する
レーンの数が制限されます。

大会関係車両が
通るルートです。

高速道路本線に流入する交通量を調
整するために、高速道路の入口が閉鎖
されます。

高速道路本線を通過する交通量を調
整するために、本線の利用できる車線
が制限されます。

流入する交通量を調整するために、
JCTの利用が制限されます。

： 入口閉鎖
： 大会ルート（高速道路等）

： 本線料金所の通行制限 ： JCT部での方向別規制

※制限する方
法やレーンの
数は、実施対象
箇所によって異
なります。

※本線車線
規制の方法
は、実施対象
箇所によって
異なります。

※JCT部での方
向別規制の方
法は、実施対象
箇所によって異
なります。

※開閉会式の開催日は記載
以外にも都心部で大規模な
交通規制が実施されます。

0 5 10km

終日実施 交通状況に応じて実施

（一部交通状況に応じて実施）
（一部終日実施） 本線車線規制： 

釣ヶ崎海岸
サーフィンビーチ

江の島ヨットハーバー

霞ヶ関
カンツリー
倶楽部

圏央鶴ヶ島IC

久喜白岡JCT

桶川加納IC

白岡菖蒲IC

加須IC

久喜IC

蓮田スマートIC

岩槻IC

桶川北本IC

川島IC

坂戸IC

川口JCT

鶴ヶ島IC

坂戸西スマートIC

五霞IC

境古河IC

幸手IC

鶴ヶ島JCT

三芳スマートIC

八王子IC（上）
八王子(料)

東金IC・JCT

成田IC・JCT
成田スマートIC

大栄JCT

東海JCT

生麦JCT

昭和島JCT

大黒JCT

本牧JCT

金港JCT

高谷JCT

宮野木JCT

千葉東JCT
千葉東IC

大宮IC 高田IC

中野IC

押堀IC

山田IC

大網白里スマートIC

千葉北IC
葛西JCT選手村

新空港IC

三郷IC・JCT

江北JCT

小菅JCT
堀切JCT

成田国際空港

一宮IC

台方IC

真亀IC・JCT

八王子JCT

八王子西IC

あきる野IC

日の出IC

青梅IC

入間IC

狭山日高IC

高尾山IC

相模原IC

海老名JCT

海老名IC

横浜青葉IC・JCT
横浜青葉(料)

横浜港北(料)（上）

港北IC・横浜港北JCT
新横浜

横浜公園

調布IC

馬事公苑

国立府中IC

稲城IC

海老名南JCT
伊勢原JCT

秦野中井IC

伊勢原大山IC

茅ヶ崎海岸IC

茅ヶ崎西IC

藤沢IC茅ヶ崎中央IC
寒川南IC

寒川北IC

並木IC
堀口能見台IC

金沢自然公園IC

港南台IC

日野IC

別所IC

狩場IC
今井IC

川上IC

上矢部IC

新保土ヶ谷IC

保土ヶ谷IC

西湘二宮IC

川崎浮島JCT

茅ヶ崎JCT

釡利谷JCT

坂東IC
常総IC

つくば中央IC

浦和IC
流山IC

柏IC

谷和原IC

谷田部IC

練馬IC
大泉JCT

美女木JCT

相模原愛川IC 横浜町田IC

玉川IC

東京IC

京浜川崎IC

都筑IC

東名川崎IC

玉川(料)
東京(料)

厚木IC

圏央厚木IC

厚木PAスマートIC

厚木西IC

厚木南IC
伊勢原IC

平塚IC

大磯IC二宮IC

綾瀬
スマートIC

つくばJCT

京葉市川IC京葉JCT
船橋IC

原木IC

松戸IC

篠崎IC

市川北IC

市川中央IC

湾岸
市川IC

花輪IC

谷津
船橋IC

幕張IC
武石IC湾岸習志野IC

湾岸千葉IC

小松川
JCT

東京湾アクアライン

千葉東金道路

東関東自動車道

東金九十九里有料道路

武蔵野の森公園 高井戸
幡ヶ谷

三軒茶屋

用賀

東神奈川
（上）横浜駅西口

花之木永田

狩場(料)

鳥浜町(料)

子安（上）
岸谷生麦（上）

大師（上）

湾岸浮島
(料)（東）

磯子

杉田
（東）

永福
（上）

永福
（下）

所沢IC
（上下）

川越IC
（上下）

※R16内回り

※R16外回り

※R463西行き

※R463東行き

※R16内回り
八王子IC（上）
※R16外回り

川越IC
（上下）

大泉IC
(関越道・下、外環道・外)

府中スマートIC

和光北IC（外）

和光北IC
（内）

戸田西IC

戸田東IC

与野

外環浦和IC

新都心（上）

川口西IC

川口中央IC
川口東IC

川口(料)

浦和(料)

草加IC（外）

安行

新郷（上）

鹿浜橋（上）
八潮南（上）
八潮(料)

三郷(料)

加平（上下） 加平（上下）

浦安（西）

戸田南
戸田

高島平
中台

所沢IC
（上下）

幕張メッセ

さいたま
スーパーアリーナ

東
北
自
動
車
道
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越
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車
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自
動
車
道
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都
圏
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央
連
絡
自
動
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横浜国際総合競技場
保土ヶ谷バイパス

東名
高速
道路

西湘バ
イパス

新湘南バイパス

横浜スタジアム

埼玉スタジアム2002

穴川IC（下）

宮野木(料)
千葉西(料)

貝塚IC

松ヶ丘IC（上）

蘇我IC（上）

千鳥町
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299
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464

296
296

409

126
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4
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51
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17
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16
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1
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16

木更津東IC

木更津北IC

袖ヶ浦IC

木更津金田IC

木更津南IC

木更津JCT

木更津南JCT

首
都
圏
中
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連
絡
自
動
車
道

九
十
九
里
有
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道
路

県
道
30
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小
田
原
厚
木
道
路

陸上自衛隊
朝霞訓練場

戸越
大井荏原

大井JCT

7
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9
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富里IC

酒々井IC

佐倉IC
四街道IC

山武成東IC
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環
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り
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八
通
り
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浜
横
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賀
道
路

横
浜
新
道

E6

C4

E4

C4

C4

E17

E17

C3

C3

E65

E51

E14

E51

E14

CA

C4E1

C4

E1

E20

E83

E16

E82

C4

C4

E84

E84

E1A

E85

S5

S1

K1

K5

K6K7

B

B

B

3

4

5

鶴ヶ島IC（上）手前

戸田東IC（内）手前

調布IC（上）手前

（終日閉鎖）

姉崎袖ヶ浦IC

市原IC

小沼田IC

白里IC

片貝IC

不動堂IC

白子IC

長生IC

九十九里IC
茂原北IC

茂原長柄スマートIC

茂原長南IC

市原鶴舞IC

首都圏中央連絡自動車道

中央自
動車道

129

463

463

C2 C2

（交通状況に応じて実施）

（交通状況に応じて実施）

（交通状況に応じて実施）

（交通状況に応じて実施）

都心拡大図

三郷南IC

外環三郷西IC
三郷中央IC

※環七内回り
※環七外回り

東京国際空港
（羽田）

32

31

東京2020大会の高速道路における交通規制・会場マップ（東京エリア）
大会期間・競技スケジュール（2021年・令和3年）

オリンピックスタジアム ■ 開会式・閉会式/陸上競技/サッカー 7/23-8/8
■ 開会式・閉会式/陸上競技 8/24-9/5

■ オリンピック　■ パラリンピック

7月
日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23
開会式 開会式

閉会式 閉会式

24

25 26 27 28 29 30 31

8月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

9月
日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

2021年･春発行

2B
拡大図

東京体育館 ■ 卓球　7/24-8/6
■ 卓球　8/25-9/3

2B
拡大図

国立代々木競技場 ■ ハンドボール  7/24-8/8
■ バドミントン/車いすラグビー 8/25-9/5

3B
拡大図

日本武道館 ■ 柔道/空手 7/24-8/7
■ 柔道 8/27-8/29

2C
拡大図

東京国際フォーラム ■ ウエイトリフティング 7/24-8/4
■ パワーリフティング 8/26-8/30

2C
拡大図

馬事公苑 ■ 馬術　7/24-8/7
■ 馬術　8/26-8/303B

武蔵野の森総合スポーツプラザ ■ バドミントン/近代五種 7/24-8/5
■ 車いすバスケットボール 8/25-8/292B

東京スタジアム ■ サッカー/近代五種/ラグビー　7/21-8/73B

武蔵野の森公園 ■ 自転車競技　7/24-7/252B

有明アリーナ ■ バレーボール  7/24-8/8
■ 車いすバスケットボール 8/26-9/5

3C
拡大図

有明体操競技場 ■ 体操 7/24-8/8
■ ボッチャ 8/28-9/4

3C
拡大図

有明テニスの森 ■ テニス 7/24-8/1
■ 車いすテニス 8/27-9/4

3C
拡大図

お台場海浜公園 ■ マラソンスイミング/トライアスロン 7/26-8/5
■ トライアスロン 8/28-8/29

3C
拡大図

青海アーバンスポーツパーク ■ 3×3バスケットボール/スポーツクライミング 7/24-8/6
■ 5人制サッカー 8/29-9/4

3C
拡大図

大井ホッケー競技場 ■ ホッケー　7/24-8/63C

海の森クロスカントリーコース ■ 馬術　8/13C

海の森水上競技場 ■ カヌー/ボート　7/23-8/7
■ カヌー/ボート　8/27-9/43C

カヌー・スラロームセンター ■ カヌー　7/25-7/303C

夢の島公園アーチェリー場 ■ アーチェリー　7/23-7/31
■ アーチェリー　8/27-9/43C

東京アクアティクスセンター ■ 水泳　7/24-8/7
■ 水泳　8/25-9/3

3C
拡大図

東京辰巳国際水泳場 ■ 水球　7/24-8/83C
拡大図

陸上自衛隊朝霞訓練場 ■ 射撃　7/24-8/2
■ 射撃　8/30-9/52B

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ ■ サーフィン　7/25-8/14E

さいたまスーパーアリーナ ■ バスケットボール　7/25-8/82B

埼玉スタジアム2002 ■ サッカー　7/24-8/61C

霞ヶ関カンツリー倶楽部 ■ ゴルフ　7/29-8/71A

横浜スタジアム ■ 野球/ソフトボール　7/24-8/73B

横浜国際総合競技場 ■ サッカー　7/22-8/73B

江の島ヨットハーバー ■ セーリング　7/25-8/44B

幕張メッセ Aホール ■ テコンドー/レスリング 7/24-8/7
 ■ シッティングバレーボール 8/27-9/5
Bホール ■ フェンシング 7/24-8/1
 ■ テコンドー/車いすフェンシング 8/25-9/4
Cホール ■ ゴールボール 8/25-9/3

3D

潮風公園 ■ ビーチバレーボール　7/24-8/73C
拡大図

有明アーバンスポーツパーク ■ 自転車競技/スケートボード　7/25-8/53C
拡大図

国技館 ■ ボクシング　7/24-8/82C
拡大図

https://tokyo2020.org/ja/venues/
各会場・競技の詳細はこちら
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自治体広報紙①広報東京都 ５月号

※６・７・８月号にも掲載予定

資料２－１８



自治体広報紙②区報・市報

各自治体にご協力いただき、都の広報と合わせ、各広報紙に記事を掲載

５月、６月掲載媒体（予定含む）

掲載記事（一部紹介）

ご協力いただきありがとうございました。
6・7・8月号への掲載に引き続きご協力をお願いいたします。

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、
大田区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江
戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布
市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、
狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、
あきる野市、西東京市

City News SHIBUYA 5月1日号広報みなと 5月1日号

広報かつしか 5月5日号

市報ちょうふ 5月5日号



チラシ等広報物の概要

※チラシやＷＥＢ以外にも、大会1か月前位からＴＶ・ラジオなどのメディアを利用しての周知を行う予定

一般の方々へ交通対策や各種施策を周知するため、チラシ等広報物を作成しております。
配布へのご協力をお願いいたします。

①既に配布しているもの（例）

工事調整のご協力のお願い
物流に関するご協力のお願い

（全日本トラック協会）
首都高の料金上乗せ除外申請ご案内

資料２－１９



②今後配布を予定しているもの（例）

No. 件名 配布時期 主な対象

1 開会式・閉会式時の交通規制（案）等のお知らせ

６月予定

市民等

2 観客の入退場ルートのお知らせ

3 物流に関するご協力のお願い 事業者（中小企業等）

4 スムーズビズ

事業者向け 事業者

都民向け ７月予定 市民等

各チラシの配布にご協力いただける場合は下記連絡先にご連絡ください。
種類 連絡先

工事調整のお知らせ
東京都 オリンピックパラリンピック準備局 大会施設部 輸送課 TDM担当課長 山崎
連絡先：０３ー５３２０－７６９６

物流に関するご協力のお願い
(全日本トラック協会）

東京都 オリンピックパラリンピック準備局 大会施設部 輸送課 TDM担当課長 山崎
連絡先：０３ー５３２０－７６９６

首都高の料金上乗せ除外
申請のご案内

東京都 都市整備局 都市基盤部 交通円滑化担当課長
（オリンピック・パラリンピック準備局 輸送課 交通円滑化担当課長 兼務） 安間
連絡先：０３－５３８８－３３２６

開・閉会式
東京都 オリンピックパラリンピック準備局 大会施設部 輸送課長 飯村
連絡先：０３－５３８８ー２８８９

観客の入退場ルートのお知ら
せ

東京都 オリンピックパラリンピック準備局 大会施設部 輸送課 会場周辺調整担当課長 熊澤
連絡先：０３－５３２０－７７５６

物流に関するご協力のお願い
東京都 オリンピックパラリンピック準備局 大会施設部 輸送課長 飯村
連絡先：０３－５３８８ー２８８９

スムーズビズ
東京都 オリンピックパラリンピック準備局 大会施設部 輸送課 TDM担当課長 山崎
連絡先：０３ー５３２０－７６９６



日本武道館

８/5～7
空手

8/27～29
柔道

オリンピック
競技

パラリンピック
競技

7/24～31
柔道

●競技会場周辺図

都営 新宿線
東京メトロ 東西線・半蔵門線

九段下駅

会場周辺の交通規制についてはホームページ等でご覧ください。（裏面参照）

東京都／（公財）東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会

北の丸公園

日本武道館

科学技術館

東京国立
近代美術館

千
鳥
ヶ
淵

竹橋駅

田安門

九段北一丁目

神保町駅

観客利用想定駅

観客入退場ルート 入退場口

[凡例]

九段下駅

入退場ルート

・国土地理院発行の数値地図(国土基本情報)加工して作成

九段下

2
4

7

６

会場エリア
（立入禁止）

＜会場へは下記の駅をご利用ください＞

©Tokyo 2020 印刷物登録番号（０３－０１） 発行：東京都 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局大会施設部輸送課

競技会場周辺にお住まいの方、通勤・通学等される皆様へ

より詳しい情報は こちら

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ

※全競技会場の本チラシ「観客の入退場ルートのお知らせ」や、新型コロナウイルス感染症
対策、東京2020大会時の交通規制などのより詳しい情報を以下のホームページでお知らせ
しています。

観客としてご来場の皆様へ

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/
torikumi/yusou/kaijyoushuhen/●●●●.html【English here】

・本チラシでお知らせした観客の入退場ルートや観客利用想定駅等は、

競技時間前後で観客等により平常時に比べ人通りが多くなることが想定されます。

外出する場合は日時及び経路の変更などのご協力をお願いします。

・安全確保の観点から警備員等の指示に従ってご通行ください。

・通行の妨げになりますので自転車や看板等を歩道に放置しないでください。

お問い合わせ

（公財）東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会
https://tokyo2020.org/ja/
utilities/contact-us

東京都オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部会場周辺調整担当事務局
受付時間 ○時ー○時
電話番号： ０３－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ（有料）
メールアドレス： xxxxx-xxxxx@tokyo.jp 
（期間：９月○日まで 土日祝を除く）

・来場・退場の際、駅と競技会場間の移動は徒歩でお願いします。

自家用車・自転車・タクシーでの来場・退場は できません。

・公共交通機関で移動の際は、交通系ＩＣカードを事前にチャージしてご利用ください。

・ゴミは持ち帰るなど地域美化の取組にご協力ください。

・新型コロナウイルス感染症対策
マスクの着用をお願いします。特に、交差点など密集が起こりやすい場所では、
スタッフの指示に従い、間隔をあけてお並びください。

・熱中症対策
熱中症を防ぐため、帽子をかぶる、水分補給を適宜行う等の対策をお願いします。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
調整中

Announcements on set routes for spectators' entrance and exit

観客の入退場ルートのお知らせ

東京2020大会 東京都ポータルサイト（交通規制もこちらへ）
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/

全会場の「観客の入退場ルートのお知らせ」
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/torikumi/yusou/
kaijyoushuhen/index.html

URL

URL QR

QR
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九段下駅

北の丸公園

科学技術館

九段北一丁目

九段南一丁目

7

・国土地理院発行の数値地図(国土基本情報)加工して作成

田安門

靖国神社

入退場ルート

[凡例]

観客利用想定駅

入退場ルート

入退場口

会場エリア※１

(立入禁止) 多機能トイレ

トイレ横断歩道

アクセシブル
ルート※２

調整中
日本武道館周辺 全体図

パラリンピック

※競技によっては開始・終了スケジュールが前後することがあります。
最新の情報については、大会公式ウェブサイト・公式アプリでご確認ください。

[凡例] 観客が入退場で移動が予想される時間帯

オリンピック パラリンピック

観客の移動想定時間

九段下

2

6
4

※１ セキュリティフェンスで囲われているため
中に入ることができません。

※２ 車いすをご使用の方など、移動に配慮が必要
な方のルート

競技開始の概ね90分前、終了後30分は
観客の移動が想定される時間帯です。

オリンピック

競技スケジュール

日本武道館千
鳥
ヶ
淵

競技／種目 8月27日 28日 29日

10:30 - 13:30 10:30 - 13:30 10:30 -14:00

16:00 - 18:40 16:00 - 18:40 16:30 - 19:50

決勝 決勝 決勝

柔道



 

 

 

 

 

 

東京 2020 オリンピック聖火リレーに伴う 

交通規制について（東京都内） 

 

このたび、東京 2020 オリンピック聖火リレーに伴う交通規制の実施内容が決まりまし

たのでお知らせします。 

７月９日（金）から２３日（金・祝）まで、東京 2020 オリンピック聖火リレーが６２

区市町村で開催されます。このため、聖火リレールート周辺の道路では、交通規制を行いま

す。規制範囲付近は混雑しますので、車でのお出かけはご遠慮ください。 

ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

各区市町村の交通規制の実施内容については、オリンピック・パラリンピック準備局ＨＰ

をご覧ください。 

 

【オリンピック・パラリンピック準備局ＨＰ】 

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/enjoy/torch/ 

 

※参考に世田谷区における交通規制の実施内容を別添します。  

※聖火リレーは、新型コロナウイルスの感染症対策を徹底して実施します。  

 

 

 

令和３年５月２５日 

オリンピック・パラリンピック準備局 

【問合せ先】 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局総務部 企画調整課 

電 話：03-5320-7846 

 
本件は、「ホストシティ Tokyo プロジェクト」に係る事業です。 
「カテゴリー：大会気運醸成 プロジェクト名：都民・国民参加プログラムの展開」 
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1

 入国後14日間は、公共交通機関は原則使用不可。東京2020が提供するバスやフリート、ハイヤー（借上げタクシー）など大
会専用車両のみを使用する。

 入国後14日間経過後は、必要な感染防止策を講じた上で公共交通機関を利用することが可能（アスリート等を除く）。

 入出国時や大会期間中に公共交通機関を使用予定だった海外から入国する一部の大会関係者については、代替輸送手段として
大会専用のハイヤー（借上げタクシー）等による輸送サービスを提供する。

 大会専用車両では、以下の感染防止策を徹底する。

 マスク着用、手指消毒の徹底、会話の制限

 車両に応じて乗客の間のフィジカル・ディスタンスをできる限り確保

 ドライバー席と乗客席の間のパーティション

 空調を通じた常時の換気

 地方会場など遠距離にある用務先に行く必要がある場合は、航空機（チャーター機）や新幹線（一両借り）を限定的に利用する。な
お、チャーター機の利用が難しい場合には専門家の意見を聞いた上で、（ア）機内において、一定の区画をおさえて、他の乗客と分
離した形で搭乗すること、（イ）乗機・降機の際に他の乗客と空間的・時間的に分離すること、（ウ）搭乗前日又は当日に検査を実施
することなどを条件に定期便の利用を認める。東京2020は、各ステークホルダーに対して、利用を認められたフライトや新幹線
の情報を提供する。 また、東京2020は、航空・鉄道会社等と連携して予約を管理し、空港・駅の利用者や他の乗客との間で適切
な距離が確保されるよう対策を講じる。

 大会関係者が利用する車両等の乗降場では、待機列でのフィジカルディスタンスを１m以上確保できるよう、その広さや利用状況
に応じてフットサイン等の掲示を行う。また、マスク着用の徹底や大声での会話を避けるよう呼びかけるなどの対策を講じる。

 輸送に携わるスタッフの感染対策についても徹底する。例えば、輸送デポ施設入口では、入場者の体温を自動で計測できる機器
（サーマルカメラ）を設置し、高熱等の場合は入場を認めない。また、出入口部には、アルコール消毒液を設置し、手指消毒を徹底す
るとともに、食堂や休憩室における飛沫感染防止のための座席配置やパーテーション設置等の対策を講じる。

輸送運営上の新型コロナウイルス対策の準備状況 資料２－２２



2

【バス車内換気の実証実験】 （提供：一般社団法人東京バス協会）

・車内に煙を充満させ、エアコン稼働による換気の状況をモニタリングし、性能を確認

・窓を閉め切った状態で、観光バスタイプは約５分、路線バスタイプは約３分で車内の空気を換

気（窓を開ければ、さらに短時間で換気が可能）

大会専用車両対策（例）

【フリートの飛沫防止パーティション

設置例】

① ②

③ ④

（３分経過）（換気開始）

（4分経過） （4分30秒換気終了）



公共交通の代替輸送手段（ハイヤー（借上げタクシー））の概要

3

国交省自動車局が、国の防疫措置である入国後14日間の公共交通機関不使用を受
けて、帰国者等の輸送手段を適切に確保する観点から、タクシー車両をハイヤー車両
に臨時的に流用する特例制度を創設（令和3年4月12日付）

 タクシー運賃を適用

 表示灯（スーパーサイン）※を「帰国者専用車両」とするなど、タクシーと表示内容
を区分 ※「空車」や「賃走」などを表示するタクシー前面の表示灯

 Tokyo2020は、上記の制度を活用し、公共交通機関を使用予定だった海外から
入国する一部の大会関係者に対し、公共交通機関の代替輸送手段として、一般社団
法人東京ハイヤー・タクシー協会等の協力を得て大会専用車両（ハイヤー（借上げタク
シー））による代替サービスを提供する。



今後の準備スケジュール 2021.5.28

全体ステップ

イベント等

新型コロナウイルス
感染症対策

輸送運営計画V2

会場周辺交通対策

テストイベント・
訓練等

輸送広報

輸送連絡調整会議

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

直前準備 本番

事前周知②行動の後押し

（企業・一般向け）

聖火リレー

（オリンピック）

（3/25～7/23）

聖火リレー

（パラリンピック）

(8/12～24）

集中的な広報／行動の後押し

（企業・一般向け）

必要に応じて更新（更新方法等は検討中）

青海アーバンスポーツパーク等会場設営を先行する競技会場から順次、交通規制等を実施

（各種媒体を活用した広報：WEBコンテンツ、チラシ、ポスター、関係機関広報誌、横断幕、新聞、TV、ラジオ等）

観客数の上限プレイブック ｖ２ プレイブック ｖ３

TROC（輸送センター）訓練等

テストイベント（4/3～5/21）

オリンピック

(7/23～8/8）

パラリンピック

(8/24～9/5）

資料３

本格稼働

式典テスト

（オペレーション訓練）

（6/19）

東京圏

（5/28）

必要に応じて開催


