
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向け
た動向について

豊かな芸術文化・スポーツ活動
を育むまちづくり宣言
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※サッカーのスケジュールについては，10月に開催予定のＦＩＦＡの委員会で最終決定されるため，現時点では暫定的な位置付けとなっており，今後の調整で変更の可能性があります。
※バドミントン・ラグビー・近代五種は調布市内のみの開催となります。
※自転車ロードはスタート地点が武蔵野の森公園となり，ゴールは富士スピードウェイとなります。

＜調布市で開催される競技＞

東京2020オリンピック競技スケジュールについて



• 組織委員会が，公式チケット販売サイトを通じて直接販売
• 2020年には，チケット販売所を通じた販売も実施予定

※ 組織委員会が指定する販売事業者が販売する場合あり。
※ 海外在住者向けの販売事業者・販売時期等は，各国によって異なる。

• オリンピック 2019年春
• パラリンピック 2019年夏

１ チケット販売方法

２ チケット販売開始予定時期（国内）

３ チケット価格帯（調布市で実施される競技）

４ TOKYO2020 IDチケット申込事前登録

• 公式チケット販売サイトでチケットを購入する際には，
TOKYO2020 IDの登録が必要

• ID登録は，組織委員会公式ウェブサイトで受付中
• 登録後，メールマガジン等を通じてチケット情報を含

む大会関連情報が配信

※ チケットの申込・購入方法の詳細は，今後，公式ウェブサ
イトで公表される予定

５ その他（現在組織委員会で検討中の内容）

• 子ども，ご年配の方，障がいのある方も含め，家族
やグループで気軽に会場に来ていただけるよう，グルー
プ向けのチケットを設定

• オリンピック・パラリンピック合わせて100万人以上の規
模の学校観戦プログラムを実施

• 車いすユーザー向けチケットの設定

競技 価格帯（日本円・税込）

バドミントン ¥4,000 ～ ¥45,000

サッカー ¥2,500 ～ ¥67,500

近代五種 ¥2,500 ～ ¥4,000

７人制ラグビー ¥2,500 ～ ¥25,500

車いすバスケットボール ¥2,400 ～ ¥7,000

東京2020オリンピック・パラリンピック公式チケットの概要について



１ コース概要 ２ 調布市内の通過コース

• 2018年8月9日に組織委員会がコースを公表
• 男女ともに武蔵野の森公園をスタート
• 多摩地域８市(府中市，調布市，三鷹市，小金

井市，稲城市，多摩市，八王子市，町田市)を
通過した後，神奈川県，山梨県，静岡県内を通
り，富士スピードウェイでゴール

• 総距離：男子・約244km，女子・約147km

自転車競技ロードレースのコースについて

【スタート地点となる武蔵野の森公園】



１ 大会関連ボランティア

大会ボランティア 都市ボランティア

運営主体 組織委員会 東京都

活動場所 競技会場，選手村などの大会関係
施設

空港，主要駅，観光地及び競技
会場の最寄駅周辺

活動内容 観客サービス，競技運営のサポート，
メディアのサポートなど

国内外の旅行者に対する観光・交
通案内及び競技会場の最寄駅周辺
における観客の案内

人数 8万人 3万人

活動日数等 10日以上を基本
（休憩・待機時間を含む1日8時間程度）

5日以上
（休憩時間を含み1日当たり5時間程度）

応募期間 2018年9月26日(水)から12月上
旬まで

2018年9月26日(水)から12月5日
(水)正午まで

応募方法 公式ウェブサイト 公式ウェブサイト
FAX
郵送

２ 調布市としての今後の取組

 市内の観光スポットの案内や，ファンゾーンなどでのおもてなしに関わる
調布市独自のボランティアを検討中

ボランティアについて



１ 聖火リレーコンセプト

２ 聖火リレーの日程等

３ ルート選定の基本的な考え方

４ ランナー選定の基本的な考え方

Hope Lights Our Way ／ 希望の道を、つなごう

支え合い，認め合い，高めあう心でつなぐ聖火の火が，新し
い時代の日の出となり，人々に希望の道を照らしだす。

 2020年3月26日福島県でスタート
 東京都の実施日は7月10日(金)～24日(金)まで

都道府県 各日数 合計日数

東京都 １５

東日本大震災被災３県
(岩手，宮城，福島)

３ ９

複数種目を実施する４県
(埼玉，千葉，神奈川，静岡)

３ １２

上記以外の39都道府県 ２ ７８

上記合計 １１４

※ 総日数は，114日に移動日を加えたもの

(原則)
• 日本全国47都道府県を回り，出来るだけ多くの人

々が見に行くことができるルート
• 安全かつ確実に聖火リレーが実施できる場所

(その上で)
• 地域が国内外に誇る場所や地域の新たなる一面を

気づかせる場所
• 聖火が通ることによって人々に新たな希望をもたらす

ことができる場所

(対象)全ての方々
• 国籍，障がいの有無，性別，年齢（安全なリレー

のために下限年齢を設定）のバランスに配慮しなが
ら，幅広い分野から選定し，開かれたリレーとする。

• 地域で活動している人を中心に選定

５ 今後の検討について

 東京都聖火リレー実行委員会において，聖火リレール
ート，セレブレーション会場案の選定，ランナー選考計
画の策定及び公募・選考の実施などを行う。

聖火リレーについて



１ 経緯

２ ライブサイトの概要

３ 都内のライブサイト

• ライブサイトは，大会の祝祭の雰囲気を盛り上
げ，都民・国民，世界からの来訪者を歓迎す
る都市活動プログラムの中核であり，都が組織
委員会と共同で実施

• 競技会場外で，チケットを持つ人も持たない人
も誰もがライブ中継を通じて競技観戦を楽しみ
，大会の感動と興奮を共有できる場所

• 競技観戦以外にも，スポーツ体験，東京・日
本の文化の発信，大会パートナーの出展等を
通じて多種多様な催しに参加できる場所

① 都が実施するライブサイト
• ８か所を候補地として，今後関係機関と調整

【候補地】
・ 都立代々木公園
・ 都立日比谷公園
・ 都立井の頭恩賜公園
・ 都立上野恩賜公園
・ 品川新駅(仮称)前用地
・ 池袋西口公園（東京芸術劇場前）
・ 都庁都民広場
・ 臨海部（青海地区等）

② コミュニティライブサイト
• 区市町村が実施主体
• 詳細は今後，都や組織委員会と調整

競技のライブ

中継

スポーツ体験

文化の発信

大会パート

ナー等の出展

【主な実施内容】

ライブサイトについて



東京2020大会 開閉会式について

２ 制作体制の公表

 組織委員会は，2018年7月30日の理
事会において，東京2020大会開会式・
閉会式の制作体制を決議し，公表。

 各式典の監督は以下のとおり

式典 氏名 肩書等

東京2020総合 野村 萬斎 狂言師

オリンピック 山崎 貴 映画監督

パラリンピック 佐々木 宏
クリエーティブディ
レクター

１ 開閉会式の全体コンセプトの公表

 組織委員会は，東京2020有識者懇談
会で議論を重ね，基本コンセプトを策定。

平和 共生 復興

未来 日本・東京 アスリート

参画
ワクワク感・ド

キドキ感

【コンセプトのキーワード】 【各式典の監督】


