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１. 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の概要（競技種目、競技会場、競技日程等）
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京大会」という。）の開催まで 1000 日余り
となった。東京大会は、オリンピックが 7 月 24 日から 8 月 9 日までの 17 日間で 33 競技、パラリンピック
が 8 月 25 日から 9 月 6 日までの 13 日間で 22 競技 １）が、それぞれ実施される。図１に東京大会の概要を示
す。そして、大会期間中は 1,010 万人の観客とスタッフが東京に集中し、大会ボランティアと都市ボランテ
ィア合わせて９万人以上 ２）が活躍すると想定している。東京では 1964 年にもオリンピック・パラリンピッ
クが開催されている。1964 年の東京オリンピックとパラリンピック、実は 2020 年に開催される東京大会と
かなり違いがある。まず、1964 年のときのオリンピックの開会式は 10 月 10 日に開催されているが、2020
年は 7 月 24 日とされている。真夏の開催となり、東京大会の大きな課題の一つが、暑さ対策となっている。
また、参加国・人数については、1964 年には、オリンピックで 93 か国・地域、5,152 人 ３）、パラリンピック
で 21 か国、378 人 ４）の選手が参加したとされている。約 50 年後の 2016 年に開催されたリオデジャネイロ
オリンピック・パラリンピック競技大会では、オリンピックで 205 か国・地域、11,000 人を超え ５）、パラリ
ンピックで 159 か国・地域、4,333 人 ６）となっており、オリンピックで倍以上、パラリンピックで 10 倍以
上の人数の選手が参加するようになっており、1964 年に比べて大会規模がかなり大きくなったことがわか
る。夏の大会でパラリンピック競技大会を 2 回開催するのは東京が初めてということでパラリンピックの成
功が大会全体の成功といっても過言ではないとされている。
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東京大会の概要

２. 東京大会に向けた政府の体制
東京大会は、ホストシティである東京都を中心に開催され（競技会場は北海道、宮城県、福島県、茨城県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県にわたる）、東京都と JOC（公益財団法人日本オリンピック委員会）によ
り設置された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」）
が開催準備や大会運営を行うことになっている。
平成 32 年東京オリンピック・パラリンピック特別措置法（平成 27 年６月３日法律第 33 号）
（2015 年 6 月
25 日施行）７）によって、東京オリンピック・パラリンピック推進本部（本部長；内閣総理大臣）が設置され
ている。ここで、国としてどういうふうに東京大会を運営していけばいいかという「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」（以
下「基本方針」）８）が策定（2015 年 11 月 27 日閣議決定）されている。なお、基本方針では、３．大会の円
滑な準備及び運営

③暑さ対策・環境問題への配慮として位置付けられている。各省が横断的に東京大会に

対し協力し、オールジャパンで東京大会を盛り上げていくための体制が整備されている。図２に東京大会に
向けた政府の体制図、図３に 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の概要を示す。
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東京大会に向けた政府の体制図
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３. 東京大会を見据えた行政の暑さ対策に関する取組
東京大会は７月から９月の暑さが厳しい期間に開催される。特に、世界各国から我が国の夏の暑さに慣れ
ていない多くの外国人や障害者が訪れることが見込まれることからソフト、ハード両面にわたりしっかりと
した対策が必要である。
このため、政府は競技会場等関係施設とその周辺のみならず街づくりの一環として暑さ対策を進め、アス
リート、観客等が過ごしやすい環境を整備するため、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
関係府省庁連絡会議」の下に、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長
を座長とし、関係府省庁、東京都、組織委員会が構成員である「東京 2020 に向けたアスリート・観客の暑
さ対策に係る関係府省庁等連絡会議」
（以下「連絡会議」という。）９）を平成 27 年 5 月に設置した。そして、
同年 9 月に当面の対策として「東京 2020 に向けたアスリート、観客等の暑さ対策に係る中間とりまとめ」
（以下「中間とりまとめ」という。） 10）を策定した。中間とりまとめの主な具体的対策は次のとおり。
1．競技会場等の暑さ対策
2．多様な情報発信の実施
3．救急医療体制の整備
4．暑さ対策に係る技術開発や熱中症対策等に係る予測技術開発等
情報発信については、平成 27 年 11 月に「外国人等に対する熱中症等関連情報の提供のあり方に係るワー
キンググループ」 11）を設置し、平成 28 年度より、外国人等に対し、日本の夏の気候の特徴、熱中症の一般
的知識、熱中症の予防・対処方法、救急車・医療機関に関する情報等の熱中症等関連情報を順次発信してい
る。
また、平成 29 年 6 月の連絡会議において、中間とりまとめに基づく、関係府省庁等が実施している施策
の進捗状況と今後の取組を確認し、
「東京 2020 に向けたアスリート、観客の暑さ対策に係る関係省庁等の取
組」12）をとりまとめた。取組の具体例としては、環境省による競技会場等の暑さ指数の測定、夏季のイベン
トにおける熱中症対策ガイドラインの改訂、スポーツ庁による新国立競技場の暑さ対策、国土交通省による
マラソン、競歩沿道等の暑さ対策、関係省庁等による外国人向け熱中症関連情報の発信等が挙げられる。
各府省庁等において大会に向けた暑さ対策に係る取組を着実に実施するとともに、来年以降も効果的な対
策を実施するため、年に１回程度、連絡会議を開催する予定としている。
政府以外の取組としては、東京都は、
「東京 2020 に向けた東京都「暑さ対策」推進会議」13）を設置し、関
係各局が連携を強化し、総合的に対策を進めている。
東京大会の成功に向けて、関係機関と連携し、暑さ対策にしっかり取り組んでいく。
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