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東京2020大会 概要
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大会ビジョン

スポーツには、世界と未来を変える力がある。

を3つの基本コンセプトとし、史上最もイノベーティブで

世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。

1964年の東京大会は日本を大きく変えた。

2020年の東京大会は、

「すべての人が自己ベストを目指し (全員が自己ベスト)」、

「一人ひとりが互いを認め合い (多様性と調和)」、

「そして、未来につなげよう (未来への継承)」
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2020年7月24日（金）
～8月9日（日）
＜17日間＞
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東京2020オリンピック競技大会の競技と日程
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東京2020パラリンピックの競技と日程

2020年8月25日（火）
～9月6日（日）
＜13日間＞
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会場
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会場計画コンセプト：Infinite Excitement - 無限の可能性 -

東京2020大会の会場計画は、1964年の東京大会のレガシーを引き継ぐ「ヘリテッジゾーン」、都市の未来を象徴する「東京ベイゾーン」の2つのゾーンから構成され
ています。選手村を中心に広がる2つのゾーンは、無限大の記号をイメージさせます。東京2020大会を通じて、トップアスリートが灯した情熱と、次世代へつながる
可能性、そして語りつがれるレガシーが無限に広がっていくことを表しています。



会場
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会場 競技

①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

▲開会式・閉会式

②東京体育館
■卓球

▲卓球

③国立代々木競技場
■ハンドボール

▲バドミントン、車いすラグビー

④日本武道館
■柔道、空手

▲柔道

⑤東京国際フォーラム
■ウエイトリフティング

▲パワーリフティング

⑥国技館 ■ボクシング

⑦馬事公苑
■馬術（馬場馬術、総合馬術、障害馬術）

▲馬術

⑧武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ

■バドミントン、近代五種

▲車いすバスケットボール

⑨東京スタジアム ■サッカー、ラグビー、近代五種

⑩武蔵野の森公園
▲自転車競技（ロード（ロードレース・ス
タート））

会場 競技

⑪有明アリーナ
■バレーボール（バレーボール）

▲車いすバスケットボール

⑫有明体操競技場
■体操

▲ボッチャ

⑬有明アーバンスポーツパーク
■自転車競技（BMXフリースタイル、BMX
レーシング）、スケートボード

⑭有明テニスの森
■テニス

▲車いすテニス

⑮お台場海浜公園

■トライアスロン、水泳（マラソンスイミ
ング）

▲トライアスロン

⑯潮風公園 ■バレーボール（ビーチバレーボール）

⑰青海アーバンスポーツパーク

■バスケットボール（3×3）、スポーツク
ライミング

▲5人制サッカー

⑱大井ホッケー競技場 ■ホッケー

⑲海の森クロスカントリーコー
ス

■馬術（総合馬術（クロスカントリー））

⑳海の森水上競技場
■カヌー（スプリント）、ボート

▲カヌー、ボート

■オリンピック競技 ▲パラリンピック競技



会場 競技

㉜霞ヶ関カンツリー倶楽部 ■ゴルフ

㉝江の島ヨットハーバー ■セーリング

㉞伊豆ベロドローム ■自転車競技（トラック）

㉟伊豆MTBコース ■自転車競技（マウンテンバイク）

㊱富士スピードウェイ
■自転車競技（ロード（ロードレース・
ゴール、個人タイムトライアル））

㊲福島あづま球場 ■野球・ソフトボール

㊳横浜スタジアム ■野球・ソフトボール

㊴札幌ドーム ■サッカー

㊵宮城スタジアム ■サッカー

㊶茨城カシマスタジアム ■サッカー

㊷埼玉スタジアム2002 ■サッカー

㊸横浜国際総合競技場 ■サッカー

会場 競技

㉑カヌー・スラロームセンター ■カヌー（スラローム）

㉒夢の島公園アーチェリー場
■アーチェリー

▲アーチェリー

㉓東京アクアティクスセンター

■水泳（競泳、飛込、アーティスティック
スイミング）

▲水泳

㉔東京辰巳国際水泳場 ■水泳（水球）

㉕札幌大通公園 ■陸上競技（マラソン、競歩）

㉖幕張メッセ Aホール
■テコンドー、レスリング

▲シッティングバレーボール

㉗幕張メッセ Bホール
■フェンシング

▲テコンドー、車いすフェンシング

㉘幕張メッセ Cホール ▲ゴールボール

㉙釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ ■サーフィン

㉚さいたまスーパーアリーナ ■バスケットボール（バスケットボール）

㉛陸上自衛隊朝霞訓練場
■射撃

▲射撃

会場 ■オリンピック競技 ▲パラリンピック競技



東京2020大会 持続可能性運営計画
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オリンピック・パラリンピック競技大会における「持続可能性」
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IOCの最重要原則であるオリンピック憲章「IOCの役割と使命」の中に、

持続可能な発展を奨励することが含まれている

オリンピックアジェンダ2020

未来のオリンピックムーブメントのあるべ
き姿、またそれに必要なパズルピース（事
項）を集めたもの

2014

IOC 持続可能性戦略

2016

持続可能性を競技
大会とオリンピッ
クムーブメントの
日常活動のすべて
に反映させる。

オリンピックアジェンダ2020の持続可能性
の分野を実現するための戦略

持続可能性はオリン
ピックムーブメントに
おける行動原則である
と定義し、組織の決定
を行う際に、環境、経
済、社会の各側面に与
える正の影響を最大化
し、負の影響を最小化
する。https://www.olympic.org/sustainabil

ity

https://www.joc.or.jp/olympism/age
nda2020/pdf/agenda2020_en_20160
201.pdf



レガシー 未来への継承
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○ Sporting Legacy（スポーツ・レガシー）
○ Social Legacy（社会レガシー）
○ Environmental Legacy（環境レガシー）
○ Urban Legacy（都市レガシー）
○ Economic Legacy（経済レガシー）

IOCの掲げる５つのレガシー
IOC「持続可能なレガシー
の創出はオリンピック・
ムーブメントとしての根
本的な責任」

○ 1964年東京大会では、競技会場の整備、首都高速道路、東海道新幹線といったハードレガシー
も多い。廃棄物分野では、パッカー車の導入と定時収集の実施が行われた

○ 資源採取や、気候変動（気候危機）といった地球規模での持続可能性に関する課題解決が迫ら
れる中での東京2020大会では、日本・世界に何を示し、どのようなレガシーを残すことができる
のか
⇒小型家電等リサイクル（アフターメダルプロジェクト）、使い捨てプラスチックへの対応、大
規模イベントでの分別、調達物品のリユース・リサイクル など

東京2020大会のレガシー



11



12

これまで深刻な公害問題等を克服し、成熟社会となった日本及び東京は、今、気候変動や天然資源の枯渇

の懸念、生物多様性の喪失、差別等の人権問題や高齢化など、持続可能性に関する世界共通の課題に直面し
ています。

東京2020大会を通じて、持続可能な社会の実現に向けたこれまでの取組をさらに発展させ、課題解決の
モデルを国内外に示していきます。

そのため、「Be better, together／より良い未来へ、ともに進もう。」を大会の持続可能性を包括する
コンセプトとし、様々な方々と連携しながら主体的に取り組むことで、その責任を果たしていきます。

地球及び人間の未来を見据え、「誰一人、取り残さない」を掲げる持続可能な開発目標（SDGｓ）に貢献
するとともに、将来の大会や国内外に広く継承されるよう取り組んでいきます。

Be better, together
より良い未来へ、ともに進もう。

（参考）大会の持続可能性のコンセプト
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まえがき（計画の位置付け等）

序章（1964年大会からの歩み等）

1. 基本的な考え方
1.1 基本理念
1.2 持続可能性の主要テーマ
1.3 関係組織
1.4 運営計画の適用範囲
1.5 持続可能な発展の統治原則
1.6 マネジメントの仕組み、ツール

2. 主要テーマごとの施策概要
（目標とその達成に向けた施策）
2.1 気候変動
2.2 資源管理
2.3 大気・水・緑・生物多様性等
2.4 人権・労働、公正な事業慣行等への配慮
2.5 参加・協働、情報発信（エンゲージメント）

3. 実施主体別の行動計画・進捗状況
（アクションプラン・プログレスレポート）
3.1 実施主体（FA）別の取組
3.2 会場整備関係の取組

4. 本計画の実現に向けたマネジメント及びツール
4.1 ISO20121に則した持続可能性マネジメント

システム
4.2 モニタリングの適切な実施
4.3 様々な主体による検討及び進捗管理
4.4 「持続可能性に配慮した調達コード」の策定・

運用
4.5 環境アセスメントの実施

Appendix
持続可能性に配慮した運営方針
スポンサー持続可能性ネットワーク参画企業の取組
オリンピック・パラリンピック競技会場配置図

東京2020大会 持続可能性に配慮した運営計画 第二版
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気候変動：ゴール 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17 等
既存競技会場や公共交通網の活用（SDG11、12、13）
再生可能エネルギーの最大限の利用（SDG7、13）

資源管理：ゴール 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 等

資源の循環利用、資源効率の最大化（SDG12）
サプライチェーンを通じた資源採取の影響や
環境負荷の削減（SDG14、15）

大気・水・緑・生物多様性等： ゴール 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17 等
生態系ネットワークの回復・形成、環境の快適性・レジリエンスの向上

人権・労働、公正な事業慣行等への配慮： ゴール 1, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 13, 16, 17 等
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った大会の準備・運営
ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の最大限の確保

参加・協働、情報発信（エンゲージメント）： ゴール 16, 17 等
多様な主体の参加・協働による大会の準備・運営
大会を通じた持続可能性に資する取組、技術、経験・知見等の発信

（参考）運営計画の５つの主要テーマとSDGsの目標等との関連
（SDGsとの関わりの例）



東京2020大会の持続可能性報告の体系
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進捗状況報告書は、2018年を中心に、運営計画の詳細化や調達及び会場・インフラ整備の進行状況を報告

大会の準備・開催のフェーズに沿いながら、運営計画及び3つの報告書により大会の持続可能性の全体像を提示



持続可能性に配慮した調達コード
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持続可能性に配慮した調達コード
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＜サプライチェーンで起こり得る課題(リスク)の例＞
✓ 原材料の採取における違法伐採、生態系破壊
✓ 廃棄物の不法投棄
✓ 工場等における児童労働、強制労働、違法な長時間労働、

労働災害、外国人労働者（技能実習生）の不当な扱い
✓ 贈収賄、個人情報の漏洩 など

⚫ 調達物品等の提供過程（サプライチェーン）では多くの原材料や労働者が関与。原材料の
採取や製造工程における環境破壊や劣悪な労働環境等の問題が指摘されるリスクを認識す
る必要。

なぜ調達契約において持続可能性への配慮が必要なのか？

⚫ 大会に関係するモノ・サービスの調達については、国内外のNGOや市民団体が高い関心
を持って注視。

⚫ 特に、大会エンブレムやマスコットデザイン等が使用される商品は、大会との関係が明確
であり、NGO等からの指摘を受けるリスクが高い。



物品別の個別基準
重要な物品・サービス等やその原材料等については個別に調達基準や確認の実施方法等を設

定。
＜対象＞ 木材、農産物、畜産物、水産物、紙、パーム油

主な項目 内容

共
通
事
項

適用範囲 組織委員会が調達する全ての物品・サービス及びライセンス商品

調達における
持続可能性の原則

組織委員会は、大会に必要な物品・サービス等の調達に当たり、以下の４点を重視する。
①どのように供給されているのか ③サプライチェーンへの働きかけ
②どこから採り、何を使って作られているのか ④資源の有効活用

持続可能性に
関する基準

組織委員会が調達する物品・サービス等に関して、以下の事項をサプライヤー、ライセン
シー、それらのサプライチェーンに求める。

＜全般＞ 法令遵守 ＜労働＞ 強制労働・児童労働の禁止 等
＜環境＞ 省エネ、３Ｒの推進 等 ＜経済＞ 公正な取引慣行、地域経済の活性化 等
＜人権＞ 差別・ハラスメントの禁止 等

担保方法
調達コードの実効性を確保するための、コミットメント、サプライチェーンへの働きかけ、

取組状況の説明、モニタリング、改善措置等について規定

通報受付窓口 調達コードの不遵守に関する通報を受け付け、対応する仕組み

調達コードの本文及び解説については以下をご参照ください。
https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/
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持続可能性に配慮した調達コード 概要

廃棄物処理委託
も対象

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/
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◆持続可能性に関する要件

⑴古紙パルプを、用途や商品の性質等に応じて最大限使用していること。

⑵古紙パルプ以外のパルプを使用する場合、その原料となる木材等は以下の①～⑤を満たすこと。
①伐採・採取に当たって、原木等の生産された国又は地域における森林その他の採取地に

関する法令等に照らして手続きが適切になされたものであること。
②中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林その他の採取地に由来すること。
③伐採・採取に当たって、生態系が保全され、また、泥炭地や天然林を含む環境上重要な
地域が適切に保全されていること。

④森林等の利用に当たって、先住民族や地域住民の権利が尊重され、事前の情報提供に基
づく、自由意思による合意形成が図られていること。

⑤伐採・採取に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適切にとられていること。

⑶用途や商品の性質等に応じて、白色度が過度に高くないこと、塗工量が過度に多くないこと、紙への再
生利用を困難にする加工がなされていないこと。

○①～⑤の要件を満たす紙の例：FSC等による認証紙

持続可能性に配慮した紙の調達基準



持続可能性に配慮した調達コード
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サプライチェーンへの働きかけ

リスク高

リスク低

リスク中

Ａ社

１次サプライヤー

調達コードを盛り
込んだ調達契約

２次サプライヤー ３次サプライヤー

リスクの高いサプライ
チェーンには優先的かつ
重点的に働きかけ

１次サプライヤーから２次サプライヤーへ、さらに２次から３次へと働きかけがつながることにより、
供給過程全体で持続可能性への配慮が浸透。

Tokyo 
2020



資源管理 具体的な取組内容
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2.2 資源管理

サプライチェーン全体で資源をムダなく活用し、資源採取による森林破壊・土地
の荒廃等と、廃棄による環境負荷をゼロにすることを目指して、全員で取り組む。

Zero Wasting

～資源を一切ムダにしない～

1） 大目標（ゴール）

2） 当分野の全体的方向性 資源管理分野の重要な要素の概念図

施策概要（目標とその達成に向けた施策）



大会に関わる資源の主要な流れ
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資源
(調達コードを
満たすもの)

社会での
有効活用

既存施設

建設資材
建設廃棄物・建設発生土

新規施設

処分(焼却・埋立等)

再資源化・有効利用等

レンタル品 大会使用
レンタル元に返却
(再使用)

購入物品
(梱包材含む)

大会使用

買戻し特約

再使用(売却、贈与、
修理し再使用など)

再生利用(金属など)

処分(焼却・埋立等)

熱回収(燃料化、発電、
熱としての利用)

飲食材

オフィス用品(紙,文具類)

容器類
(ペットボトル、缶、

プラ類など)
大会での消費/利用

再生利用(食品・紙など)

熱回収(燃料化、発電、
熱としての利用)

処分(焼却・埋立等)

社会からの
資源還流

環境への排出
(埋立・CO2等)

・リユース材
・リサイクル材

・新規材
・再生可能資材

自然(地球)の
資源

自然の循環

インプット アウトプット

*ボックスの大きさで、量感を表しているものではない
*エネルギー資源については図示していない

消
耗
品
系

(

主
に
運
営
時

廃
棄
物
と
な
る)

備
品
・
資
機
材
系

(

主
に
調
達
物
品)

建
設
資
材
系

(

主
に
建
設

廃
棄
物
と
な
る)
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３Rの優先順位

東京2020大会では再生利用（リサイクル）と、
熱回収を区別し、再生利用（リサイクル）には
熱回収を含めない



資源管理分野の目標
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目標

インプット側 アウトプット側

人間・社会
活動の側面

リデュース
1.食品ロス削減（食品廃棄物の発生抑制）
2.容器包装等削減
3.調達物品のレンタル等活用による新規物品製造削減

リユース 3.調達物品の再使用(レンタル・リースの活用、使用後の再使用)・再生利用

リサイクル
4.再生材の利用
5.入賞メダルへの再生金属利用

6.運営時廃棄物等の再使用・再生利用
7.食品廃棄物の再生利用
8.建設廃棄物の再使用・再生利用

地球環境保全の側面 9.再生可能資源の持続可能な利用 (木材等)
10.環境中への排出の削減
(埋立処分量、廃棄物由来CO2の削減)



目標達成に向けた施策
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○ 事業者の対策：ICT技術等を活用した飲食提供数の予測への取組
○ 提供時の対策：ポーションコントロールなどによる給仕量の調節
○ 意識啓発：選手・大会関係者・観客等への食品廃棄物抑制の重要性についての意識啓発
○ 計測：食品廃棄物の計量と見える化

目標1 食品ロス削減(食品廃棄物の発生抑制)

○ 調達時等の対策：スポンサー、ライセンシー、サプライヤー等と連携し、梱包材・包装材、使い
捨て容器等の使用量を削減

○ 意識啓発：大会関係者・観客等への容器包装等の削減に向けた呼びかけ
○ 計測：容器包装廃棄物の発生量等のデータ収集

目標2 容器包装等削減
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○ 可能な限りレンタル・リースを活用し、シェアリングを推進
○ 購入物品については再販等の実施や国、自治体、スポンサー等との連携など戦略的に後利用先を

確保し、再使用・再生利用を追求
（調達物品の再使用(レンタル・リース含む)・再生利用率：99%）

○ 仮設会場等・オーバーレイについては後利用の確保を図り、大会後に環境に与える影響を最小化

目標3 調達物品の再使用(レンタル・リースの活用、使用後の再使用)・再生利用
調達物品のレンタル等活用による新規物品製造削減

○ 建設工事・調達物品における再生材の利用を推進し、利用量・実績値を把握
○ 大会関係者のユニフォームへのリサイクル素材の活用やペットボトルにおける水平リサイクル

等の検討

目標4 再生材の利用

○ 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトの実施
（入賞メダルに使用する金のリサイクル素材使用率：100％）

目標5 入賞メダルへの再生金属利用



目標達成に向けた施策
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○ 会場や選手村で発生する運営時廃棄物の再使用・再生利用
（運営時廃棄物の再使用・再生利用率：65%）

○ 観客等への分別の協力呼びかけにより、多くのステークホルダーの参加を促進
○ 食器の再使用・再生利用

目標6 運営時廃棄物等の再使用・再生利用

○ 再資源化の前提となる食品廃棄物の分別の徹底
○ 選手村ダイニングなど組織委員会が直接食の提供を行う場所から排出される食品廃棄物の全量

の再生利用

目標7 食品廃棄物の再生利用

○ 新設会場の建設廃棄物の再資源化・縮減率：99%以上
○ 建設発生土の有効利用率：99%以上
○ 仮設会場等・オーバーレイについては、上記記目標の達成に向けて最大限努力

目標8 建設廃棄物の再使用・再生利用



目標達成に向けた施策
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○ 「日本の木材活用リレー ～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～」において、積極的に木
材を活用するとともに、大会使用木材をレガシーとして各地で活用

○ 会場で使用する施設等において、木材をはじめとする再生可能資源の利用を推進

目標9 再生可能資源の持続可能な利用(木材等)

○ 上記施策により、大会関連廃棄物の埋立処分を回避するとともに、埋立処分量を把握
○ 気候変動対策と連携し、廃棄物由来CO2排出量を把握

目標10 環境中への排出の削減

○ 廃棄物の分別
・ 再使用・再生利用推進のための適切な分別の実施
・ 来場者に分かりやすい分別デザイン(色・ピクトグラム)の実施

○ 熱回収・エネルギー回収
・ 再使用・再生利用ができない廃棄物について、電力や熱として有効活用

○ 廃棄物の適正処理
・ 「再生」を意識した分別処理の実施、関連法令等の遵守徹底

その他の事項
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管理・推進体制
○ 大会の準備運営から撤去に至るまで、取得する物品の使用状況や廃棄物発生量の推計、その

処理状況等の管理を実施
・ 物品等を一元的に管理できるシステムの構築
・ 物品の処分において排出事業者責任が全うできる管理組織の仕組みの構築
・ 関係者への研修・ガイドラインの策定等、円滑に業務を進めるための支援の仕組みの構築

参加・協働、情報発信
○ ボランティアや観客を含めた大会に関係するすべての人々が積極的に参加・協働しうる場を

形成しつつ広く情報発信するなどして取組の輪を拡大
・ ボランティアを含むスタッフに対する持続可能性・資源管理の意義を伝える研修の実施
・ ゴミを出さないための行動や、会場における分別ルールの理解・協力を促進



再生材の利用【メダル】
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みんなのメダルプロジェクト 必要な金属量を確保

最終的な確保済み
金属量

金 約32㎏

銀 約3,500㎏

銅 約2,700㎏

・国内の都市鉱山の開発を進めることで、金属資源の採掘に係る人権・環境問
題に配慮し、資源を無駄なく活用

・全国で18,000箇所以上に回収ボックスが設置され、約9割の
1,621自治体がプロジェクトに参加

・環境省ではレガシーとして「アフターメダルプロジェクト」を開始

様々な団体がプロジェクトに協力

回収量

自治体 約78,985トン

NTTドコモ 約621万台
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使い捨てプラスチックを再生利用した表彰台プロジェクト
～みんなの表彰台プロジェクト～

・国内から集める使用済プラスチックの再生利用を基本に、海洋プラスチックも一部活用して表彰台を製作
・市民が参画して使用済プラスチックを回収し、表彰台を製作するプロジェクトは、オリンピック・パラリン
ピック史上、東京2020大会が初めて
・ワールドワイドパートナーであるP&G社の協力

・回収対象製品

ヘアケア製品、消臭芳香剤、台所洗剤・衣料用洗濯洗剤・
柔軟剤、詰め替え用製品

・プロジェクトHP：https://recycletogether.jp/

※回収ご協力の際は、上記URLからポイント獲得が可能です。獲得されない場合は事務局がチャリティにポイ
ント相当分を寄付します

再生材の利用【表彰台】

https://recycletogether.jp/
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再生材の利用【聖火リレー】
オリンピック聖火リレーは3月26日、Jヴィレッジでスタート

・トーチ

- トーチの素材の一部には、東日本大震災の復興仮設住宅のアルミ建築廃材を再生利用
- 再生アルミの含有率は約30%

・ユニフォーム

- オリンピック聖火ランナーユニフォームには、コカ・コーラ社の協力により、同社内
で回収したペットボトルをリサイクルした素材を使用

オリンピックトーチ/パラリンピックトーチ オリンピック聖火リレーユニフォーム
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再生可能資源の利用【木材】
日本の木材活用リレー 全国63自治体が協力

・選手村ビレッジプラザ…選手村内の憩いの場で、チーム歓迎式典が行われるほか、店舗、カ
フェ、メディアセンター等が配置される選手村の代表的な施設

・全国の自治体から無償で借り受けた木材を使用して選手村ビレッジプラザを建設し、
大会後に解体された木材を各自治体で活用するプロジェクトに、日本全国の63自治体が協力

ビレッジプラザのイメージ図

(パラリンピック時)/©Tokyo2020

建設中のビレッジプラザ 各自治体名の刻印
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再生可能資源の利用【木材】
国産木材を活用した競技会場

オリンピックスタジアム 有明体操競技場

有明アリーナ 有明テニスの森
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調達物品の再使用・再生利用
【目標：再使用・再生利用率99％】

- 物品等の調達の本格化を前に、「後利用・再資源化ガイドライン(方針編)」を策定
- レンタル・リースの活用により資源の有効利用とコスト削減の両立に向けた取組を実施

後利用・再資源化の優先順位
仮設会場等における

レンタル又はリースの活用

物品の調達

レンタル 再使用

有償/無償
譲渡

再生利用
熱利用

・
焼却処分

リース
買戻し特約
付売買契約

購入

1 2 3 4

再生利用（リサイクル）と、熱回収を区別し、再生利用
（リサイクル）には熱回収を含めない
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調達物品の再使用・再生利用
【目標：再使用・再生利用率99％】

- 「財産管理処分規程」において、再使用・再生利用に配慮した財産処分を原則化

東京2020大会組織委員会 財産管理処分規程※
（財産の調達の基本方針）
第８条 財産の調達にあたっては、本規程の趣旨を踏まえ、経済合理性を基本としつつ、持続可能性等を考慮して総合的に
判断することにより、当法人の事業の適切な遂行に資す るものとなるよう努めなければならない。

（財産の処分の基本方針）
第１４条 局長等は、その所有に属する財産を処分しようとするときは、経済合理性の観点から、適正な対価による譲渡に
よりこれを行わなければならない（以下、本項に基づく譲渡を「有償譲渡」という。）。

２ 局長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、財産を無償で譲渡することができる （以下、本項に基づく譲渡を
「無償譲渡」という。）。

（略）
３ 局長等は、有償譲渡及び無償譲渡のいずれもが困難であると認められる財産について は、委託等による再生利用を行
わなければならない。

４ 前項の規定にかかわらず、同項の財産について、同項の再生利用が困難であるときは、 局長等は、これを廃棄するこ
とができる。

５ 財産の処分方法の決定にあたっては、あらかじめ第１８条に定める財産管理処分委員 会に付議し、その承認を得るも
のとする。

※https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/regulation/data/property.pdf

https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/regulation/data/property.pdf
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調達物品の再使用・再生利用
【目標：再使用・再生利用率99％】

- レンタル・リースによる調達実績（2019年12月2日時点）

品目 概数

椅子類 1,900

机類 640

家具・収納器具類 220

家電製品
家電リサイクル対象品 60

その他家電 40

電子機器

パソコン 4,400

その他電子機器( 通信用デバ
イス・DBサーバ等）

16,000

医療機器類 410

スポーツ備品 1,700

その他（会場備品等） 250
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事例：段ボールベッド
・リサイクル性を配慮したベッド（㈱エアウィーヴ）

大会後は、リユース・リサイクルを行う

- 段ボール製のベッドフレームは古紙としてリサイクル
- マットレスの中材はポリエチレン製、再生材としてリサイクル
‐   従来のマットレスでは、コイルと布地の分離が困難（適正処理困難物）
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事例：大会ルック（装飾）の資源化
・大会ルックとは

競技会場等の内外の装飾。東京2020大会の個性を表現する特徴的なもの。大会のメッセージを伝え、
開催国の文化や人々を表現するものでもある。大会ルックは、観客に大会の楽しさや祭典の興奮、
個性を一貫性ある雰囲気で演出。

・大会後は不要となる大会ルックについて、素材毎の資源化を検討

（使用が想定される素材例）
- ターポリン（テント地）
- ポリエステル
- アルミ
- 木材

・資源化に向けた課題
資源化施設の確保、撤去・輸送計画
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調達物品の再使用・再生利用
【目標：再使用・再生利用率99％】

・物品調達時における課題

‐ レンタル・リースを基本に調達検討をするものの、大会での使用量が大量なため、
既存の市場で賄いきれず、新規製造する等の対応が求められることが多い。

・物品処分時における課題

ｰ 大会終了後すみやかに捌く必要性

ｰ 一度に多量に生じるため、中古市場への影響を懸念

‐ レンタル・リース品における返却後のリユース・リサイクルの扱い

‐ 会場整備関係のリユース困難性（工期、コスト、需要等）

ｰ 法令に則した確実な義務履行



運営時廃棄物の再使用・再生利用
【目標：再使用・再生利用率65％】
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※ロンドン2012大会…観客は3分別
（堆肥化、リサイクル、その他）

分別の種類 再資源化方法等

プラスチック
マテリアル

リサイクル施設
プラスチック原料

ペットボトル

リサイクル施設
(ペットボトルtoペットボトル)

ペットボトル

プラスチック原料

紙ごみ
(紙コップ・紙容器)

難再生紙リサイクル施設

弁当容器
(プラスチック)

リサイクル施設 プラスチック原料

リサイクル施設

トイレットペーパー

食品廃棄物
飼料化/肥料化/バイオガス化

施設
飼料/肥料/エネルギー利用

ガラス原料リサイクル施設

鉄鋼原料・アルミ原料缶 リサイクル施設

ビン

再資源化
運営時廃棄物の再使
用・再資源化率65%を目
指す

飲み残し 下水等

可燃ごみ
(食べ残し・ティッシュ・

割りばし等)
熱回収

医療廃棄物 熱回収

清掃工場

医療廃棄物処理施設

処分(熱回収等)
再使用・再生利用でき
ないものは熱回収し、
埋立処分を回避

再生利用（リサイクル）と、
熱回収を区別し、再生利用
（リサイクル）には熱回収を
含めない

紙製品
段ボール・新聞
パンフ・OA紙

古紙リサイクル施設



運営時廃棄物の排出・資源化の推計
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※2019年12月1日時点

1413 820 1147 513 1601

食品廃棄
物

820t

段ボール
新聞・パン
フ・OA用紙

1,503t

紙容器（紙コップ・紙皿）491t
弁当容器68t

プラス
チック
(都内)

499t

プラスチック
(都外)

279t
燃えないごみ
(金属等)50t

ビン・缶

190t

分別の徹底により資源化
（72％）

処分（焼却等）
（28％）

ペットボトル

1,413t
可燃ごみ

（割箸・ティッシュ等）

1,601t

し尿

273t

馬糞 220t

医
療
廃
棄
物
2t

処分

競技会場、選手村、IBC/MPC 運営時廃棄物 排出推計量
６，９１５ｔ

その他の廃棄物
４９５ｔ

＊対象会場：競技会場43か所、選手村、IBC/MPC
対象期間：準備期間（2020年6月24日）から大会終了後（9月6日）まで



オリンピックスタジアム 種類別排出推定日量 （観客席 約７万人）
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7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日

燃えないごみ

可燃ごみ

弁当がら

プラスチック

紙容器

食品残渣

新聞・パンフ・ＯＡ用紙

段ボール

ペットボトル

缶

ビン

（ｔ）

※最大日排出推定値 39.3t(可燃9.5t,廃プラ5.3t,食品残渣2.2t,段ボール7.8t,ペット9.2t)



既存スタジアムにおける分別例
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バックヤードでの再分別

再分別できない場合は

どう扱う？

食べ残し、紙ごみ、割りばし

⇒ 一般廃棄物

廃プラスチック

⇒ 産業廃棄物

「燃える」、「燃えない」というごみ箱

中身はレジ袋に入って混然一体



運営時廃棄物の再使用・再生利用 取り組むべき課題
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➢分別の質の確保
➢過去経験のない規模で短期間に、多量に発生する廃棄物の資源化・処

理への対応
➢日本全体で廃プラの処理が飽和・滞留する中で、受け入れ先の確保
➢廃棄物処理法に則しつつ、効率的・合理的な資源化・処理体制の確保

会場で分別排出を徹底し、資源化に取り組むことが
レガシーにつながる



会場における分別排出の徹底 分別ピクトグラム
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○ ごみ箱は３Rの顔、観客とのコミュニケーションツール
○ 外国人にとっても分かりやすい分別ラベルをごみ箱等に提示し、日本式のごみ分別を体験して

もらい、外国人に対しても分別の重要性、「もったいない精神」をアピールする
○ 大会ボランティア・スタッフ約8万8千人にも研修を行うなどにより、分別を徹底したい

プラスチック ティッシュ・
割りばし等

紙コップ・
紙容器

PETボトル 缶・ビン 食べ残し 食べ残し
（リサイクル）

OA紙 新聞紙 雑誌 段ボール 金属・ガラス 電池 飲み残し

（分別ピクトグラム案）



会場における分別排出の徹底 分別ナビゲーター
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○ 都内一部の会場において、東京都がごみ箱付近に分別ナビゲーターを配置
○ ごみを捨てに来た観客が自分の手で分別できるよう促す

【分別ナビゲーター 活動イメージ】



材料リサイクル
（実証事業）

圧縮・梱包Ｂ

廃プラスチック
圧縮・梱包Ａ

プラスチックリサイクルスキーム

・従来スタジアムやイベント系の廃プラスチックの多くは焼却

・東京2020大会では廃プラスチックの材料リサイクルを目指す

・通常排出事業者が選定するのは一次委託先のみ。材料リサイクル業者を選定し、そこに持ち込
むルートを構築する。

委託契約
一次マニフェスト 二次マニフェスト

ベール 再生プラ製品例：パレット

昨今の廃プラの処理滞留において、事業系未分別混合プラスチックの
新たな資源化モデルの実施
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再資源化施設

既存業者各競技会場等で排
出される

古紙・びん・缶
【多量の梱包材由
来段ボール】

東資協各社

古紙・びん・缶リサイクルスキーム

○ 既存施設は既存業者に回収・資源化を委託

○ 既存業者のいない仮設会場については、東京都資源回収事業協同組合（東資協）に資源化を
委託

○ 古紙の市況が厳しい中、排出推計量のうち2割を占める古紙の資源化体制が確保されたこと
は重要

東資協
事務局

配車依頼

連絡調整

古紙・びん・缶
一括回収
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紙容器リサイクル

包括委託：幹事会社による資源化全体の実施管理、資源化実績の管理、適正処理及びトレーサビリティの確保

契約要件：汚れた紙容器を直接受け入れることができる再資源化施設であり、各会場から排出する紙容器全体を確
実に処理する能力を有すること

収集・運搬〇

包括委託
再資源化
施設

再資源化業者
（幹事会社）

自己収集・運搬

収集・運搬、圧縮梱包

競技会場
【紙コップ・紙容器】

選手村ダイニング
【紙皿】

再委託業者
実施体制の

確認

責任・対価
等を明記した
契約

・従来スタジアムやイベント系の紙容器（例：紙コップ）は焼却

・東京2020大会では、使い捨てプラの紙化を進め、紙容器は古紙リサイクル

・再資源化業者を選定し、専ら物として包括委託（再委託含む。）を行う。

51



プラスチックから紙への代替と資源化
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・紙容器の使用

- リユース可能な食器の導入や、各競技会場のスタッフ向け弁当容器の仕様や廃棄物処理の
3Rを検討

- 昨今の海洋プラスチック問題を踏まえ、使い捨てプラスチック製品の使用量削減を目指す
※  東京都「プラスチック削減プログラム」（2019年12月）においても位置づけ

- 使用後の紙容器は分別回収し、資源化

既存売店でのプラ容器使用例

大会の使い捨てプラスチック製品の使用量削減を成功させ、
レガシーの継承を目指す

紙への代替（イメージ）



ペットボトル ボトルtoボトルリサイクル
・夏場のため受入れ施設は繁忙期

・会場で排出される廃棄物のうち相当量を占める

圧縮梱包
（ベール化）

ボトルtoボトル
フレーク

↓
ペレット

飲料容器へ

逆有償 有価物

その他用途フレーク化
（繊維、シート等）

各競技会場・選手
村等で発生する
ペットボトル
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選手村ダイニングにおける食品ロス・食品廃棄物対策

・「東京2020大会 飲食提供に係る基本戦略」（2018年3月）

✓ 食品安全、選手がいつでも必要な時に栄養補給できる体制を確保（メインダイニングの24時
間稼働）、多様性への配慮（食習慣、宗教上の配慮）、日本の食文化の発信、地域特産物の活用

✓ ポーションコントロール等の食品廃棄物の発生抑制

✓ ICT 技術も活用した飲食提供数予測

✓ 食品廃棄物の計量と見える化に可能な限り取り組む

✓ 発生した食品ロスについては、最大限資源の循環利用を図る
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平昌2018大会 リオ2016大会 リオ2016大会 分別箱



事業系一般廃棄物の電子マニフェスト化の試み
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マニフェスト
情報登録

一般
廃棄物

産業
廃棄物

マニフェスト
情報登録

マニフェスト
情報登録

大会の資源化実績
を見える化

大会で排出される廃棄物の資源循環を見える化（実績管理、トレーサビリティ）するためのシステム
の構築

✓電子マニフェストを活用した実績管理
◆会場毎、日毎、種類毎の資源化の実績把握
◆産廃、一廃すべてを網羅したトレーサビリティの確保

処分施設

※清掃工場では
処分完了報告を
不要とする

https://2.bp.blogspot.com/-2ePKnVo4ubw/VXOTvlEJxtI/AAAAAAAAuDg/-OF1k_KjePY/s800/graph10_oresen1.png
http://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.shtml
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ご清聴ありがとうございました


