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東京 2020オリンピック・パラリンピックについて 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策 

東京 2020大会での新型コロナウイルス感染症対策については、国、東京都、大会組織委員会で

構成される「新型コロナウイルス感染症対策調整会議」において総合的に検討・調整が行われて

います。昨年 12月の第６回会議で「中間整理」として取りまとめが行われ、今年４月の第７回会

議で、より具体的な対策の内容が示されました。 

観客の取扱いについては、五者協議（国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、

東京都、国、大会組織委員会）で議論されており、海外からの観客については、受入れを行わな

いことが決定されました。観客数上限については、国内のスポーツイベント等における上限規制

に準じて６月までに判断される予定です。それを受け、本市事業についても変更の可能性があり

ます。 

  本市においては、大会組織委員会や庁内外の関係者と連携・調整しながら、安全・安心な大会

運営及び事業実施に向けて引き続き準備を進めていきます。 

 ■対策の概要（本市開催に関係する項目を中心に抜粋）  
カテゴリー 対策例等※１ 

アスリート 

【組】・出国前の陰性証明を検疫又は入国審査時に提出 ・日本入国前 14 日
間の健康観察 ・活動計画書の提出 ・入国前 96時間以内に２回およ
び入国後、原則毎日検査（PCRまたは抗原検査） ・入国後３日目の検
査で陰性確認されることを条件に試合参加可能 ・毎日健康観察し、ア
プリで報告 等 （その他プレイブック※２に基づき実施） 

大会関係者※３ 

【組】・出国前の陰性証明を検疫又は入国審査時に提出 ・日本入国前 14 日
間の健康観察  ・活動計画書の提出 ・入国前 96時間以内に２回検
査 ・原則、入国後 14日間宿泊施設で待機 ・14日以内に活動開始し
なければ大会運営に支障がある場合、国内在住者と接触しないこと等
を前提に活動を認める ・毎日健康観察し、アプリで報告 等 

都市ボランティア 

【自】・活動日前後（各 14日間）の検温と体調の記録 
・活動日の各場面（受付時、活動中、休憩中等）における対策 

（大会組織委員会や東京都が策定するガイドライン等を参考に実施） 

ラストマイル※４ 【組】・混雑箇所での注意喚起の徹底 ・体調不良者救護フローの策定 等 

聖火リレー 

【組】・密（密閉・密集・密接）の回避 ・飛沫感染・接触感染防止 
・殺菌、消毒の徹底  ・体調管理、確認の徹底 
・広報、周知の徹底  ・陽性者、体調不良者発生時等の対応計画の作成 
【自】・大会組織委員会が策定するガイドラインに基づき実施 

ライブサイト※５ 
【自】・人数の抑制等混雑、密集防止 ・大声での声援や歌唱の抑制 

・配布物の据え置き  
（大会組織委員会が策定する指針を基に計画を作成し実施） 

ホストタウン・ 
事前キャンプ 

【自】・各場面（移動、宿泊、練習等）における選手団と市民等との接触を避
けるための対策 ・選手等の健康管理、行動管理 ・選手等への毎日の検
査 等（国が策定する「選手等受入れマニュアル作成の手引き」に基づき
マニュアルを作成し実施） 

【 】は実施主体（【組】…大会組織委員会 【都】…東京都 【自】…自治体） 

※１ 対策例…一般的対策（マスク着用、手指消毒、ソーシャル・ディスタンス確保等）は各カテゴリーで共通して実施 

※２ プレイブック…昨年 12月の中間整理を基に、IOC、IPC、世界保健機関（WHO）、第三者である世界の専門家・機関から

の助言と、コロナ禍で開催された国際的なスポーツイベントを参考に作成された、アスリートを含めた

ステークホルダーが出入国や大会期中に行うべき基本原則や枠組みを規定したもの。今年２月に初版、

４月に第二版が公表 

※３ 大会関係者…主催者等、要人、メディア、大会スタッフ（職員、大会ボランティア、受託事業者） 

※４ ラストマイル…観客が大会期間中、観客利用想定駅から競技会場まで入退場する経路 

市民・文化観光・消防委員会 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

市 民 局 
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※５ ライブサイト…大会期間中、競技会場外で誰もが大型スクリーンを利用した競技中継等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機会を提供する場。競技観戦以外にも、競技体験、ステージイベント、大

会パートナーの出展、公式ライセンス商品販売等を実施 

 

２ 大会概要 

（1）第 32回オリンピック競技大会（2020／東京） 

開催期間 2021年 7月 23日（金）から８月８日（日）まで 

競技数 33競技 339種目 

（2）東京 2020パラリンピック競技大会 

開催期間 2021年 8月 24日（火）から９月５日（日）まで 

競技数 22競技 539種目 

 

３ 本市開催競技概要 

本市では、オリンピックの「野球・ソフトボール」及び「サッカー」が開催されます。ソフトボー

ルでは決勝、野球では準決勝・決勝、サッカーでは女子準決勝、男子決勝が行われます。 

なお、東京 2020パラリンピック競技の本市開催はありません。 

競技種目 競技会場 競技日程 対戦カード 試合数 

ソフトボール 

競技 

横浜スタジアム 

７月 24日（土） ①オーストラリア – カナダ 

②アメリカ合衆国 – メキシコ 

③日本           – イタリア 

 

11試合 

７月 25日（日） ①オーストラリア – アメリカ合衆国 

②カナダ         – 日本 

③イタリア       – メキシコ 

７月 26日（月） ①日本           – アメリカ合衆国 

②カナダ         – イタリア 

③メキシコ       – オーストラリア 

７月 27日（火） ３位決定戦／決勝 

野球競技 

７月 29日（木） オープニングラウンド 

15試合 

７月 30日（金） オープニングラウンド（２試合） 

７月 31日（土） オープニングラウンド（２試合） 

８月１日（日） ノックアウトステージ（２試合） 

８月２日（月） ノックアウトステージ（２試合） 

８月３日（火） ノックアウトステージ 

８月４日（水） ノックアウトステージ／準決勝 

８月５日（木） 準決勝 

８月７日（土） ３位決定戦／決勝 

サッカー 

競技 

（男子） 横浜国際 

総合競技場 

７月 22日（木） ①コートジボワール - サウジアラビア 

②ブラジル         - ドイツ 

８試合 

７月 25日（日） ①ブラジル         - コートジボワール 

②サウジアラビア   - ドイツ 

７月 28日（水） ①大韓民国         - ホンジュラス 

②フランス         - 日本 

７月 31日（土） 男子準々決勝 

８月７日（土） 男子決勝 

サッカー 

競技 

（女子） 

７月 27日（火） オランダ           - 中国 
３試合 ７月 30日（金） 女子準々決勝 

８月２日（月） 女子準決勝 

※ 野球競技の対戦カードは未定です。 
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４ 大会運営支援 

（1）交通規制等 

   ７月中旬以降、観客の安全や選手・大会関係者の円滑な輸送確保のため、横浜スタジアム及び横浜

国際総合競技場の両会場周辺で、交通規制及び公園や一部施設の利用制限等を行います。 

  交通規制の詳細な内容については、６月中に会場周辺の住民の皆様へチラシのポスティングや各

町内会の掲示板等を通じて周知します。また、東京 2020大会横浜市ウェブサイトや広報よこはま

６月号及び７月号でも広く周知していきます。 

■横浜スタジアム 

項目 内容 

交通規制 ❶❷７月 11日（日）から８月９日（月）まで（みなと大通り周辺） 

・一部区間で終日車両通行止め及び歩行禁止 

❸７月 11 日（日）から８月９日（月）まで首都高速横浜公園出口の流出

抑制 

・首都高速横浜公園出口の横羽線ルート（下り）は大さん橋方面の

み通行可、狩場線ルート（上り）は全面出口規制 

❹７月 20日（火）から８月９日（月）まで（横浜スタジアム周辺） 

・一部区間で終日車両の片側通行止め 

❺７月 23日（金）から８月９日（月）まで 

 ・一部区間で終日車両通行止め 

横浜公園の利用制限 観客の入退場運営のため、横浜公園内は７月 23日（金）から８月９日

（月）まで、終日立入禁止 

市営バスの迂回 交通規制に伴い、７月 11日（日）から８月９日（月）までの約１か月

間迂回ルートを運行。一部バス停の位置も変更 

【交通規制図】 
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【市営バス迂回】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■横浜国際総合競技場 

項目 内容 

交通規制 ❶競技開催日の試合前後の混雑時のみ車両通行不可（小机駅周辺） 

❷競技開催日の試合前後の混雑時は大会関係車両以外通行不可（競技場付

近） 

会場周辺の通行制限 ７月 18日（日）から８月７日（土）まで 

・仮設フェンス等の設置により、スタジアム内が通行不可（１階・２階・

４階のリング通路を含む） 

関係施設の営業休止 ７月中旬から８月上旬まで 

・スポーツ医科学センター及び日産ウォーターパークの営業休止 

・園地内の駐車場は試合開催日を中心に大会関係者が使用するため一般利

用不可 
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（2）暑さ対策 

会場内は、大会組織委員会が主体的に対策を実施しており、東京 2020 大会の特例措置として、こ

れまで持ち込みができなかった飲料（アルコールは除く）について、一人一本、750ml 以下の持ち込

みが可能になりました。また、冷風機等の設置も検討しています。 

会場外については、大会組織委員会と本市が連携し、熱中症の予防、情報提供として、観客向け携

帯アプリの活用や、ホテル等の市内各所への啓発チラシの配架、公共施設等への啓発ポスターの掲出

等を実施します。また、駅から会場までの観客ルートにおいて、都市ボランティアの皆様による注意

喚起や、冷却シート、うちわ等の暑さ対策グッズを配布します。さらに、一時的に暑さをしのぐため

の日よけテントの設置等を実施します。 

 

 ５ 都市ボランティア 

  競技会場周辺や最寄り駅周辺などでの案内やおもてなし、美化推進等の活動を行っていただくほか、

ライブサイトやパブリックビューイング会場でも、来場者をお迎えいただきます。 

  登録者数：約 2,200名（５月１日時点） 

■大会に向けた今後の主なスケジュール 

項 目 実施方法 期 間 

リーダーシップ研修（ﾘｰﾀﾞｰ必須） 

オンライン研修 

６月４日（金）～18 日（金）予定 

リーダーシップ研修 

（フォローアップ（ﾘｰﾀﾞｰ任意）） 
６月 16日（水）、19 日（土） 

活動場所別研修（全員必須） 集合型研修 
６月 20日（日）～22 日（火）、 

25日（木）～27日（土） 
ユニフォーム配付 本人あて送付 ７月中旬までに送付 

 

〈都市ボランティア活動イメージ〉 

 

 

 

６ 機運醸成 

（1）ライブサイト、パブリックビューイング 

    大会期間中、競技会場外で誰もが大型スクリーン

を利用した競技中継等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機会を提供します。 

競技観戦以外にも、競技体験、ステージイベント、

大会パートナーの出展、公式ライセンス商品販売等 

を実施します。 

 

 

写真提供：横浜港客船フォトコンテスト 

【ライブサイト会場（大さん橋ホール）】 

【受付】 【案内】 【美化推進】 
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項 目 内 容 実施場所 期 間 

東 京 2 0 2 0 

ラ イ ブ サ イ ト  

主催：横浜市・

大会組織委員会 

競技中継、競技体験、

ステージイベント、 

大会パートナー出展、

公式ライセンス商品販売 

大さん橋ホール(中区) 

※入場定員：500人程度 

施設定員の 1/2以下 

７月 31日(土)～８月７日(土) 

パ ブ リ ッ ク 

ビ ュ ー イ ン グ 

主催：横浜市 

競技中継 

市役所アトリウム(中区) 

※入場定員：100人程度 

施設定員の 1/2以下 

７月 21日(水)～８月８日(日) 

８月 24日(火)～９月５日(日) 

  ※ その他、区役所等が主催するコミュニティライブサイト又はパブリックビューイングを実施する

可能性があります。 

（2）都市装飾 

五輪の大規模展示物（スペクタキュラー）を設置するとともに、街灯バナーフラッグや懸垂幕

などで街を彩り、大会の機運を盛り上げます。 

項 目 実施場所 期 間 

五輪の大規模展示物 横浜赤レンガパーク（中区） ６月 29日（火）～８月８日（日） 

街灯バナーフラッグ 横浜スタジアム周辺 

横浜国際総合競技場周辺 

みなとみらい周辺 等 

７ 月 中 旬 ～ ８ 月 ８ 日 （ 日 ） 

※一部は９月５日（日）まで  

（3）神奈川県・横浜市ゆかりの選手の壮行会 

   神奈川県・横浜市ゆかりの選手を激励する壮行会をオンラインで配信します。 

日程 内 容 配信場所 

６月 19日（土） 
・アスリートの意気込み・メッセージ 

・アスリートへの激励メッセージ 等 
本市東京 2020ウェブサイト 

（4）その他の取組 

  ア 東京 2020大会横浜版ガイドブック 

    横浜市内の開催競技や横浜ゆかりの代表選手情報、事前キャンプ・ホストタウン情報などを

掲載したオリジナルのガイドブックを７月下旬に６万部発行（電子書籍版もあり）します。 

イ パラリンピック直前期イベント 

    パラリンピックの盛り上げを目的として、オリパラ推進校の取組紹介等の展示を中心とした

イベントを実施します。 

    日程：８月 19日（木）、20日（金） 

    場所：市役所アトリウム 

ウ Share Yokohama～地域の魅力発信事業～(仮称) 

大会期間中、横浜の歴史やスポーツの魅力を発信する事業を横浜青年会議所と共同で実施し

ます。 

日程：７月 25日（日） 

場所：みなとみらい線日本大通り駅、馬車道駅、みなとみらい駅他 

 

７ 事前キャンプ・ホストタウン 

（1）事前キャンプ 

  英国代表チームの事前キャンプを川崎市、慶應義塾大学とともに受け入れます。また、アフリカ

からの受け入れについて、調整を進めます。 
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チーム 市内練習施設 期 間 

英国オリンピック代表チーム 
横浜国際プール（都筑区） ７月上旬～８月上旬 

慶應義塾大学日吉キャンパス（港北区） ７月上旬～８月上旬 

英国パラリンピック代表チーム 慶應義塾大学日吉キャンパス（港北区） ８月上旬～９月初旬 

（2）ホストタウン 

  事前キャンプに伴い来日する英国代表チームと、オンライン 

等を活用した交流等を実施します。また、英国オリンピック委 

員会・パラリンピック委員会による講演会等も実施します。 

  英国以外のホストタウンとなっている８か国（イスラエル、 

チュニジア、ベナン、ボツワナ、コートジボワール、ブルガリ 

ア、モロッコ、アルジェリア）についても、国際局、保土ケ谷 

区、都筑区などの関係区局において交流事業を実施します。 

 

８ 東京 2020オリンピック聖火リレー 

（1）聖火リレー 

神奈川県の日程は、６月 28日（月）から６月 30日（水）の３日間で、このうち本市は６月 30

日（水）に実施されます。また、横浜赤レンガ倉庫では、県内最終ランナーの到着式であるセレ

ブレーションが実施されます。 

安全に実施するため、ルート周辺の道路で交通規制が行われます。市内での規制は、最大で

11:20～20:30で、ランナー走行の概ね１時間前から、区間ごとに時間を区切って行われます。 

ランナー通過後は、順次、規制が解除されます。（周辺道路の状況により、規制開始・終了時刻

が前後する場合があります。） 

（2）オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの展示 

  東京 2020オリンピック・パラリンピックの聖火リレートーチを６月 15日（火）から６月 17日

（木）まで市役所アトリウムに展示します。  

 

９ 東京 2020パラリンピック聖火フェスティバル 

 神奈川県の全市町村では、地域の特色を生かし採火を行う「採火式」が実施されます。 

各市町村で採火された火は、８月 15日（日）に神奈川県が実施する「集火・出立式」で１つに集火

され、「ともに生きる社会かながわの火」とし、東京へ出立します。 

  横浜市は、８月 13日（金）に開港広場公園前のガス灯からの採火と、パラリンピアンによるトーク

セッション（オンライン配信）を行います。 

区  間 ランナー走行時間 交通規制時間 

新横浜（横浜国際総合競技場～小机大橋） 12:10～12:26 11:20ごろ～13:00ごろ 

三ツ沢～横浜駅西口付近 14:10～15:03 13:40ごろ～15:30ごろ 

みなとみらい付近（金港町～市庁舎） 16:00～16:51 15:00ごろ～19:30ごろ 

関内付近(市庁舎～赤レンガ倉庫) 17:00～19:48 16:40ごろ～20:30ごろ 

【英国とのオンライン交流】 


