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Ⅰ．東京2020参画プログラムの概要



１．東京2020参画プログラムとは
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～オリンピック・パラリンピックは参加することに意義がある～

東京2020大会ビジョン

アクション＆
レガシープラン2016

東京2020
参画プログラム

スポーツには世界と未来を変える力がある。
・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）

東京2020大会に参画しよう。そして、未来につなげよう。
・一人でも多くの方が参画【アクション】し、
大会をきっかけにしたアクションの成果を未来に継承する【レガシー】
ためのプラン

様々な組織・団体がオリンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら
大会に向けた参画・機運醸成・レガシー創出に向けたアクションが実施でき
る仕組み（組織・団体のアクションへの認証・マーク付与）※

ビジョンの提示

アクションやレガシーの方向性等を提示

※

※出典：JOC HP：http://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/
※大会エンブレムは、使用が認められる団体に対して付与されるもの



２．プログラムの枠組み
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東京2020参画プログラム

東京2020
公認プログラム

東京2020
応援プログラム

 各省庁、開催都市、スポンサー、ＪＯ
Ｃ、ＪＰＣ、会場関連自治体、大会放

送権者、が実施

 公認事業としての位置づけ

 非営利団体等が実施
 アクションの裾野を広げ、多くの人々

が参画できることを目指す

スポーツ・健康 街づくり 持続可能性 文化

教育
経済・

テクノロジー
復興

オールジャパン・
世界への発信

＜２つのプログラム＞

＜分野＞

文化
オリンピアード



３．実施可能な事項と留意事項
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 東京2020公認マークまたは東京2020応援マーク及び各プログラム名の使用

 「オリンピック・パラリンピック」などの文言使用（文言はIOC・IPCの知的財産としての保護対象）

■認証を受けることで実施可能な事項

※１：使用（掲出）方法については組織委員会の確認が必要

■留意事項（マーケティング上の観点）
 マークを付与されるアクションは、スポンサーを除き商用・宣伝目的の製品利用は認められない

 非スポンサー製品等の企業名や製品名に関する配慮が必要

 新規調達の際に適用法令の範囲内でスポンサーからの調達を推奨 等

 「東京2020公認プログラム」：オリンピック・パラリンピック大会そのもの、組織委員会の主催と
誤認されない表現に限り、アクションのタイトルや説明文等への文言使用
例）×：オリンピック・ウォーキング（直接的な形容詞として使用）

○：オリンピックの盛り上げに向けたウォーキング（句として修飾）

 「東京2020応援プログラム」：タイトル以外（説明文等）への文言使用 等

（※１）
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 主催者と参加者、参加者同士のつながり等、新たな関係性を構築することができる
⇒地域が連携して機運を盛り上げていく機会を創出

■地域でつながる（地域住民や関係団体等との連携）

 幅広い交流を通じ、未来に残すべき伝統、知恵等を次の世代に継承する機会を生み出すことができる
⇒幅広い参画・交流や継続的な実施等を通じて、未来（レガシー）につながる機会を創出

■未来につながる（次世代とのつながりやレガシーの創出）

 組織委員会から全国への情報発信を通じ、地域や団体の情報を広くPRすることができる
⇒活動の知名度向上と他団体等との幅広い連携に向けた機会を拡大

■全国とつながる（活動の知名度向上と連携の拡大）

４．プログラム参画のメリット

 オリンピック・パラリンピックとの関連性・つながりを生み出すことができる
⇒アクション主催者・参加者等に東京2020大会に向けた参加感を創出

■東京2020大会とつながる（オリンピック・パラリンピック大会の機運醸成）



５．東京2020参画プログラムの対象団体（現状）

東京2020公認プログラム
〈東京2020公認マーク付与〉

東京2020応援プログラム

〈東京2020応援マーク付与〉

 政府（各省庁）

 開催都市（東京都・区市町村）

 スポンサー

 JOC、JPC

 会場関連自治体（道県・市町）

 大会放送権者

 スポーツ関連  経済関連

 地域関連

• 日本障がい者スポーツ協会
• 日本スポーツ振興センター
• 日本体育協会
• 日本アンチ・ドーピング機構
• 日本レクリエーション協会

• 日本芸術文化振興会
• 国際交流基金
• 東京都歴史文化財団
• 日本芸能実演家団体協議会

• 経済界協議会
（構成団体※含む）

• 会場関連自治体以外の
府県、政令市

※構成団体：日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、東京商工会議所
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 文化関連



６．対象となるアクション（審査基準・要件）
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実施の基礎要件

大会ビジョンとの合致

目指すべきレガシーコンセプト等との合致

 公益性、参加可能性、非悪質、非宗教・非政治、安全性、非営利性、適切性を満たすこと
 オリンピック・パラリンピック憲章又はオリンピック・パラリンピックの趣旨に照らして適

切と認められること
 東京2020大会スポンサーのマーケティングルールを順守すること

 以下の審査基準基準を満たすアクションを総合的に審査し、認証する
 詳細はガイドラインを参照

 ①全員が自己ベスト ②多様性と調和 ③未来への継承、の趣旨と合致していること

 8つの分野のいずれかのレガシーコンセプトに合致していること



７．申請方法
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 提出資料は全て電子媒体(Microsoft Word及びExcel形式等)で、メールで提出
 マーク付与が必要なタイミングから1ヶ月前までに提出

＜提出書類＞

申請書一式（必須）

 申請書
 誓約書兼同意書
 マーク等の使用に関

する確認書

添付資料（必須）

 事業企画書・計画書
 事業収支計画書（収入と支出がわかるもの）
 事業体制（取組に関わる組織・団体の記載があるもの）
 マークを使用した製作物イメージ（マーク記載方法がわかるもの）

 運営詳細がわかるもの（運営マニュアル、進行台本等）
 （有料の場合）チケット情報（料金等がわかるもの）
 （展示がある場合）出展計画書（出展者が全てわかるもの）
 マークの展示の仕方・掲示方法がわかるもの

＜イベントの場合＞

※今後、対象を拡大する際に、非営利団体について、地元自治体等が後援対象とできるか、あるいはそれに代わる仕組みに
より、団体確認をすることなどを要件とすることを検討
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Ⅱ．東京2020文化オリンピアードの概要



東京2020文化オリンピアード
東京2020

フェスティバル（仮称）

2016年10月 2020年4月（予定）

１．東京2020文化オリンピアードについて

 リオデジャネイロ大会後に開始
 東京大会開会前からは、集大成として、「東京2020フェスティバル（仮称） 」を開催

＜名称＞

「東京2020文化オリンピアード」

① 文化の祭典として、あらゆる人々が参加できるプログラムを全都道府県において実施し、
地域を活性化する

② 文化オリンピアードを通じて、多くの若者に文化芸術への参加を促進し、創造性を育成する

＜目標＞
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 大会ビジョン及び４つのレガシーの実現に向けて、2020年までの４年間、様々な主体における多様な取組
により、文化オリンピアードを展開

 文化の祭典としてあらゆる人々が文化オリンピアードに参加し、オールジャパンで盛り上げることで、国
内はもとより、世界中の国・地域から訪れる多くの人々に対し、日本の文化の力を発信

レガシー実現に向けたアクション

コンセプト①：日本文化の再認識と継承・発展 コンセプト②：次世代育成と新たな文化芸術の創造

コンセプト③：日本文化の世界への発信と国際交流
コンセプト④：全国展開によるあらゆる人の参加・交

流と地域の活性化

残すべき４つのレガシーコンセプトの実現

大会ビジョンの実現

全員が自己ベスト 多様性と調和 未来への継承

２．東京2020文化オリンピアードのコンセプト
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３．東京2020文化オリンピアード事業対象となる取組
【文化芸術性に関する基準】大会ビジョン及び文化オリンピアードのコンセプトを実現する事業内容かどうかを総合的に審査

文化オリンピアードのコンセプトに基づくもの

①：日本文化の再認識と継承・発展
 日本文化の伝統を正しく伝えるとともに革新的な事業
 次代を担う若者に対し、日本文化のすばらしさについて理解を

促す取組

②：次世代育成と新たな文化芸術の創造
 野心的・挑戦的・実験的取組であり、前例にない新たな芸術表現
 若手の芸術家・キュレーター・アートディレクター、学生に参

加・活躍の機会を与える取組
 新作、初上演、初公演

③：日本文化の世界への発信と国際交流
 オリンピック史に残る大規模かつ創造的なイベント
 新たな文化や多様な文化が融合・調和した日本の文化の魅力を

世界に発信する取組
 世界中の人々があらゆる人種や宗教を超えて、文化芸術を通じ

て参加・交流できる事業

④：全国展開によるあらゆる人の参加・交流と地域の活性化
 芸術展示、舞台芸術、音楽を見せるだけではなく、対話プログラ

ムや実践型ワークショップなど、無料で参加できる事業
 人種、性的指向、障がいなど、多様な背景を持つ人が文化芸術を

通じて、参加・交流できる取組
 地域社会の世代間、地域間を超えて、地域の様々な人々が連携共

同し、地域の課題解決に向けた事業など、地域を盛り上げる取組

大会ビジョンに基づくもの

①：全員が自己ベスト（革新性・新規性）
 大会を契機に新しい取組にチャレンジしてい

る事
 既存事業であっても、新たな試みを取り入れ

ている事

②：多様性と調和（参画性）
 人種や地域、障がいの有無を超え

て、あらゆる人々が参加・交流す
る取組である事

③：未来への継承（レガシー）
 2020年以降を見据えた東京・日本の発

展に寄与する取組である事
 次代を担う若者を鼓舞する取組である事
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４．今後の展開予定

東京2020
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）

2016年
10月

2020年

東京
2020
大会

レガシーと
して継続

2017年度2016年
12月

～

認証件数の増加
大会の機運醸成

START

キックオフ期間

東京2020
参画プログラム

東京2020
応援プログラム対象拡大

 2017年4月 認証WEBシステム構築、関係主体への説明会等開催
～6月

 2017年7月 応援プログラム対象拡大運用開始（予定）
※WEBによる申請を予定
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５．応援プログラムの対象となる非営利団体（2017年度対象拡大分）
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 応援プログラムは、アクションの裾野を広げ、できる限り多くの団体・人々が参画できること
を目指すもの

 営利を目的としない団体に対して対象拡大予定（以下、検討中）

公共関連 市町村、国・自治体の外郭団体

地域関連 自治会・町内会等、商店街

スポーツ
関連 国内競技団体、体育協会

学校関連
連携大学、その他の大学・大学院・
短大、高専、専修・各種学校

経済関連 商工会議所、商工会

国際関連 国際機関、大使館

公益法人等 公益財団・社団、認定NPO、社会福祉法人

その他
一般財団・社団、NPO、協同組合、任意団
体等※公的団体による確認等を要件とする予定

注１：2017年7月から上記の団体に対象拡大する予定だが、外郭団体、連携大学は2017年4月から対象とする予定
（ただし、外郭団体については、既に所管団体が認証対象となっている外郭団体のみを対象とする）

注２：外郭団体は所管団体による主体登録を予定。自治会・町内会等、商店街は所在自治体による主体登録を予定
注３：学校は国公立および私立（学校法人、準学校法人）を対象とする予定



公認文化オリンピアード 応援文化オリンピアード

マーク

認証件数 ７５件（２３団体） ４３件（１７団体）

件数の多い
団体

①文化庁（２１件）
②神奈川県、東京都港区（６件）
④東京都、千葉県（５件）

①京都府、徳島県（７件）
③石川県、滋賀県、（公財）東京都歴史文化財
団（４件）

主な
イベント

・文化芸術資源で未来をつくる～輝き続け
る日本へ～（文化庁）
・東京キャラバン in 六本木（東京都）
・ＴＵＲＮ（東京都）
・１万人のゴールドシアター（埼玉県）

・第23回 BeSeTo演劇祭新潟（新潟市）
・障がい者アートフェスタ2016（鳥取県）
・アールブリュット国際フォーラム2017（滋賀
県）

６．文化オリンピアードの認証の状況（２月15日時点）
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東幕開き日本橋 ～東京2020文化オリンピアードキックオフ～

事例紹介①
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【2016年10月7日：日本橋福徳の森 特設ステージ】組織委員会・東京都・アーツカウンシル東京・三井不動産 共催

 江戸の文化の発信地であり、五街道の起点にもなった日本橋から、文化オリンピアードのキックオフを

宣言し、全国津々浦々での参画を呼びかけ（公認マーク・応援マークのお披露目）

 また、伝統×革新をテーマとした祝祭的なパフォーマンスによって、日本文化の魅力を国内外に発信

文化



事例紹介②

17

【2016年12月7日：さいたまスーパーアリーナ】（東京2020公認文化オリンピアード）

 彩の国さいたま芸術劇場芸術監督・蜷川幸雄の発案で2006年に発足し、今年、平均年齢が77歳になる高齢者演劇

集団「さいたまゴールド・シアター」。

 埼玉県と埼玉県芸術文化振興財団が共同で取り組む前代未聞の演劇企画で、一般参加の高齢者と「さいたまゴール

ド・シアター」との共演による、1万人規模の大群集劇の上演を目指す。

＜概要＞
１万人のゴールドシアター2016：埼玉県文化

2016年は、キックオ
フ・イヤー。「1万人の
ゴールド・シアター
2016」と銘打ち、蜷川
幸雄氏の企画・原案に
基づき開催。

出演者 約1,600人
観 衆 約8,000人

さいたまゴールド・シアター稽古風景

（2007年・蜷川氏と団員たち 宮川舞子撮影)

「１万人のゴールド・シアター2016」舞台写真

（2016年12月7日・さいたまスーパーアリーナ 宮川舞子撮影）



事例紹介③
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【2017年2月17日：国立大学法人東京芸術大学 奏楽堂】（東京2020応援文化オリンピアード）

 スポーツ・藝術・科学分野のそれぞれ分野における「美」と新たな時代に向けた可能性を語り合うシンポジウム、

科学により譜面から解放されたヴァイオリニスト達の演奏、体操選手の演技を自動演奏ピアノの音に変換するアス

リートコンチェルト、和楽器とオーケストラと舞による伝統と現代・東西が融合した演奏等を行う。

＜概要＞
コンサート・シンポジウム「それぞれの美」Sports Arts Science

：国立大学法人 東京芸術大学
文化

©一般社団法人アーツ・イノヴェーション・プロジェクト



【国際フォーラム：2017年2月10・11日】

 アール・ブリュットを取り巻く様々な事象について、国際フォーラ
ム開催を通して日本と世界各国固有のアール・ブリュットの位置づ
けや解釈を共有し、比較研究することにより、現在始動している国
内の動きを盤石に支える骨組みを固めることを目指す。

 有識者の講演をはじめ、アール・ブリュットを扱う各国の美術館長
によるパネルディスカッション、アメリカ、タイ、オーストラリア
の研究者の特別報告など、世界各地のアール・ブリュットの今を発
信し、議論を深める。

事例紹介④
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アール・ブリュット国際フォーラム2017／

アール・ブリュットネットワークフォーラム2017：滋賀県、社会福祉法人グローなど文化

【ネットワークフォーラム：2017年2月１２日】

 滋賀県および社会福祉法人グローが事務局を務めるアール・ブリュッ
トネットワークは、作品の制作支援、発掘、魅力発信など一連のプロ
セスに携わる方々の交流促進等を行うことにより、環境全体の底上げ
を図り、その動きを広げていくことを目的としている。

 この動きをさらに広めていくため、アール・ブリュットを支える動き
をさらに広めていくことを目指しフォーラム（篠田新潟市長と青柳委
員長との対談、シンポジウム等）を開催し、アール・ブリュットの魅
力や意義を考える機会を提供した。

＜開催場所：びわ湖大津プリンスホテル（東京2020応援文化オリンピアード）＞

「同会場で開催された展覧会の様子」
提供：社会福祉法人グロー（GLOW）



事例紹介⑤
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【2017年1月25日：国立能楽堂】（東京2020応援文化オリンピアード）

 能楽は、現存する世界最古の舞台芸術であり、2001年ユネスコにて「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」を受
けた。

 1964年東京オリンピック大会では、その能楽の祭典として「オリンピック能楽祭」が催された。その公演に着想を
得、第一線で活躍する人間国宝を出演者の中心とする現能楽界最高峰の特別公演と、能楽について多角的に議論する
シンポジウムを同日に開催し、文化オリンピアードを牽引する象徴的な催しの第一弾として実施

能楽フェスティバル2017-2020～1964年「オリンピック能楽祭」を想う～
：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

文化

©公益社団法人 能楽協会



７．東京2020フェスティバルについて

 東京2020参画プログラム（東京2020文化オリンピアード）の集大成として、東京2020大会の直前から「東京2020フェス
ティバル（仮称）」の実施を検討

 まずは、文化・芸術の分野を中心に、組織委員会が主導し、政府、東京都、全国の自治体、スポンサー企業、文化芸術団体な
ど、多くのステークホルダーへ参画を呼びかける

 これを踏まえ、参画プログラムの各分野においても展開を検討予定

参画プログラムによる大会に向けた機運醸成

2020年4月頃2017年

東京2020フェスティバルの展開

・大会の盛り上げを最大化

・歴史に残るプロジェクト

・様々なステークホルダーの参画

・国内外への発信

※写真右：©篠山紀信「東京キャラバン in 六本木」21
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８．ロンドン2012大会のフェスティバル

名称 ロンドン2012フェスティバル

会期 2012年6月21日～9月9日（12週間）

ビジョン Once in a Lifetime（一生に一度きり）

目標

 地球上で最高の舞台の中心に文化を据えること
 2012年ロンドン大会を高める世界クラスで、一生に一度の体験を提供するこ

と
 これまでの近代オリンピック・パラリンピック大会で最高の世界クラスの芸術

と文化プログラムを提供する機会として活用すること
 英国の優れた文化セクターと創造産業を新しい観客に紹介すること
 英国の文化観光の発展を促すために、英国の世界クラスの創造力と文化に関す

る独自の強みを世界に表明すること



件数

33,631アクティビティ
※件数は、事業数・イベント数ではなく、「activity」の数である。開催日数や
開催場所により、延べカウントされている。

【参考】
文化オリンピアード全体：117,717アクティビティ（648プロジェクト）

参加人数
一般：2,020万人（うち1,680万人は無料参加）
アーティスト：25,000人（うち1,299人は新進アーティスト、806人は障がいを
持つアーティスト）、204の国と地域から参加

【参考資料】
・London 2012 Cultural Olympiad Evaluation：Beatriz Garcia（The Institute of Cultural Capital）ほか
・ロンドン2012大会――文化プログラムの全国展開はどのように行われたのか：吉本光宏（ニッセイ基礎研究所）

８．ロンドン2012大会のフェスティバル
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９．東京2020フェスティバルの方向性

都市空間・世界遺産・大自然

などでの大規模なプロジェク

トを展開

パラリンピック機運醸成プ

ロジェクトを広く展開

全国の自治体や文化芸術団体等が

地域の「人」や「文化資源」など

を活かした多様なプロジェクトを

展開

24

＜取組のイメージ＞

※写真左上：©Justine Simons
※写真右上：©Claire Cunningham, “12”



９．東京2020フェスティバルの方向性

文化芸術の力を活用した「街づく
り」や「福祉」「教育」等の課題
解決型プロジェクト
（障がい者の社会参加、 高齢者の
活動支援、子供たちの芸術表現活
動）

新たな文化芸術を生み
出すプロジェクト

東京2020大会そのものと

連動したプロジェクト

25

＜取組のイメージ＞

※写真左下：©宮川舞子「１万人のゴールド・シアター2016」舞台写真



東京2020参画プログラム（東京2020文化オリンピアード）の

集大成として、多くのステークホルダーが大会に参画

全国各地で地域の文化・芸術を国内外に発信（同じ時期に行わ

れる聖火リレーとの連動を検討できないか）

関係自治体と共に競技会場等（周辺含む）での大会の盛り上げ

や、選手村において日本文化の体験等を提供

１０．東京2020フェスティバルの方向性
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＜東京2020大会ならではの取組（案）＞


