
オリンピック・パラリンピックに係る県内の主な動き 

平成 31 年 3 月 25 日 

千 葉 県 環 境 生 活 部 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進局 

開 催 準 備 課 

１．競技日程・チケット 

○ オリンピック［大会期間2020年 7月24日（金・祝）～8月9日（日）］ 

開催場所 幕張メッセ 釣ヶ崎海岸 

競  技 
レスリング 
Aホール 

テコンドー 
Aホール 

フェンシング 
Bホール 

サーフィン 
 

(ｻー ﾌｨﾝﾌｪｽﾃｨﾊ゙ ﾙ) 

開催日程 
8/2～8/8 
（7日間） 

7/25～7/28 
（4日間） 

7/25～8/2 
（9日間） 

7/26～7/29 
（4日間） 

7/26～8/2 
（8日間） 

チケット価格（円） 4,000～45,000 3,000～9,500 3,000～11,500 3,000 

テストイベント
（2019年） 

10/3～10/5 9/27～9/28 

12/13～12/15 
(高円宮杯 

フェンシングワー

ルドカップ) 

7/18～7/21 ― 

 

○ パラリンピック［大会期間2020年8月25日（火）～9月6日（日）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ チケット販売について 

一般向けチケットは、オリンピックは2019年春、パラリンピックは2019年夏頃開始予定。 

購入には、公式チケットホームページから事前のＩＤ登録が必要。 

     「ＴＯＫＹＯ ２０２０ ＩＤ サイト : https://id.tokyo2020.jp/」 

 ※ テストイベントについて 

 オリンピック・パラリンピック本大会の成功に向けて、大会前年に競技運営及び大会運営 

の能力を高めることを目的として実施。 

（組織委員会主催と競技団体主催とがあり、競技団体主催については、観戦可能） 

  

開催場所 幕張メッセ 

競  技 
ｼｯﾃｨﾝｸ ﾊ゙゙ ﾚー ﾎ゙ ﾙー 

Aホール 
車いすﾌｪﾝｼﾝｸ゙  

Bホール 
テコンドー 
Bホール 

ゴールボール 
Ｃホール 

開催日程 
8/28～9/6 
（10日間） 

8/26～8/30 
（5日間） 

9/3～9/5 
（3日間） 

8/26～9/4 
（10日間） 

チケット価格（円） 1,400～3,600 900～2,400 900～2,000 900～2,800 

テストイベント
（2019年） 

― ― 9/27～9/28 
9/28～9/29 

（2019 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ） 

２．会場整備［幕張メッセ・釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ］ 

・組織委員会：会場内の仮設施設整備の実施設計等を進めている。 

・県（ﾒｯｾ） ：受変電設備の更新、ｴﾚﾍﾞｰﾀ増設、ﾄｲﾚ・中央ｴﾝﾄﾗﾝｽの更新等 

・県（釣ヶ崎）：自然公園施設の整備、保安林の再整備 

 など、計画どおり会場整備が進んでおり、今後は、大会運営に重点がシフト。 

 

３．大会運営 

・組織委員会：今年度末に「大会運営計画」（Ｖ１）が示された後、輸送、飲食、

医療など、個別の運営計画の調整も活発化してくる見込み。 

・県    ：輸送関係については、都心への流入対策を主として、東京都や 

組織委員会と連携して、県内経済団体等に道路・鉄道の混雑緩和

対策への協力を呼び掛けていく。 

 

４．大会関連ボランティア 

・大会ボランティア（組織委）：募集9/26～12/21 204,680人/定員80,000人 
  「ﾌｨｰﾙﾄﾞ ｷｬｽﾄ」 

・都市ボランティア（県）  ：募集9/12～12/10  6,546人/定員 3,000人 
  「ｼﾃｨ ｷｬｽﾄ」 

 今後、書類選考・面接、研修等を経て2019年度末頃に正式採用となる予定。 

 

５．主な行事（競技大会・関連イベント） 

・2019 年度は、県内で様々な国際大会やオリパラ大会のテストイベントが  

開催される予定。 

→子供達の応援・観戦：シッティングバレーボールの国内大会(5月) 

ゴールボールのアジアパシフィック地域大会(12月)等 

・その他、大会500日前イベント・１年前イベント・文化プログラム等の実施 

・「スポーツを応援するチーバくんデザイン」を活用した官民でのＰＲの展開 

・オリパラ開催時に、競技映像の放映（ライブサイト）と地域の物産等のＰＲ 

を兼ねたイベントを実施予定（各２日間程度） 

 

６．聖火リレー［県内：（オリンピック）2020年 7月2日～4日 ］ 

・オリンピック ：3月20日 トーチ・エンブレム公表 

（夏 頃） ルート概要公表、ランナー募集開始（予定） 

・パラリンピック：詳細未定。東京都、競技開催県（千葉、埼玉、静岡）は、

トーチで火をつなぐリレーを実施。その他の道府県は採

火式という形で今後調整。 
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※本資料は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会第29回理事会資料を基に抽出し作成したものであり、2019年３月時点の計画です。また、記載のスケジュールは過去大会等を参考にした目安です。

オリンピック・パラリンピックに係る主な予定（県内関係）

注１）仮設オーバーレイとは、会場を大会使用可能な状態にするための仮設の基礎構造・設備、装置、装具及び機器を指す。

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

１～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月

【春頃】チケット販売開始（オリンピック）

チケット 組織委員会 【夏頃】チケット販売開始（パラリンピック）

(２０１９年３月時点)

聖火リレー
組織委員会

県

【7月～9月】ルート概要公表、ランナー募集告知

聖火リレー(パラリンピック)【未公表】

聖火リレー(オリンピック)【7/2～7/4】

聖火リレー(オリンピック)【3/26～7/24】

聖火リレー(パラリンピック)【未公表】
【7月～9月】県ルート概要公表、ランナー募集開始

▼トーチ・エンブレム公表

【12/21】
応募締切 【2月～7月】オリエンテーション大会関連

ボランティア

大会ボランティア

都市ボランティア
【12/10】
応募締切

【10月～2月】共通研修
▼【3月】役割・会場の通知

▼【4月】役割別研修
▼【6月】会場別研修

【10月～】共通研修 ▼【3月】採用通知
▼【4月～】その他研修・リーダーシップ研修

▼【1月】ネーミング発表▼【3月】ユニフォームデザイン決定

▼【輸送】【年末頃】
輸送運営計画V2を策定大会運営

（輸送・飲食等）

組織委員会

県

【輸送】輸送連絡調整会議、交通輸送技術検討会
等に引き続き、輸送ルート等を検討・調整

【輸送】東京都、組織委員会と連携した県内経済団体等への大会期間中の道路、鉄道の混雑緩和の必要性に係る理解醸成

▼【輸送】【1年前】
大会を見据えた交通需要マネジメント
のトライアル

▼【飲食】【年末頃】 飲食メニュー決定

▼東京2020大会
オリ：7/24～8/9
パラ：8/25～9/6

▼ﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ冬季大会(ﾛｰｻﾞﾝﾇ)

主な行事
（競技大会・関連イベント）

組織委員会他

県

【3/12】 オリ500日前▼ ▼【4/13】 パラ500日前 ▼【7/24】 オリ1年前
【8/25】 パラ1年前▼▼ 【9/20～11/2】

ラグビーワールドカップ
▼【5/17】 パラ100日前
▼【4/15】 オリ100日前

【6/13～6/18】
アジアフェンシング選手権大会

【9/13～9/15】
千葉2019ワールドテコンドーグランプリ

【12/5～12/11】
ゴールボールアジアパシフィック地域選手権大会

【2/16～2/17】
全日本テコンドー選手権大会

【2/1～2/3】
ジャパンパラゴールボール競技大会

【5/6・7】
ジャパンオープンオブサーフィン

【12/13～12/15】
高円宮杯フェンシングワールドカップ(テストイベント)【5/23～5/26】

シッティングバレーボールチャレンジ
マッチ2019

【9/28～9/29】
2019ジャパンパラゴールボール
競技大会(テストイベント）【3/18】

大会500日前フォーラム▼ 【7月～8月】▼
大会1年前イベント

【3/2】▼
千葉・県民音楽祭

▼【8/25】
千葉・県民音楽祭

【6/21】▼
千葉・県民音楽祭

【8/14～8/25】
ちばアート祭2019 【8月～9月】

ちばアート祭2020

テストイベント（組織委員会）
▼【春頃】
DCAS(競技運営のための
詳細な進行表)決定

詳細競技計画検討

競技日程
オリンピック

パラリンピック

【2018年7月】
競技詳細日程決定

【2018年10月】
競技詳細日程決定

テストイベント

▼【春頃】
DCAS(競技運営のための
詳細な進行表)決定

詳細競技計画検討

【9/27～9/28】READY STEADY TOKYO-テコンドー

【10/3～10/5】READY STEADY TOKYO-レスリング
【7/18～7/21】READY STEADY TOKYO-サーフィン

国立競技場完成【年末頃】▼

競技会場仮設オーバーレイ（設営・維持管理・撤去)競技会場仮設オーバーレイ実施設計等(注1)

会場使用協定締結【春頃】▼

会場整備
組織委員会

県
幕張メッセ大規模改修（受変電設備の更新、エレベーター増設、トイレ・中央エントランスのリニューアル）

釣ヶ崎海岸（自然公園施設整備・保安林再整備）

幕張メッセ

釣ヶ崎海岸

オリンピック・パラリンピック推進局 開催準備課

▼【運営】【春頃】
会場運営計画V2を策定

▼【春頃】コミュニティライブサイト
募集案内公表・希望自治体申請
基本計画・確認書提出

▼【運営】【年度末】会場運営計画V1を策定

ライブサイト
（4日間程度）｝

参考

事前キャンプ 県
▼【5/4～5/9予定】オランダ陸上リレー代表チーム
（県総合スポーツセンター陸上競技場）

▼【6/27～7/17予定】オランダ水泳代表チーム
（県国際総合水泳場）


