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1964-2019東京商工会議所とオリンピック･パラリンピ ックのこれまで

1964
1964年の東京大会は、戦後急速な復活を遂げた日本が再び国際社会の
中心に復帰するシンボルとしての意味を持つ大会でした。

そのような中で東商は、東京大会を機に訪日した外国人観光客が、日本
の優れた産業と観光の実情を体感し、快適な滞日印象をもって帰国する
ことが、その後の外交や貿易振興、観光客誘致の観点から極めて重要で
あると認識。

商業道徳の高揚、土産品の品質向上、民泊宿舎の協力、都市美化などの
活動を実施することで大会の成功とレガシー形成に尽力しました。

オリンピック・パラリンピックの招致実現に向けて、東商は2006年から多岐に
わたる支援活動に取り組んできました。

当時最大の課題であった国内支持率の向上に向け、東京都及び招致委員会、日本
商工会議所と連携し、招致PRイベントの開催や25万枚に及ぶ全国へのポスター掲
出、IOC総会等公式行事への参加など、組織を挙げて活動を展開しました。

これらの活動は招致委員会が2013年にIOCへ提出した「立候補ファイル」に明記
されました。

主な事業

外客受入対応

・商業道徳高揚運動の展開
・接遇の改善
・国民通訳制度の設置
・民泊宿舎の募集協力
・公衆衛生と美化対策の促進

都内交通規制への協力

国旗掲揚推進運動の展開

全国ポスター掲出活動

会議・行事における
招致PRイベント開催

公式行事への参画 等

IGS制度の創設
INTERNATIONAL

GOOD-WILL SHOP

ー 国際親善店

東商はオリンピック開催を機に外国人
客の受入れ態勢が整っている店をIGSと
して選定。

サービスの向上を図ることで、わが国
商業の真価を発揮するとともに、国際
的信用の高揚に努めました。

（出典）東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会「立候補ファイル」項目3「政治および市民の支援」

・東京商工会議所をはじめとした全国の商工会議所から
招致に向けた力強い支援がある。

・招致委員会や東京都と連携したイベントを節目の日に開
催したり、オリンピアンによる招致PRのための講演会
を行ったり、地域のイベントに招致PRブースを出展する
など、積極的な招致活動を行っている。

立候補ファイルへの記載

主な事業

2013

招致活動

招致決定後 → 東京2020大会

2016
11月 オリンピック・パラリンピック特別委員会 設置

東京商工会議所は地元・東京の地域総合経済団体として

東京2020大会を契機とした地域の活性化や、大会成功に

向けた全国的な機運の盛り上げに取り組んでいくべく、

2016年11月に「オリンピック・パラリンピック特別委員

会」を設置しました。

2017
4月 第1回 オリンピック・パラリンピック特別委員会 開催

委員会活動方針決定

6月 会頭・副会頭会議

第2回 オリンピック・パラリンピック特別委員会 開催

「東商オリンピック・パラリンピック アクションプログラム ( 素案 ) 」討議

7月 東商 夏期セミナー

「東商オリンピック・パラリンピック アクションプログラム ( 案 ) 」討議

「東京2020大会に向けた東京商工会議所宣言」採択

11月 第3回 オリンピック・パラリンピック特別委員会 開催

「東商オリンピック・パラリンピック アクションプログラム ( 最終案 ) 」討議

12月 東商オリンピック・パラリンピック アクションプログラム 公表

4月 第4回 オリンピック・パラリンピック特別委員会 開催2018

11月 第5回 オリンピック・パラリンピック特別委員会 開催

2019
4月 第6回 オリンピック・パラリンピック特別委員会 開催

10月 第7回 オリンピック・パラリンピック特別委員会 開催

6月 2020年に向けた決起大会
～東京2020大会の成功と全国機運盛上げに向けて～ 開催

東商オリンピック・パラリンピック アクションプログラム
策定に向けた活動スタート

9-10月 事務局内に検討組織を設置し、具体的な事業内容を検討

1-3月 アクションプログラム実施に向けた準備期間

東商オリンピック・パラリンピック アクションプログラムの
４つのテーマに基づく８つの事業について順次スタート
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東京商工会議所は、東京2020大会の招致支援活動に多岐にわたり取り組んできた。
当時、最大の課題であった国内支持率の向上に向け、東京都及び招致委員会、更に
は日本商工会議所と緊密に連携し、招致PRイベントの開催や25万枚に及ぶ全国への
ポスター掲出、IOC総会等公式行事への参加など、組織を挙げて活動を展開した。
23支部においても合計150事業で招致PRを実施するなど、23区全域においてあまね
く活動を展開した。そうした活動が一つの要因となり国内支持率が飛躍的に向上し、
招致実現に至ったと認識している。

現在、政府、東京都、大会組織委員会では、東京2020大会の開催に向けた具体的
な準備が鋭意進められている。東京2020大会を「日本全体の祭典」とし、国民総参
加による「夢と希望を分かち合う大会」とするとともに、世界で初めて2回目のパラ
リンピック開催都市として確かなレガシーを残すためにも、各界が一丸となった
「オールジャパン体制」のもとで、着実に準備を進めていく必要がある。地元・東京
の地域総合経済団体である東京商工会議所は、政府、東京都、大会組織委員会をは
じめとした関係機関・団体等と緊密な連携を図るとともに、全国515商工会議所とも
協力し、東京2020大会の成功に寄与するべく活動を展開していく所存である。

かつて1964年に第18回オリンピック東京大会が開催された際、東京商工会議所は
特別委員会を設置し、オリンピックを機に訪日する外国人客が、日本の優れた産業
や文化を実感し、快適な滞日印象をもって帰国することが、その後の貿易振興や観
光客誘致の観点から極めて重要であるとの認識のもと、商業道徳高揚運動や外客受
入対策、接遇の改善、公衆衛生と美化対策の促進等、オリンピックを契機とした東
商独自の地域・産業の振興活動を展開した。

東京2020大会まであと3年に迫った今、改めて、東京でオリンピック・パラリンピ
ックを開催することの意義を見つめ直し、招致の時と同様に組織一丸となり、政府、
東京都、大会組織委員会の活動に参画・協力して大会の成功に貢献するとともに、
大会後の会員企業や地域のレガシー形成を見据えて、下記の4つのテーマに基づく独
自の活動を展開していくことを、本日ここに宣言する。

記

東京商工会議所はレガシー形成を見据えた独自の活動を以下のテーマに基づき展開する。

テーマ1．東京のホスピタリティを世界に発信する。
テーマ2．地域の魅力・文化を世界に発信する。
テーマ3．中小企業の底力を世界に発信する。
テーマ4．東京2020大会に向けて、東京が抱える課題を解決する。

以 上

東京2020大会に向けた東京商工会議所宣言
～会員企業・地域のレガシー形成を目指して～

２０１７年７月７日
東京商工会議所

東商オリンピック･パラリンピック
アクションプログラム

基本方針

大会組織委員会・東京都・政府等が主体となる活動に対して

連携・参画していくことに加えて、

オリンピック・パラリンピックを契機として、

東商ならではの強みを活かした独自の活動を展開し、

会員企業・地域にレガシーを形成する。

東商独自の活動

大会への参画・協力

第1の柱

「東商のレガシー形成を見据えた独自の活動展開」

東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会に向けて、大会後の会員企業や地域での
レガシー形成を見据えて、4つのテーマについて東商独自の活動を展開する。

テーマ 1 「東京のホスピタリティを世界に発信する」

テーマ 2 「地域の魅力・文化を世界に発信する」

テーマ 3 「中小企業の底力を世界に発信する」

テーマ 4 「東京2020大会に向けて、東京が抱える課題を解決する」

第2の柱

「地元経済団体としての東京2020大会への参画・協力」

大会組織委員会、東京都、政府等が実施主体となる活動に参画・協力すること、
あるいは必要に応じ提言・要望することにより、大会成功に寄与する。

●「東京2020応援プログラム」認証取得事業の積極的な実施 ●「beyond2020プログラム」の活用促進
● 会員企業への情報提供 ●「ビジネスチャンスナビ2020」の普及促進
● ボランティア、聖火リレー、大会関連施設視察等 ● 23支部における積極的な区との連携

４ ５



東京のホスピタリティを世界に発 信するテーマ 1

東商は、2020年にむけて、店舗での外国人観光客の
受入対応力向上を全力で支援します1

東商は2020年訪日外国人4,000万人に向けて、地域や店舗に

おける外国人観光客の受入対応力向上に取り組んでいます。

世界で初めて、２回目のパラリンピックを開催する都市として、

東商は、共生社会の実現と、誰もが快適に過ごせる地域社会の

実現に向けて『声かけ・サポート運動』を積極展開します
２

高齢者や子ども、妊婦、子ども連れの方、障がい者、外国人をはじめ、

街なかなど様々な場面で困っている人や助けが必要な方に、積極的に

「声かけ」をすることで、誰もが安心・安全・快適に暮らし過ごせる

地域社会の実現に向けて、東商が2015年から推進している運動です。

外国人接客マニュアル 指でさして会話ができるシート 外国人歓迎の店ステッカー

外国人観光客の接客に役立つツールの作成

各地商工会議所･商工会における展開

外国人観光客の接客に役立つ３つのツールを作成。専門の

研修を受けた経営指導員が店舗を訪問し、３つのツールを

持参した上で使い方を丁寧に説明。

また外国人観光客の受け入れについて、東京23支部にて

講習会を開催。

接客時に役立つ日本語と外国語を
併記したクリアファイル。
用語を指さすことで外国人の方と
会話ができます。
英語、中国語、韓国語に対応。

外国人観光客の来店を歓迎する店で
あることを示すステッカー。
「撮影禁止」や「ｗ i-fiあり」など、
店舗情報をアピールできるステッカ
ーが付属しています。

外国人の方に接客する際の心構えや
ポイント、接客時に活用できる実用
的な英会話集などを掲載したマニュ
アルです。

各地商工会議所・商工会でも同ツールを展開し、外国人観

光客の受入対応力向上事業に連携して取り組んでいます。

商工会 利府松島｜鹿嶋市｜調布市｜伊豆市

商工会議所

※2019年10月11日現在

活動の普及

各種イベント等の実施

声かけサポーター 街なか派遣プロジェクト

サポート事例をまとめた冊子の発行

声かけ・サポート運動が対象としている方々との接し方のポ
イントをまとめた冊子「誰もが暮らしやすい社会をめざして
～心のバリアフリーとサポート事例～」を発行。

啓発ポスター･グッズの制作

啓発ポスターやクリアファイルを制作し、会員企業に広く展開。

親子体験イベントの開催

親子体験イベントの様子

啓発ポスター

盲導犬を連れた方や、視覚障がい者の方のサポート方法に
ついて学ぶ親子体験イベントを実施。

外国人おもてなし語学講座の開催

外国人観光客とコミュニケーションがとれるよう、簡単な日
常英会話を学ぶ外国人おもてなし語学講座を開催。

外国人おもてなし
語学講座の様子

東商はオリンピック･パラリンピック等経済界競技会と連携
し、東京2020大会期間中に「おもてなし･ボランティア活動」
を実施します。

交通混雑緩和に向けた協力の呼びかけ

声かけ･サポート運動とは

札幌｜仙台｜福島｜川越｜さいたま｜狭山
千葉｜むさし府中｜横浜｜藤沢

八王子｜武蔵野｜青梅｜立川｜町田｜多摩

熊谷｜静岡

冊子

配付
実績

外国人観光客接客ツール 約15,000件に配布（ 2019年8月末日時点 ）

活動
実績

大会1年前プレイベントの実施

内容｜大会期間中の交通混雑緩和に向けた
協力の呼びかけ（チラシ配布 約6,000枚）

日時｜2019年7月22日（月）

場所｜JR東京駅・JR品川駅
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地域の魅力・文化を世界に発信するテーマ 2

東商HPにて
WEB版を公開中！

詳しくはこちら➡

• 東京観光情報センター

• 東京シティアイ

• 東京商工会議所（本部、各23支部） … 他

配付場所

東商は、東京の経済人・著名人が選ぶ

『 東京のここが好き！これが好き！』を発信します５
発信力のある東京の経済人・著名人に東京の好きな場所や風景、好きなモノを選んでいただき、東京

2020大会に向けて東京の魅力を国内外に発信。

 東商HPにて、東京の経済人・著名人等の「東京

の好きな場所・モノ」を写真とコラムで紹介。

 東商ビルのデジタルサイネージで情報を発信。

また東商ホームページにも掲載。

 「るるぶ TOKYO23」で「東京のここが好き！

これが好き！」セレクションを紹介。

東商は、東京2020大会を契機として、

23区の魅力・文化を発信する『るるぶTOKYO23』を発行します４
東京2020大会を契機に各地域の観光資源を磨き上げ、

「るるぶ TOKYO23」の日本語版と英語版を作成し、

23区の魅力・文化を国内外に発信。

2018年11月に竣工した東京商工会議所本部の会頭室
から見渡す皇居前広場は、大変すばらしい景観です。
手前のお堀の水面と、美しく整備された広場が一望
できます。都心においても緑豊かな景色は、多くのビ
ジネスマンの心を癒す空間です。

偶然にも、私が社会人生活をスタートした当時の「富
士製鐵ビルヂング」は旧東商ビルの隣にあり、このた
び一体で建替えられて「丸の内二重橋ビル」となりま
した。あれから55年を経て、同じ場所で仕事をさせ
ていただけることに何とも言えぬ感慨があります。

新しい東商ビル・
会頭室から見える皇居前広場

三村 明夫 会頭
(日本製鉄株式会社 名誉会長)

掲載例

るるぶTOKYO23への掲載東商ホームページでの公開

東商HPにて全てコラムを公開中！

詳しくはこちら➡

東京のホスピタリティを世界に発信するテーマ １

東商は『パラスポーツを知る・体験する・応援する』事業を展開し、

パラリンピックの機運醸成とスポーツを通じた

心のバリアフリー推進に取り組みます
３

東商は「パラリンピックの成功なくして東京2020大会の成功はない」という認識のもと、以下の

活動に取り組んでいます。

知る

東商新聞における特集記事の掲載

東商新聞の特集面に、東京2020大会に関する特集記事を毎月掲載。
パラリンピックの競技種目紹介や、ルール、見どころ等を紹介して
いるほか、関連団体と協力し、企業のパラスポーツ支援について
周知を図っています。

体験する

企業対抗ボッチャ大会の開催

パラリンピック正式競技であるボッチャを実際にプレーすることで
競技の魅力を知るとともに、パラスポーツに対する関心を深め、
心のバリアフリーの推進に繋げていくことを目的に、企業対抗ボッ
チャ大会を開催しています。

パラスポーツ体験会の開催

「東商ウェルネスフェスタ」にて、会員企業の従業員やご家族の方
が参加できるパラスポーツ体験会を実施。また各23支部や女性会･
青年部において、ボッチャ体験会を随時開催しています。

応援する

パラスポーツ観戦ツアーの開催

会員企業を対象に、パラスポーツ観戦ツアーを開催しています。

2019年2月10日号 パラスポーツを通じて共生社会の実現へ！（ 日本財団パラリンピックサポートセンター ）

3月10日号 パラスポーツを深堀り！（ 競技を知ろう シッティングバレーボール ）

9月10日号 パラスポーツの機運醸成に向けて（ TEAM BEYOND に参加しよう！ ）

第１回 2018年12月3日開催（ 参加企業 55チーム ／ 予選会を含む）

第２回 2019年9月18日開催（ 参加企業 72チーム ）※オリンピック･パラリンピック等経済会協議会と共催
開催
実績

掲載例

パラスポーツ体験会 約180名参加 （ 2019年3月2日 開催 ）

ボッチャ体験会 計13回開催 （ 2019年10月11日時点 ）

開催
実績

2018年9月22日開催 25名参加 (2018ジャパンパラ水泳競技大会）

2019年10月18日開催予定 (車いすラグビーワールドチャレンジ2019）

開催
実績

配付
実績

日本語版 約25,000部を配布

英語版 約 10,000部を配布

（ 2019年10月11日時点 ）
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日時
第1回 2019年 9月27日(金)

※ 第2回は12月初旬を予定

訪問
企業

有限会社原田左官工業所
商業施設の内装工事を得意とする左官業

株式会社ちんや

明治13年 (1880年) 創業の飲食業 (すき焼き)

株式会社アイオイ・システム

電子関連機器の設計・開発・製造・販売業

株式会社西尾硝子鏡工業所
ショーケースなどのガラス加工・施工業

※いずれも「勇気ある経営対象」受賞企業

東商は、2020年に向けて、次代を担う大学生・専門学校生による

『中小企業の底力・魅力発信プロジェクト』を実施します６

東京2020オリンピック･パラリンピックを控え、在日外

国メディアを対象に、開催地･東京の中小企業を取材して

もらい、日本の文化・歴史、イノベーションや技術など

への理解をさらに深め、中小企業の魅力を海外へ発信い

ただくことを目的に、「多様な東京の産業･中小企業の魅

力ツアー」を開催。

中小企業の底力を世界に発信す るテーマ ３

東商は、在日外国商工会議所や在日大使館関係者、外国人記者を

対象に『東京の産業・中小企業の魅力視察ツアー』を実施します７

企業訪問 映像制作 発表会

学生が制作した映像は2019年3月

13日に開催した制作発表会にて

公表しました。

学生が自ら訪問したい企業を選び

仕事に対する思いや働きがいに

ついて、経営者や社員へのインタ

ビューを行いました。

訪問して得た知見をもとに議論を

重ね、内容の企画や撮影、編集等

中小企業の魅力を伝える映像制作

に取り組みました。

多様な東京の産業・中小企業の魅力ツアー

「中小企業の底力・魅力発信プロジェクト」は、大学生や専門学

校生が中小企業の協力を得て「学生ならではの感性と視点」から

国内外の若者に「東京の中小企業の魅力」を伝えるための映像を

制作する、産学連携プロジェクトです。

参加
学校

産業能率大学

文化学園大学

東洋美術学校

武蔵大学

協力
企業

㈱アスペクト｜アトムメディカル㈱｜㈱飯田｜北星鉛筆㈱

協栄産業㈱ ｜芝園開発㈱ ｜昭和測器㈱ ｜スタック電子㈱

㈱西尾硝子鏡工業所｜ ㈱浜野製作所｜ ㈱マツブン｜㈱丸高工業

㈱ミノダ｜山万㈱ ｜ ㈱ワキュウトレーディング （敬称略･五十音順）

東商HPにて
学生制作動画を公開中！
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東商は、大会期間中の交通緩和・輸送円滑化に貢献します
東商は、大会を契機とした働き方改革(時差Biz等)を推進します８

東商は1964年の東京大会の際に都内交通規制に協力し、大会期間中の交通緩和に貢献しました。

東京2020大会は、競技会場の多くが通勤・物流等の交通需要が集中する地域に立地しており、大会の

成功のためには「大会関係者の円滑な輸送」と「経済活動の安定」の両立を図ることが必要です。

 2012年ロンドン大会の際、交通混雑回避に有効であった時差出勤やテレワーク等の取組み・交通
行動の見直しについて、会員企業の現状や課題等を把握するため、交通輸送円滑化に関する会員
企業アンケートを継続的に実施します。アンケート結果を元に、関係機関への情報提供や提言を
実施します。

 「輸送運営計画」「規制情報」の新着情報を、企業に対しセミナー等でタイムリーに周知します。

 東京都と連携し「時差Biz」などの働き方改革を会員企業に普及します。

東京商工会議所は、東京2020大会の円滑な大会運営・

輸送の実現と経済活動の維持との両立を図るため、

東京都・内閣官房・大会組織委員会が事務局となり

進めている「2020TDM推進プロジェクト」に協力団体

として参加。地元経済団体として、大会期間中の交通

需要を抑制する取り組みに協力しています。 2020大会TDM推進プロジェクト
発足式の様子（2018年8月8日 実施)

7

2020年に向けて東京が抱える課 題を解決するテーマ ４

2020TDM推進プロジェクトへの登録を促す
チラシを全会員に配付（2018年8月8日 実施)

大会期間中は選手や大会関係者、メディア、観光客等、世界中から
約1000万人の人が東京を訪れるため、道路や公共交通機関の深刻
な混雑が懸念されています。

東京2020大会を機に世界各国から東京を訪れる人々が、スムーズ
な観戦・観光を楽しんでいただけるよう快適な交通環境を整える
ことも、私たちができる“おもてなし”のひとつ。

2020年はもうすぐそこ。あなたにできる、企業にできる。
東京2020の交通混雑対策をはじめよう。

東京商工会議所は、地元経済団体として「TOKYOを楽しみに訪れるたくさんの人たちのために、スムーズな

観戦や観光のできる快適な交通環境でおもてなしをしましょう」と呼び掛けています。

コンセプトに基づいた啓発ポスター・動画を作成し、交通混雑に向けた具体的なアクションを促していきます。

コンセプト

ポスター 動画

01

02 03 04

05 06

01.メインポスター
02.物流軽減
03.テレワーク
04.夏期休暇
05.道路を迂回
06.物流軽減

映像は東商HPより
ご覧いただけます

交通輸送円滑化に向けた企業の準備状況や協力へ
の意向、課題等を把握するため、会員企業を対象
としたアンケート調査を実施しています。

アンケート等から得た会員企業の声をもとに、
各種意見・要望活動を実施しています。

会員企業を対象に、交通輸送円滑化に関する説明
会ならびに個別相談会を実施しています。

展開
実績

ポスター配付 会員企業 約48万枚を配布 ／ 各地商工会議所 約600枚を配布

鉄道事業者との協力 鉄道事業者39社と協力し、各駅構内にてポスター掲出及び動画放映を実施

活動
実績

2020TDM推進プロジェクトへの協力

啓発ポスター・動画展開

会員企業アンケートの実施

要望・意見書の提出

会員企業向け説明会の実施

2019年5月22日 提出
東京2020大会期間中の「円滑な大会輸送」と
「経済活動の安定」の両立実現に向けた要望

2019年9月12日 提出
「東京2020大会における首都高速道路の料金
施策に関する方針 (案)」に対する意見

2018年 5月22日 交通輸送円滑化セミナー

11月29日 交通輸送に関する説明会

2019年 2月20･25･27日

エリア別交通輸送円滑化セミナー

2019年 3月より順次

支部役員会等にて説明を実施

開催
実績
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地元経済団体としての東京20 20大会への参画・協力第２の柱

1 関係機関との連携

 2020競技会場所在地商工会議所・商工会連絡
協議会の設置

東京2020大会では競技会場の約4割が東京以外の地域に

あることから、競技会場がある商工会議所・商工会同士

のネットワーク構築を目的に連絡協議会を設置。

外国人観光客の受入対応力向上支援事業や声かけ･サポ

ート運動を共同実施するほか、東京2020大会に向けた協

力体制を築いています。

 各種イベント、事業への参加・協力

東京2020オリンピック１年前セレモニーに先立ち

開催された「東京2020大会に向けた意見交換会」

に三村明夫会頭が出席する等、政府、東京都、大

会組織委員会の各種イベント、事業などに参加・

協力をしています。

 提言・要望活動

2018年3月に政府、東京都、大会組織委員会に提出した「アンブッシュマーケティング(便

乗商法・便乗広告)の制限に関する意見」をはじめ、各種提言･要望活動を実施しています。

参加商工会議所・商工会

➊ 札幌商工会議所

➋ 福島商工会議所

➌ 川越商工会議所

❹ さいたま商工会議所

❺ 狭山商工会議所

❻ 千葉商工会議所

商
工
会
議
所

❼ 東京商工会議所

❽ むさし府中商工会議所

❾ 横浜商工会議所

❿ 藤沢商工会議所

⓫ 宮城県商工会議所連合会

① 利府松島商工会

② 鹿嶋市商工会

③ 一宮町商工会

④ 調布市商工会

⑤ 伊豆市商工会

商
工
会

意見交換会で発言する三村会頭

2 会員企業に対する情報提供

 各種説明会の実施

東京2020大会に向けた最新の動向などを取り上げ、各種説明会を随時実施しています。

 東商新聞による情報発信

会員企業に配布される機関紙「東商新聞」に特集記事を毎月掲載しています。

3 機運醸成に向けた取り組み

「TOKYO2020 PRステーション」オープン（主催：東京2020大会組織委員会）

2019年3月30日～10月4日の間「TOKYO2020 PRステーション」を東商ビル1階に設置しました。

 丸の内仲通りに「フラッグ」掲出（主催：東京都、東京2020大会組織委員会）

丸の内仲通りに、都市装飾のベースデザインである「コアグラフィックス」を用いたフラッグを
掲出しました。

 新年賀詞交歓会における大会PR活動

東京商工会議所が開催する新年賀詞交歓会に大会PRコーナーを設置。

TOKYO2020PRステーション TOKYO2020PRステーション

丸の内仲通り掲出フラッグ

各種説明会の実施 東商新聞による情報発信

新年賀詞交歓会PRコーナー

1

4
3

5

678

9
10

1

2

11

2

3

4

5
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9

2020年に向けた決起大会

東京2020大会の成功と

全国機運盛上げに向けて

三村 明夫 東京商工会議所 会頭

日時｜2019年6月10日（月） 会場｜帝国ホテル東京 参加者｜706名

オリンピック・パラリンピックが日本で開催される意義を改

めて共有し、皆様と心を一つにして、大会の成功と各地域の

発展に向けた活動を加速するために決起大会を実施した。

東商は、地域や企業にレガシーを形成するために「東商オリ

ンピック・パラリンピック アクションプログラム」を策定し

独自の活動を展開している。

今後も世界中から多くの観客を迎えるホストとしての自覚を

持ち、東京2020大会が夢と希望を分かち合う素晴らしい大会

となるよう力を合わせて頑張っていきたい。

主催者挨拶

森 喜朗

来賓挨拶

東京オリンピック･パラリンピック競技大会

組織委員会会長

本日は競技開催地の商工会議所や商工会も参加いただき、東商をはじ

め各地の商工業者の皆様が一堂に会して決起大会を開催したことは非

常に喜ばしい。暑さ対策や交通問題などの解決に向け協力いただき、

大会の成功に繋げていきたい。

小池 百合子 東京都知事

大会の成功にはオールジャパンで、いかに機運を盛り上げていくかが

鍵。時差Bizやテレワークなどにも取り組み、大会のレガシーとして次

世代に引き継いでいきたい。

東京商工会議所は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功と機運醸成を図るため、

「2020年に向けた決起大会 ～東京2020大会の成功と全国機運盛上げに向けて～」を開催しました。

当 日は東京2020組織委員会、東京都、内閣官房をはじめ、東商会員企業、競技会 場所在地商工会議所・

商工会、全国商工会議所関係者ら約700名が参加。

大会本番に向け一層協力を図っていくことを改めて確認するとともに、具体的な活動展開の方針として

「東京2020大会の成功と大会機運盛上げに向けた宣言」の採択を行いました。

東京2020大会の成功と
大会機運盛上げに向けた宣言

成功に向け、心を一つに——

参加者全員による「頑張ろう！コール三唱」

宣言の採択を行う
渡辺オリンピック・パラリンピック特別委員長

東京2020大会の成功ならびに大会を契機とした各地域の

活性化に向けて、各地域の企業・関係者が一致団結し、よ

り一層取り組みを 加速していくための具体案として「３つ

の活動」を提案。また、東京2020大会成功・全 国機 運の

盛上げに向けた宣言の採択を行いました。

決起大会 宣言

１．大会機運の盛上げ

２．大会期間中の交通渋滞対策

３．おもてなしの推進

４．レガシー形成
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宣言に基づく 関係機関との連携事業

東京商工会議所は東京2020大会の成功と大会機運盛上げに向け、大会組織委員会･東京都･政府と

連携しながら下記事業を展開しています。

大会組織委員会との連携 ―祭り･五輪音頭を通じた大会機運の盛上げ―

東京都との連携 ―交通輸送円滑化に向けた啓発ポスター・動画展開―

内閣官房との連携 ―beyond2020おもてなしバッジの展開―

東京商工会議所は、内閣官房東京オリンピック・パラリ

ンピック推進本部事務局と連携し、政府の文化プログラ

ムbeyond2020プログラムの一環として、地域の“おもて

なし”推進プロジェクトを推進しています。

プロジェクトの展開にあたり、 beyond2020“おもてな

し”バッジを制作。会員企業および各地商工会議に着用

いただくことで、地域から“おもてなし”力の向上を図っ

ていきます。

ｚ

東京商工会議所は、大会期間中の交通輸送円滑化に向け

た取り組みを促進させるため、東京都と連携し啓発ポス

ターおよび動画を作成しました。

大会１年前となる201 9年夏には、48万枚の啓発ポスター

を会員企業に配付。

また鉄道事業者の皆様のご協力を得ながら駅構内におけ

るポスター掲出・動画放映等を実施するなど、混雑緩和に

向けた取り組みを進めています。

各駅におけるポスター展開

東京2020組織委員会では、 日本の文化である「祭り」を通し

て大会機運を盛り上げるべく、期間限定の特別プログラム

「応援プログラム(祭り)」を展開しています。

東京商工会議所では「応援プログラム(祭り)」の認証を受

けた祭りに対し、東京2020大会のエンブレムおよび全

国515商工会議所の名前が入ったうちわを提供。

また東京五輪音頭キャラバンや東京五輪音頭BGMプ

ロジェクトを展開することで、大会機運の盛上げに寄与

していきます。

東京2020大会は、競技会場が ある地域をはじめ、ホス トタウン、キャンプ地、観光地など、

全国の各地域が関わる日本全体の祭典である。

そして、我々一人一人が世界中からの観客を迎えるホストの一員である。

我々は、 日頃から地域の発展を願い、地域に根差した活動を展開している商工業者として、地

元に対する愛着と誇りをもって、 国内外から観戦に訪れる1,000万人の方々をもてなし、多く

の方々にとって東京2020大会が生涯忘れえぬ思い出となるよう尽力していく所存である。

前回の1 964年の東京オリンピックでは、大会開催に向けて交通インフラをはじめとする大規

模な社会資本整備が進められ、レガシーとしてその後の高度成長を支えた。

今回の東京2020大会では、多くの社会的な課題を抱える中で、オリンピック・パラリンピッ

ク開催という大きな目標に向かって、スポーツに限らず、産業・技術、観光、教育等あらゆる

分野で大胆な挑戦を展開することが、大会後のレガシーとして、地域・社会の活性化、そして

我が国の成長に繋がるものと確信している。

東京2020大会まで、残された時間は1年余り。

今こそ、各地域の心を一つに、大会の成功に向けて、そして、地域の発展に向けて以下の活動

を展開していくことをここに宣言する。

記

全国商工業者による2020年に向けた決起大会

「東京2020大会の成功と大会機運盛上げに向けた宣言」

2019年6月10日

１．大会機運の盛上げ

東京2020大会の成功に向けて、各地域で大会機運を盛り上げ、国民総参加に
よる夢と希望を分かち合う大会の実現に貢献する。

２．ＴＤＭの推進

大会関係者をスムーズな交通環境でもてなし、同時に、経済活動の安定を実
現するため、ＴＤＭ（交通需要マネジメント）の推進に協力する。

３．“おもてなし”の推進

各地域における外国人観光客等の受入態勢を整備し、大会期間中の“おもてな
し”によって、各地域の魅力と日本の文化を世界に発信する。

４．レガシー形成

各企業・各地域で大会開催を契機に新たな取組に挑戦し、大会後のレガシー
を形成する。

以上

主催：東京商工会議所 協力：日本商工会議所
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