
アジア競技大会開催に向けた平成30年度の主な取組について 

1  開催都市契約 

   ２頁「第20回アジア競技大会の開催都市契約締結に向けた協議の現状について」のとおり 

２ 組織委員会 

大会の準備、運営を担う組織委員会について、平成31年５月以降の設立に向け、愛知・名

古屋アジア競技大会組織委員会（仮称）設立準備委員会を設置（４月24日第1回会議開催）

し、組織委員会の定款骨子や事業計画等を検討中。 

３ 大会開催基本計画 

   大会運営に関する諸計画（輸送・警備等）について検討を行うため、第18回アジア競技大

会（ジャカルタ・パレンバン）の現地調査等を実施予定。 

４ 競技会場 

開催構想で示した候補会場について、市町村からの提案や競技団体の意向、新施設の整備

計画を踏まえ、関係者と調整中。今年度は、照明や電源など映像制作の観点からも、各候補

会場が適切か否か等について検討・調整中。 

５ 選手村 

[選手村後利用の検討]  

メイン選手村となる名古屋競馬場跡地の将来のまちづくりを見据え、後利用基本構想を策

定中。進出意向のある民間事業者が参加する研究会での検討及び有識者による助言を受けな

がら、引き続き後利用の基本構想づくりを進める。 

[選手村の検討] 

・選手村から離れた競技会場については、選手村を分散させることを検討中。 

・メイン選手村及びその他の選手村の概ねの規模を設定し、選手村としての施設配置や整備方

法、ホテルや研修所の施設規模が不足するエリアにおける仮設施設の建設について検討中。 

６ 広報・ＰＲ 

・年間を通じ、県内の各イベントにおいてＰＲブースを出展 

・８月に開催される第 18 回アジア競技大会に合わせ、県内集客施設などにおけるＰＲイベン

ト及びテレビ番組などを活用したＰＲを実施するとともに、現地ジャカルタでの海外向けＰ

Ｒを実施予定。 

７ 地域活性化ビジョン 

大会の開催を観光振興や国際交流の促進など、地域の活性化につなげるため、学識者や

経済団体の意見などを踏まえながら、ビジョンを策定予定。 

平 成 3 0 年 ６ 月 ４ 日 
第 20 回アジア競技大会推進本部会議
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 第20回アジア競技大会の開催都市契約締結に向けた協議の現状について 

１．開催都市契約の概要 

  大会開催に当たって、当事者（アジア・オリンピック評議会（ＯＣＡ）、日

本オリンピック委員会（ＪＯＣ）、開催都市（愛知県・名古屋市））間の権利

義務関係を規定 

２．締結期限 

  平成30年９月25日 

  開催決定時（平成28年９月25日）に締結した基本契約で定めた当初の締結期

限（平成29年９月25日）を基本契約の変更契約により延長 

３．開催都市契約の修正状況 

 ○ ＯＣＡから提示された契約書案（13章・104条）の全条項について検証し、

修正を行ったほか、必要な条項の追加を協議 

○ 修正に当たっては、以下の 4 項目を基本的な観点として条項を調整 

（１）開催都市に権限のない条項や実施困難な条項の修正  

 権限を持つ機関に働きかける規定や実施できる内容に修正 

 （例）・国に権限のある事項（関係者の入国）や、民間企業のサービス提供

価格を管理するよう開催都市に義務付ける条項 

⇒開催都市は該当機関に働きかけるとした 

（２）数量や期間、水準など開催都市の負担軽減を図るための条項の修正  

  協議を通じて、または開催都市の裁量で決めることができるよう修正 

  （例）・選手村にはホテルを含むものとし、宿泊施設の提供数については上

限を設定するよう修正（“最低限”15,000 人分→“最大限”15,000

人分）

・安全、防火および医療サービスにおいて、開催都市が自ら費用を

負担して行うものとして規定する条項

⇒提供するサービスの手段や水準は、開催都市の単独の裁量によっ

て定めることができるよう修正 
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（３）ＯＣＡが一方的に有利な条項の修正  

 ＯＣＡと開催都市が対等な関係になる条項に修正 

 （例）・関係者の意見が異なるときに、最終決定権をＯＣＡが持つなどと定

められた条項

⇒関係者で協議して定めることができるように修正

（４）財政面及び商業面の義務に関する調整 

スポンサー収入などの配分は、ＯＣＡ50％、組織委員会50％となっていた

が、今後協議して定める一定金額を支払うことにより、全額を組織委員会の

収入とすることでＯＣＡと合意 

組織委員会が主体的にマーケティング戦略（スポンサー募集条件の決定、

マーチャンダイジング（グッズ等の商品化計画）など）をとれるように修正

（５）その他 

地震、台風の発生など不可抗力により大会の全部又は一部が開催できない

場合の対応・費用負担について定めた条項が存在しなかったため、規定を追

加 

今後の技術革新が想定される放送・ＩＴ分野に関する事項など、現時点で

の内容確定が困難な事項については、契約後に当事者間でさらに協議して定

める形に修正

４．今後の予定 

ＯＣＡからは既に主要な事項で合意が得られていることから、本年８月19

日にインドネシア・ジャカルタで開催される予定のＯＣＡ総会における契約

締結を目標に契約書の最終調整を実施 
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 開催都市契約の課題と修正の例

(1) 開催都市に権限のない条項や実施困難な条項の修正 

【課題のある規定及びその修正例】 

原案）開催都市及び組織委員会は、大会期間中、本都市内外のホテルの空室状況

及び価格を管理するため、特別の努力を尽くすものとする。

修正）開催都市等には、ホテルなどの民間企業の活動を統制する権限がないため、

  「価格を管理する」のではなく、不公正な値上げなどが行われないよう「関

係機関に働きかける」という開催都市の権限で実施可能な内容に修正

原案）組織委員会は、選手村・競技会場において、開会式の60日前から閉会式の

14日後までの間、スポンサー以外の企業の広告その他の商業活動が行われて

いないことを保証する。

修正）スポンサー以外の広告等を長期間撤去することは困難であるため、選手村

は開会式の14日前から閉会式の３日後までの間、競技会場は大会での使用期

間（準備期間を含む）に短縮するよう修正 

（同様の例） 

〇警備について、「あらゆる対策が講じられることを約束する」とする条項につ

いて、権限のある機関に働きかけることを約束する規定に修正 

〇公式ホテル内のバーやレストラン、ショップの深夜営業が認められることを開

催都市が保証すると規定する条項について、開催都市は関係機関に働きかけ

ることに修正 

〇参加チーム、ＯＣＡファミリー・ＶＩＰ等のために、特別な交通アクセスレー

ンや警察のエスコートを提供することとなっている条項について、開催都市の

裁量で必要な措置を行うことに修正 
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(2) 数量や期間、水準など開催都市の負担軽減を図るための条項の修正 

【課題のある規定及びその修正例】 

原案）大会に参加する選手等に対し、滞在中に生じるあらゆる健康状態につい

て、医療サービスを無償で提供する。 

修正）大会参加に支障の無い既往症について、投薬や治療を求められる例が過去

の大会においてあったことから、「その者の用務遂行に必要な範囲」を限定

するよう修正 

原案）選手村は、開会式の 2 週間前から閉会式の 3 日後まで、全ての必要サービ

スが完全に利用可能な状態で提供されるものとする。 

修正）調整のために早期に選手村に来ている選手などに対して「全ての必要サー

ビス」を提供することは、負担が大きいことから、サービスの期間は、協議

により短縮できるよう修正 

（同様の例） 

〇ＯＣＡ関係者の宿泊について、ＯＣＡの指名するホテルを無償で提供するもの

とする条項を、組織委員会が用意するホテルを提供することとし、協議により、

無償で提供する者の範囲を決定できるよう修正 

〇選手村における食事の提供時間について、毎日最低20時間となっている条項を、

競技プログラムを踏まえて、協議の上、20時間よりも少なくできるよう修正 
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(3) ＯＣＡが一方的に有利な条項の修正 

【課題のある条項及びその修正例】 

原案）ＯＣＡは、競技プログラムを変更する権利を有する。ＯＣＡによる変更の

結果として組織委員会に重大な悪影響が及ぶ場合、ＯＣＡと組織委員会は、

協議を行うものとするが、ＯＣＡと組織委員会とが対応策について合意しな

い場合は、ＯＣＡの決定が優先する。 

修正）ＯＣＡが一方的な変更権を持つ場合、その変更により組織委員会が一方的

に負担を課されるおそれがあるため、ＯＣＡと組織委員会が合意しない場

合、組織委員会はＯＣＡの意向に拘束されないよう修正 

原案）開催都市及び組織委員会は、ＯＣＡやその職員の作為・不作為により生じ

たあらゆる損害について、賠償請求権を放棄する。 

修正）ＯＣＡが自らの義務違反に対しても責任を負わない一方的な規定であるた

め、この部分は削除 

(4) 財政面及び商業面の義務に関する調整 

【知的財産権の原則的な取扱いと修正の方針】 

原案）ＯＣＡは、大会に関する知的財産権（ＯＣＡロゴや大会公式マスコット、

大会エンブレムなど）を所有し、ＯＣＡの裁量により、組織委員会に対し

て、知的財産権を譲渡し、又はライセンス付与することができる。 

修正）原案では、大会公式マスコットを活用した広報活動やライセンスグッズの

販売などの商業活動を組織委員会として自由に行うことが困難になるため、

知的財産権のうち、愛知・名古屋大会に限定される権利（大会公式マスコッ

トや大会エンブレムなど）は、最初から組織委員会が知的財産権を所有し、

自由に使用できるよう修正 

   大会の終了後は、組織委員会の解散手続の中で、この知的財産権をＯＣＡ

に無償譲渡するが、開催都市が大会公式マスコットを大会終了後も活用でき

るよう協議中 
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【商業収入の原則的な取扱いと修正の方針】 

〇組織委員会がスポンサー募集やグッズ製作などのマーケティング戦略を主体的

に実施できるよう修正 

○また、組織委員会の努力により、より多くの収入が確保できる形に修正 

〇スポンサー募集・グッズ製作 

【ＯＣＡ原案】 

ＯＣＡの代理店が実施 

【修正案】 

組織委員会の代理店が実施 

〇スポンサー・グッズ収入の配分 

【ＯＣＡ原案】 

ＯＣＡと組織委員会が50％ずつ受領 

【修正案】 

一定金額をＯＣＡに支払うことで、

収入のすべてを組織委員会が受領 
※金額は開催都市契約締結後に協議 

※支払い時期はできるだけ遅くなるよう

協議

〇スポンサー・グッズ収入の受領時期 

【ＯＣＡ原案】 

大会終了後にＯＣＡから受領 

【修正案】 

 スポンサー契約などの条件設定によ

り、大会前から受領可能 
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開催都市契約の内容（修正協議中の条項案） 

  1. 基本原則          

  1. 1 競技大会の組織運営の委託 

  1. 2 ガイドライン及びその他の指示の内容の変更 

  1. 3 競技大会の組織委員会の創設 

  1. 4 本契約の当事者となるＡＧＯＣ 

  1. 5 補償  

  1. 6 拘束力を伴う表明、保証及び誓約 

  1. 7 開催国政府の誓約 

  1. 8 会議の開催 

  1. 9 競技大会ＩＤカード／アクレディテーション及び開催国への入国

  2. 組織運営の原則         

  2. 1 矛盾する誓約又は活動の不存在 

  2. 2 契約の有効性 

  2. 3 輸送 

2. 4 環境保護 

  2. 5 ＡＧＯＣの基本計画 

  2. 6 警備 

  2. 7 安全、防火及び医療サービス 

  2. 8 特定の要員及び物品のための入国手続 

2. 9 ＡＧＯＣの進捗報告書 

  2.10 調整委員会 

  2.11 相互支援 

  2.12 アンチ・ドーピング 

  2.13 テクニカル・ディレクターの指名

  3. 宿泊施設の組織運営         

  3. 1 選手村 

  3. 2 メディアの宿泊施設 

  3. 3 ＯＣＡファミリーのための宿泊施設 

  3. 4 ＩＦ及びＡＦのための宿泊施設 

  3. 5 その他の宿泊施設 

  3. 6 競技大会の観客のための宿泊施設 

  4. 競技プログラムの組織運営        

  4. 1 競技プログラム 

  4. 2 デモンストレーション競技 

  4. 3 テスト（テスト・イベント） 

  4. 4 各競技に関する最低技術要件 

  4. 5 競技大会会場 

  4. 6 競技施設及びトレーニングサイト 

  4. 7 エントリー 
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  5. 文化プログラムの組織運営        

  5. 1 文化プログラム 

  6. 式典及び聖火リレー         

  6. 1 式典及び聖火リレーのコンセプト 

  6. 2 式典での実演 

  7. 知的財産権          

  7. 1 知的財産権の分類 

  7. 2 ＡＧ－ＩＰのＯＣＡへの譲渡 

  7. 3 ＯＣＡ－ＩＰの使用 

  7. 4 ＡＧ－ＩＰの使用 

  7. 5 ＡＧ－ＩＰの保護措置 

  7. 6 知的財産権保護プログラム 

  7. 7 ＯＣＡ－ＩＰの侵害 

  7. 8 ＡＧ－ＩＰの侵害 

  7. 9 支援及びスタッフの配置 

  7.10 ＡＧ－ＩＰのデザイン 

7.11 サービス提供業者との提携関係がないこと 

  8. 財政面及び商業面の義務        

  8. 1 競技大会の商業権及び商業収入 

  8. 2 支払い及び分配 

  8. 3 財務報告 

  8. 4 保証預託金 

  8. 5 競技大会の入場チケット 

  8. 6 競技大会会場での宣伝、広告及び他の商業活動 

  8. 7 マーケティングプログラム 

  9. 競技大会のメディア放送        

  9. 1 放送サービス 

  9. 2 情報及び技術 

 10. 輸送          

 10. 1 交通管理 

 10. 2 バス及び鉄道 

 10. 3 空港 

 10. 4 駐車施設 

 10. 5 一般的な交通支援 

 11. 解除          

 11. 1 ＯＣＡによる契約の解除 

 11. 2 競技大会統括団体又は本都市による契約の解除 
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 12. 不可抗力          

 12. 1 不可抗力による免責 

 12. 2 不可抗力による悪影響の排除 

 12. 3 不可抗力による本契約の解除 

 12. 4 解除通知 

 12. 5 経費の負担 

 13. 全般的な義務         

 13. 1 都市の美化 

 13. 2 電力及び廃棄物除去 

 13. 3 保険 

 13. 4 賭け及び八百長 

 13. 5 法律の制定、改正又は発効 

 13. 6 債務及び費用 

 13. 7 報道機関／広報 

 13. 8 営業時間 

 13. 9 本都市による全般的な表明及び保証 

 13.10 ＮＯＣによる全般的な表明及び保証 

 13.11 ＯＣＡによる全般的な表明及び保証 

 13.12 秘密保持 

 13.13 ＡＧＯＣの報告書及び財務諸表 

 14. 雑則          

 14. 1 明示的に参照されていない付属文書 

 14. 2 賠償金 

 14. 3 権限の委任 

 14. 4 競技大会統括団体又はＯＣＡによる譲渡 

 14. 5 過度の困難 

 14. 6 当事者の関係 

 14. 7 ＯＣＡ憲章 

 14. 8 優先順位 

 14. 9 競技大会統括団体と選手、ＩＦ又は国内オリンピック委員会との間の紛争解決

 14.10 署名人の権限 

 14.11 留保 

 14.12 通知 

 14.13 完全なる合意 

 14.14 変更 

 14.15 連帯責任の不存在 

 14.16 可分性 

 14.17 言語 

 14.18 解釈 

 14.19 腐敗の防止 

 14.20 準拠法及び紛争解決 

 14.21 副本 

 14.22 付属文書 
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第18回アジア競技大会（ジャカルタ・パレンバン）について 

主  催：アジア・オリンピック評議会（OCA）【本部：クウェート】 

開 催 地：インドネシア（ジャカルタ首都特別州及びパレンバン市） 

期  間：2018年8月18日（土）～9月2日（日）（16日間） 

参加国・地域：45の国と地域 

競 技 数：40競技（67種別・462種目） 

（競技数はジャカルタ・パレンバン大会調整委員会資料による）

【オリンピック競技28競技】 

アーチェリー、水泳、陸上、バドミントン、バスケットボール、ボクシング、カヌー、

自転車競技、馬術、フェンシング、サッカー、ゴルフ、体操、ハンドボール、ホッケー、

柔道、近代五種、ボート、ラグビー、セーリング、射撃、卓球、テコンドー、テニス／

ソフトテニス※、トライアスロン、バレーボール、ウェイトリフティング、レスリング 

※ソフトテニスは非オリンピック競技であるが、アジア競技大会では、テニス及びソフ

トテニスを併せて１競技として実施 

【東京オリンピック追加競技４競技】 

野球／ソフトボール、空手、スポーツクライミング、スケートボード（ローラースポー

ツとして実施） 

【非オリンピック競技８競技】 

ボウリング、ブリッジ、ジェットスキー、カバディ、マーシャルアーツ（柔術、武術太

極拳、プンチャック・シラット、クラッシュ、サンボ）、パラグライディング、セパタ

クロー、スカッシュ 
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第２０回アジア競技大会 競技会場の検討状況一覧表

市町村からの提案や競技団体の意向、新施設の整備計画を踏まえ、関係者と調整中

現在の調整状況

競泳／飛込み ① 名古屋市総合体育館（レインボープール）

ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ 50 浜松市総合水泳場

水球 51 サンフロッグ春日井

② 岡崎中央総合公園（多目的広場他） 左記会場で調整中

フィールド／トラック ③ 瑞穂公園陸上競技場

マラソン ③ 瑞穂公園陸上競技場（都心コース）

競歩 ④ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

⑤ ウィングアリーナ刈谷 会場変更も含めて再調整中

⑥ 豊橋市総合体育館

⑦ 一宮市総合体育館

⑧ 春日井市総合体育館 会場変更も含めて再調整中

スプリント ⑨ 長良川国際ボートコース（海津市、愛西市）

スラローム ⑩ 矢作川カヌースラロームコース（豊田市）

ポロ ⑪ 保田ケ池（みよし市）

トラックレース ⑫ 伊豆ベロドローム（伊豆市） 左記会場で調整中

ロードレース ⑬ 奥三河地域 具体のコースを検討中

マウンテンバイク ⑭ 名古屋市内 小幡緑地で調整中

BMXレース ⑮ 愛知県国際展示場駐車場 会場変更も含めて再調整中

⑯ 愛知県森林公園 左記会場で調整中

⑰ 愛知県国際展示場 左記会場で調整中

⑱ 豊田スタジアム

⑲ 港サッカー場

⑳ 豊田市運動公園球技場

ウェーブスタジアム刈谷

豊橋市民球技場

愛知カンツリー倶楽部 左記会場で調整中

体操 体操／新体操／トランポリン 名古屋市総合体育館（レインボーホール） 会場変更も含めて再調整中

武田テバオーシャンアリーナ

名古屋市稲永スポーツセンター

左記会場で調整中

競技／種別

水泳

アーチェリー

陸上競技

候補会場（平成29年8月時点）

左記会場で調整中

バドミントン

バスケットボール 会場変更も含めて再調整中

ボクシング

カヌー
・カヤック

左記会場で調整中

ゴルフ

ハンドボール 会場変更も含めて再調整中

自転車競技

馬術

フェンシング

サッカー 県外の会場も含めて再調整中

現在の調整状況

岐阜県グリーンスタジアム（各務原市） 左記会場で調整中

スカイホール豊田 会場変更も含めて再調整中

ランニング＆射撃／馬術 ⑯ 愛知県森林公園

フェンシング ⑧ 春日井市総合体育館

水泳 51 サンフロッグ春日井

⑨ 長良川国際ボートコース（海津市、愛西市） 左記会場で調整中

瑞穂公園ラグビー場 左記会場で調整中

海陽ヨットハーバー 左記会場で調整中

射撃 ピストル／ライフル／クレー 愛知県総合射撃場 左記会場で調整中

西尾市総合体育館 会場変更も含めて再調整中

名古屋市枇杷島スポーツセンター 会場変更も含めて再調整中

名古屋市東山公園テニスセンター 会場変更も含めて再調整中

－ 調整中 調整中

愛知県体育館

パークアリーナ小牧

ビーチバレーボール （仮称）碧南緑地ビーチコート 左記会場で調整中

ウエイトリフティング 吹上ホール 左記会場で調整中

岡崎中央総合公園（体育館） 会場変更も含めて再調整中

ナゴヤドーム

岡崎中央総合公園（市民球場）

小牧市総合運動場野球場

安城市総合運動公園ソフトボール場 左記会場で調整中

- 刈谷球場 安城市総合運動公園ソフトボール場に集約

稲沢グランドボウル 会場変更も含めて再調整中

愛・地球博記念公園野球場 左記会場で調整中

東海市民体育館 会場変更も含めて再調整中

愛知県武道館 会場変更も含めて再調整中

（仮称）瑞穂公園体育館 会場変更も含めて再調整中

ポートメッセなごや 左記会場で調整中

⑰ 愛知県国際展示場 左記会場で調整中

左記会場で調整中

競技／種別 候補会場（平成29年8月時点）

ホッケー

柔道

近代五種

野球 左記会場で調整中

ボート

ラグビー

セーリング

卓球

テコンドー

テニス・ソフトテニス

トライアスロン

バレーボール
バレーボール 会場変更も含めて再調整中

レスリング

野球・
ソフトボール

ソフトボール

スカッシュ

ボウリング

クリケット

カバディ

マーシャルアーツ

セパタクロー

スポーツクライミング

※ シンクロナイズドスイミングは、平成30年4月からアーティスティックスイミングに名称変更 

※
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（2019年度～2026年度）

平成30年度

（2018年度）

≪開催都市契約≫

≪組織委員会≫

☆組織委員会の設立

（平成31年5月以降）

ＮＦ（国内競技団体）

・関係者との調整
☆競技会場の決定 ☆実施競技・競技会場OCA承認

改修計画作成 改修工事 仮設設備工事

≪競技会場≫

設計

テストイベント実施

OCA・AF（アジア競技連盟）

との調整

☆設立準備委員会の設置

・4月 第1回会議

（各分野の検討）

各分野の計画検討・策定
☆各分野の計画の具体化

☆各種マニュアル・ガイドブック等の作成

≪アスリートの育成≫

≪大会開催基本計画≫ ☆作成・OCAへ提出

☆第18回アジア競技大会現地調査等

（選手村・輸送・警備基礎調査 等）

順次、組織拡充・強化、

各種専門委員会の設置

修正協議
☆平成30年9月

（締結期限）

≪選手村≫
基本設計・実施設計

(後利用施設／選手村仮設)
後利用施設工事

選手村仮設工事

分散宿泊地計画調整 基本設計・実施設計

(サービス施設、仮設住宅)
分散宿泊地仮設工事

後利用基本構想

の検討
民間事業者研究会の開催（～12月）

有識者による懇談会の開催

(分散検討)

国際スポーツ大会の競技会場としての適合性調査

国際映像制作適合性調査

方針・方策の検討 実施

開催までの取組予定

全国・アジアでの開催周知や盛上げ

☆エンブレム・マスコット等の作成

≪広報・ＰＲ≫

策定作業
反映 反映

☆Version２作成見直し作業

☆事業者の

公募・選定

☆基本構想

の策定

選手村の分散検討

施設改修のための

市町村調整

第18回アジア競技大会開催

に合わせたＰＲ
開催周知

≪地域活性化ビジョン≫

ビジョン策定 ビジョンに基づく

施策の実施

後
利
用
整
備

第
20
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
開
催

・12月第2回会議（予定）

研究会参加希望者

募集（5/18～6/21）

地域活性化ビジョンの検討
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