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人権尊重都市・東京の実現に向けて
　2020年、オリンピック・パラリンピック競技大会が東京で開催されます。
　世界中のアスリート、大会を訪れる様 な々国のお客様、そして東京
に住む私たち自身にとっても史上最高のオリンピック・パラリンピックと
なる東京2020大会を目指しています。
　国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のオリンピック憲章には、オリンピズム
の根本原則として、オリンピックは人権に配慮した大会であることがう
たわれています。
　女性も、男性も、子供も、高齢者も、障害のある方も、ＬＧＢＴの方も、
誰もが希望を持っていきいき生活でき、活躍できる都市。多様性が尊
重され、温かくて、優しさにあふれる都市、それが私の目指す「ダイ
バーシティ」が実現した東京の新しい姿です。この「ダイバーシティ」
を実現することこそがオリンピック憲章の求める理念の実現に他なり
ません。
　東京都は平成27（2015）年８月、「東京都人権施策推進指針」の
見直しを行い、さらに平成30（2018）年10月には「東京都オリンピック
憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定しま
した。社会経済状況の変化が激しさを増す中、人権を取り巻く状況
は複雑多様化し、新しい人権課題も顕在化しております。
　東京都は、人権課題に迅速かつ的確に対応し、効果的な人権施
策に全力で取り組み、2020年、そしてその先にある明るい未来の東
京を描いてまいります。
　1964年の前回大会は戦後の復興を印象付けるものでした。東京
2020大会は、成熟都市として迎えます。そして、史上初めて同一都
市で二度目のパラリンピックを開催します。私はそうした本大会を、誰
もが「優しさ」を感じられるまちを実現する契機としていきたいと思いま
す。都民の皆様の力を結集し、大会を成功させ、人権が尊重される
都市・東京を実現して参りましょう。

このオリンピック憲章の定める権利および自由は
人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、
政治的またはその他の意見、
国あるいは社会的な出身、財産、出自や
その他の身分などの理由による、
いかなる種類の差別も受けることなく、
確実に享受されなければならない。

国際オリンピック委員会「オリンピック憲章」
（日本オリンピック委員会・2017年版・英和対訳）より
オリンピズムの根本原則　第6項　
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4 5

オリンピック・
パラリンピックと人権

「オリンピズム」を知っていますか？

パラリンピックと人権

　オリンピズムとは、オリンピックの「あるべき姿」を示した理想で
あると言われています。国際オリンピック委員会（IOC）が定める
「オリンピック憲章」には、オリンピックは「人権に配慮された」ス
ポーツの祭典であることが明確にうたわれています。

４　　スポーツをすることは人権の１ つである。すべての個人はい
　　かなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基
　　づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。オリ
　　ンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とと
　　もに相互理解が求められる。
6　 　このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の
　　色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国
　　あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由
　　による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受さ
　　れなければならない。

　国際パラリンピック委員会（IPC）も「IPCハンドブック」で人権尊
重の理念を強く表明しています。
　私たちは、東京2020大会の開催都市として、これらの理念を実現
することが求められています。

　様々な障害のあるアスリートたちが創意工夫を凝らして限界
に挑むパラリンピックは、多様性を認め、誰もが個性や能力を発
揮し活躍できる公正な機会が与えられている場です。社会の中
にあるバリアを減らしていくことの必要性や、発想の転換が必
要であることにも気付かせてくれます。

IPC はパラリンピックの価値として次の４つを掲げています。

「勇気 (Courage)」　「強い意志 (Determination)」
「公平 (Equality)」　「インスピレーション (Inspiration)」

４　　IPCは、スポーツが平和の推進に寄与し、万人に対して人間の
　　尊厳と平等を守るものであると信じている。

オリンピズムの根本原則（抜粋）

人権に関する立場表明（抜粋）

コラム パラリンピックの価値

（IPCハンドブックより）

国際オリンピック委員会「オリンピック憲章」
（日本オリンピック委員会・2017年版・英和対訳）より
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東京大会と人権 東京都オリンピック憲章にうたわれる
人権尊重の理念の実現を目指す条例

　東京 2020大会ビジョンでは、３つの基本コンセプトが掲げられ
ています。「全員が自己ベスト」「未来への継承」と並んで示されてい
るのが「多様性と調和」です。
　これは、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障害の有無
など、あらゆる面での違いを肯定し、自然に受け入れ、互いに認め合
うことで社会は進歩するのであり、 東京 2020 大会を、世界中の
人々が多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会をはぐくむ
契機となるような大会とする、という想いが込められています。

東京都の人権施策推進指針
　東京都は、東京 2020大会の開催を契機に、人権尊重都市・東京
の実現を目指しています。
　このため、東京都は、以下に掲げた基本理念の下、人権施策の推進
に取り組み、国際都市にふさわしい人権が保障された都市を目指し
ます。

　東京都は、東京 2020大会の開催を契機として、いかなる種類の
差別も許されないというオリンピック憲章にうたわれる人権尊重の
理念が、広く一層浸透した都市となることを目的として条例を制定
しました。

条例の概要
① オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
② 多様な性の理解の推進
③ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進

6 7

東京2020大会のビジョンに
掲げられた「多様性と調和」

基本理念
① 人間としての存在や尊厳が尊重され、思い
　 やりに満ちた東京
② あらゆる差別を許さないという人権意識が
　  広く社会に浸透した東京
③ 多様性を尊重し、そこから生じる様々な違
　 いに寛容な東京
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□アスリートからメッセージ

8 9

有森 裕子さん

□バルセロナ、アトランタと２大会
連続で出場されたオリンピックは、
どのような舞台だったでしょうか。
　オリンピックは本当に、生きてい
くための最高の手段、きっかけに
なった場なので、自分自身を前に進
ませてくれた最高の舞台でしたね。

□海外遠征などで外国に行くと、そ
の国で自分が「外国人」になります
が、どう対応していましたか。
　言葉が通じないし、文化が違って
いて困ることも多いですけれど、と

にかく助けてもらうしかないので、恥も外聞もなく自分からどんど
んアプローチしていきました。少しずつ親しくなって、次にマナー
であったり大事な言葉などを一つずつ教えてもらいました。話しか
けると同時に相手から教えてもらうようにしていましたね。

□外国の選手と交流するときに大切にしていることはありますか。
　知らないというところで固定概念を持たないことですね。こうで
はないか、ああではないかと思いながら話をするのではなく、その
ときそのときの感覚でお互いを知ろうとすることです。この人はこ
うだと勝手に思わないで、なるべくシンプルに接していくというこ
とですね。

　それと、外国の選手はレースの時は戦う相
手なのですけれど、レースが終わったらいい
仲間というか、ともに戦う同志のような感じ
でコミュニケーションをとっていました。同
じ道を選び、生きていく相手に対するリスペ
クトは大事にしていました。

□東京2020大会のビジョンには「多様性と調和」が示されていま
すが、多様性を尊重するためにどのようにすれば良いでしょうか。
　他の人が「自分と違う」ということは思っていいと思います。障害
だけではなくて、肌の色もそうですし、言語もそうです。まず、そう感
じることはいいと思います。その感覚を持たないで、全てを受け入れ
なさいというのは違うと思いますし、とても難しいことだと思いま
す。
　違いがあることの中で、一緒に生きていかなければならないわけ
ですから、お互いを知ろうとする、分かろうとする、そのように努力
することが大事だと思います。

□知的発達障害のある人をサポートする「スペシャルオリンピックス
日本」の理事長をされていますが、障害のある人もない人も共に理解
するにはどうしたらよいのでしょうか。
　障害のある人といっても本当に様々で、声をかけて欲しいという
人がいれば、声をかけて欲しくないという人もいるのですね。
　以前、視覚障害のある人が何かにぶつかりそうになった時に、危な
いと思って「どこに行くのですか。」と、いきなり触ってしまったこと
がありました。そうしたら、その方に「私がどこに行きたいか知らな
いでしょう。」と、すごい勢いで怒られたこ
とがありました。それからも、障害のある
人を見ると気になるのですが、手を出して
よいのかどうか考えてしまいます。だか
ら、まずは「何か困っていますか。」と聞く
ようにしています。また、障害のある人も
困っていたら「ちょっと済みません。」と一
言声を出してくれれば、こちらも手を出し
やすくなると思います。お互いが気持ちを
発してほしいと思います。

障害のある人もない人も、
お互いが気持ちを発しましょう。

■有森裕子（ありもり ゆうこ）
1992年バルセロナ、1996年アトランタの五輪メダリ
スト。2007年に競技を引退し、現在は、ハート・オブ・ゴ
ールド代表理事、スペシャルオリンピックス日本理事
長など、あらゆるフィールドで活躍。
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1992年バルセロナ、1996年アトランタの五輪メダリ
スト。2007年に競技を引退し、現在は、ハート・オブ・ゴ
ールド代表理事、スペシャルオリンピックス日本理事
長など、あらゆるフィールドで活躍。
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□リオのパラリンピックは、一ノ瀬さんにとってどのような大会で
したか。
　パラリンピックはどの国際大会とも違う雰囲気で別格だと聞い
てはいたのですが、自分の力を発揮することができず、悔しさだけ
が残る試合でした。
　一方で、ブラジルの選手が金メダルをとって国歌が流れたとき
に、会場中の人が会場が揺れるぐらいの声でブラジル国歌を熱唱し
ていて、すごい圧倒されました。これが日本に来るんだと考えたと
きに、すごいなって感じたのを覚えています。東京では絶対に自分
も活躍したいという気持ちになりました。

□リオの人々の温かさ・優しさをどのように感じましたか。
　リオのパラリンピックは人の優しさや温かさで成り立っていた
と思います。ボランティアの人もすごく優しいし、温かいし。ハード
の面では日本の方が良いと思いますが、そういう人の温かさとか人
柄というのが選手には直接影響するので、東京もそういったところ
がリオみたいになれば良いなと思います。

□パラスポーツを日本でもっと盛り上げるためには、どんなことが
必要だと思いますか。
　まずはパラスポーツを知ってもらうことです。パラスポーツ独特
のルールや面白さがあり、パラスポーツにしかない種目もありま
す。試合会場に一度見に来ていただければ、よりパラスポーツを
知ってもらえると思います。

■ 一ノ瀬メイ（いちのせ めい）
1997年3月生まれ。近畿大学体育会水上競技部所属。
先天性右前腕欠損症。1歳半から水泳をはじめ、2010
年史上最年少でアジア大会出場、50ｍ自由形（S9）で
銀メダル獲得。2016年リオデジャネイロパラリンピッ
クでは8種目に出場。

□パラ競泳の魅力はどのようなところで
しょうか。
　陸上だと肢体不自由の場合、下肢障害、
上肢障害、麻痺、車椅子、と障害の種類でク
ラス分けされますが、水泳の場合は、それ
らの障害の程度でクラス分けされるため、
下肢障害の選手と上肢障害の選手が競う
こともあります。そのため、種目によって
強みが変わり、下肢障害のある選手はス
タートで出遅れますが、腕が使える分持久
力があって後半で追い上げるという、そういう面白さがあると思いま
す。道具を使わず、体一つで勝負をすることもパラ競泳の魅力です。

□東京2020大会には多くのパラリンピアンがやってきます。障害
のある人に手を差し伸べるためには、どのようなことが大事だと思
いますか。
　パラの世界にいると、みんなが違うのが当たり前なので、違いを認
め合うのが当たり前なんです。また、一口に障害者とまとめられて
も、脳性麻痺がいたり、知的障害がいたり、車椅子、視覚障害、欠損と
か、程度も内容も全然違うので、私は全盲の人の気持ちは分からない
し、車椅子で生活している人の気持ちだって分かりません。
　自分の中で大事にしていることは、まずは知ろうとすることです。
車椅子の子にも気になったことは聞きます。「何を手伝ってほしい？」
とか「車椅子を押されたら逆にうざい？」とか。そうしたら「坂道は押
してもらえると助かるけど、それ以外は自分でできるからいいよ。」っ
て教えてくれます。本人に聞くと、ここはこうして欲しいというのが
分かってきます。困ったときに助けてもらいたいのは障害があって
もなくてもみんな同じじゃないですか。
　結局、みんな考えていることは同じだと理解していれば、声をかけ
やすいのかなと思います。だから、「みんな違って、みんな同じ」が
キーワードかなと、最近自分では思っています。

近畿大学提供

近畿大学提供
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ここにも注目！
オリンピック・パラリンピック

東京1964大会から東京2020大会へ
　アジアで初めて開催された1964年の東京大会。オリンピックに
は当時の史上最多となる93の国と地域が参加し、5,000人を超える
選手が世界から集まりました。
　一方、2016年のリオ大会の参加国・地域等は｢207｣。
　半世紀ぶりの東京2020大会には、東京1964大会の２倍近いトッ
プアスリートとともに、世界中の文化、価値観に触れるチャンスが
東京にやってきます。
　大会の開催をきっかけに、一人ひとりがこれまで以上に障害のあ
る方や外国人など様々な立場の人への理解を深め、東京の街を誰も
が優しさを感じられるまちにしていきましょう。

視覚障害を支えるサポーター
　目を閉じたら、皆さんは歩くことができますか？おそらく、いつも
通りに歩くことはできなくなるのではないでしょうか。
　視覚障害のある選手が、安心して、ベストを尽くして競技に取り組
むことができるのは、選手をサポートする人たちがいるからです。
　例えば、５人制サッカーでは、声でゴール位置を伝える「ガイド」、
最後尾から指示を送る「ゴールキーパー」がいます。ガイドは味方が
攻めるゴール裏に立ち、ゴールの位置を選手に伝えます。ゴールキー
パーはゴールを守るだけでなく、最後尾から守備の指示を出します。
　選手たちはボールの音とお互いの声を頼りにプレーするため、彼
らなしでは試合が成り立たないほど重要です。
　その他にも、陸上競技、自転車、水泳等様々な競技でサポーターは
活躍しています。
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大会を通して
‶人権”を見つめなおそう

「多様性の尊重」
　近年のオリンピック・パラリンピック競技大会では、「多様性（ダ
イバーシティ）」が強調されています。これはオリンピック・パラリ
ンピックに多種多様な人々が参加し、オリンピック・ムーブメント
(※) を広めていくという考え方に基づいています。
　東京 2020大会を全ての人が参加し、楽しめる大会として成功さ
せ、その先の多様性が尊重された共生社会を実現するため、私たち
一人ひとりが身近な人権課題をもう一度見つめ直してみましょう。

障害のある方への対応
　障害のある方にとってのバリアは、店舗等における段差などの「物
理的バリア」などハードのバリア以外にも、情報の入手が困難などの
「情報面のバリア」や、偏見や差別などの「心のバリア」などがあります。
　東京は、世界で初めて２回目のパラリンピックを開催する都市で
す。大会をきっかけに、バリアフリーの街づくりを進めるとともに障
害への理解を深め、障害の有無に関わらず、誰もが互いに尊重し、支
えあう共生社会を実現しましょう。

外国人の人権
　東京 2020大会には、選手だけでなく、多くの観光客が日本に訪
れます。日本の「おもてなし」の質の高さが世界的に称賛される一方、
言語・文化・宗教・生活習慣などの違いへの無理解から、外国人に
対する差別や偏見が見られます。近年、特定の民族や国籍の人々を排
斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチとして社会的問題と
なっています。これらの言動は、一人一人の人権が尊重され豊かで安
心して生活できる成熟した社会を実現する観点からあってはならな
いことです。
　オリンピック・パラリンピックは世界的なスポーツの祭典であり、
「平和の祭典」とも言われます。国籍や人種など
を超えて、世界トップクラスのアスリートが躍
動する姿を通し、外国人と日本人が互いを尊重
し合い、多様性を受け入れることの大切さを考
えてみましょう。

※スポーツを通じて、心身ともに調和の
　とれた人間を育て、友情、連帯、フェア
　プレーの精神を培い相互に理解し合う
　ことにより世界の人々が手をつなぎ、世
　界平和を目指す運動。
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日本パラリンピック委員会（JPC）HP
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会HP
　https://tokyo2020.org/jp/

東京都総務局人権部
HP「じんけんのとびら」
　http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/
人権部ツイッター
　https://twitter.com/tocho_jinken
東京都公式動画チャンネル「東京動画」（人権の動画一覧）
https://tokyodouga.jp/100000/100300/100301/list.html

東京都人権プラザ（オリンピック・パラリンピック特別展示開催中）
　http://www.tokyo-hrp.jp/

古紙配合率 70％再生紙を使用しています
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