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Ⅰ「2020 年に向けた実行プラン」の策定からこれまでの経緯 

１ 「2020 年に向けた実行プラン」の策定（2016（平成 28）年 12 月） 

（「実行プラン」の策定） 

 都は、2016（平成 28）年 12 月、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会の成功とその先の東京の未来への

道筋を明瞭化するため、2017（平成 29）年度から 2020（平

成 32）年度までの４か年の実施計画として、「都民ファース

トでつくる『新しい東京』～2020 年に向けた実行プラン～」

（以下「実行プラン」という。）を策定した。「実行プラン」

では、４か年の政策展開にとどまらず、2020 年以降の持続

的な成長を目指すため、「東京の成長戦略の方向性」を示す

とともに、「Beyond2020」として、明るい東京の未来像の一

端も描いている。 

 

（体系とコンセプト） 

 「実行プラン」を進めた先に目指すものは、「新しい東京」、すなわち「誰もが安心して

暮らし、希望と活力を持てる東京」、「成長を生み続けるサステイナブルな東京」、「日本の

成長エンジンとして世界の中で輝く東京」をつくることである。 

 この「新しい東京」を実現するため、安全・安心・元気な「セーフ シティ」、誰もがい

きいきと生活できる、活躍できる「ダイバーシティ」、世界に開かれた、環境先進都市、国

際金融・経済都市「スマート シティ」の「３つのシティ」という新しい概念に沿って展開

することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2020 年に向けた実行プラン」の政策の強化 

 

体系・コンセプト 

＜「2020 年に向けた実行プラン」＞ 
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（「３つのシティ」と政策の柱） 

 「３つのシティ」の実現に向け、「実行プラン」では 23 の政策の柱を掲げ、 

それぞれについて、可能な限り数値化した政策目標を設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＰＤＣＡサイクルの運用） 

「実行プラン」に掲げた政策は、確実に実行し成果を出すことで、初めて意義のあるも

のとなる。そのため、「実行プラン」では、施策の実施、進行管理・評価、改善・見直しと

いうＰＤＣＡサイクルを策定段階から組み込んでいる。具体的には、策定時に約 500 の政

策目標を定めるとともに、４か年の政策展開について具体的な工程を示すことで、各政策

における年度別の進行を明瞭化した。「実行プラン」の推進に当たっては、このＰＤＣＡサ

イクルをしっかりと回し、各年度の事業の進捗、事業実施で得られた成果や課題を客観的

に把握・検証しながら、政策を強化していくこととした。 

 

２ 「実行プラン」の政策の強化 

（政策の強化の考え方） 

 ＰＤＣＡサイクルの「Ａ」（Action）に当たるのが「実行プラン」の政策 

の強化である。施策の進行管理・評価、改善・見直しを実施していく中で、 

「３つのシティ」と政策の柱 

 

政策の柱１ 地震に強いまちづくり 

政策の柱２ 自助・共助・公助の連携による防災力の向上

政策の柱３ 豪雨・土砂災害対策 

政策の柱４ 都市インフラの長寿命化・更新 

政策の柱５ まちの安全・安心の確保 

政策の柱６ まちの元気創出 

政策の柱７ 多摩・島しょ地域のまちづくり 

 

セーフ シティ もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京 

 

政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち 

政策の柱２ 高齢者が安心して暮らせる社会 

政策の柱３ 医療が充実し健康に暮らせるまち 

政策の柱４ 障害者がいきいきと暮らせる社会 

政策の柱５ 誰もが活躍できるまち 

政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち 

政策の柱７ 未来を担う人材の育成  

政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会 

ダイバーシティ 誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京 

 

政策の柱１ スマートエネルギー都市 

政策の柱２ 快適な都市環境の創出 

政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全 

政策の柱４ 国際金融・経済都市 

政策の柱５ 交通・物流ネットワークの形成 

政策の柱６ 多様な機能を集積したまちづくり 

政策の柱７ 世界に開かれた国際・観光都市 

政策の柱８ 芸術文化の振興 

スマート シティ 世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京 
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明らかになった課題等を踏まえつつ、社会情勢の変化や新たな都民ニーズをタイムリーに

反映させ、新規施策の構築や、既存施策の見直しを行い、「実行プラン」の政策の強化を毎

年度実施していくこととした。 

 

（「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（平成 30 年度））(2018（平成 30）年１月) 

「実行プラン」策定後、最初の政策の強化に当たっては、「実行プラン」が目指す「３つ

のシティ」の実現をより確かなものにするため、都市の活力の源となる「人」に着目した

政策を重点的に展開することとし、「重点政策方針２０１７ 人が生きる、人が輝く東京へ」

を打ち出した。この方針に加え、「実行プラン」の事業実施状況レビュー結果、社会情勢の

変化や新たな都民ニーズ等を反映させ、新規施策の構築や既存施策の見直しを行い、2018

（平成 30）年１月、「『３つのシティ』の実現に向けた政策の強化（平成 30 年度）～2020

年に向けた実行プラン～」を取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実行プラン」策定から政策の強化（平成 30 年度）公表まで 

◆2016（平成 28）年 12 月 「2020 年に向けた実行プラン」公表 

◆2017（平成 29）年７月 「重点政策方針２０１７ 人が生きる、人が輝く東
京へ」公表 

◆2017（平成 29）年９月 事業実施状況レビュー結果を公表 

◆2018（平成 30）年１月 「『３つのシティ』の実現に向けた政策の強化（平成
30 年度）～2020 年に向けた実行プラン～」を公表 

 

 
毎年度のＰＤＣＡサイクルの運用を徹底し、政策を展開していく上で明らかになった課題を

踏まえるとともに、社会情勢の変化等を反映し、毎年度、政策の強化を実施する。 

【「実行プラン」と政策の強化との関係】 
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Ⅱ「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2019 年度） 

１ 政策の強化（2019 年度）の取りまとめに向けた考え方 

（都政を取り巻く課題） 

 東京 2020 大会の開催が目前に迫る今、都は何よりもまず、大会の成功に向け、公共施設

のバリアフリー化、暑さ対策、働き方改革等を更に加速させていく必要がある。また、こ

れから直面する人口減少や、更なる高齢化の進展の中でも持続可能な成長を実現し、世界

の都市間競争を勝ち抜いていくため、女性・若者・高齢者など、全ての人の活躍を促進す

るとともに、世界に冠たる国際金融都市を実現するなど、東京の成長に向けた政策を戦略

的に推進していかなければならない。 

 さらに、昨年７月の豪雨災害など近年頻発する風水害や、いつ起こってもおかしくない

首都直下地震への備えを万全にしていくなど、喫緊の課題への対応も欠かせない。 

 そこで、2018（平成 30）年７月、次年度以降に向けた政策の強化を進めるための方針と

して「重点政策方針２０１８ Ｔｏｋｙｏ ともに創る、ともに育む」を策定した。 

 

（重点政策方針２０１８ Ｔｏｋｙｏ ともに創る、ともに育む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人」と「人」をつなぎ、東京の活力を生み出す８つの戦略 

 

   戦略１ みんなでつくる強固な防災対応力を備えるまち 

戦略４ 誰もが輝き、経済の成長を創出するまち 

戦略３ 次世代につなぐスマートで快適なまち 

戦略２ 活気に満ち、人がふれあう魅力的なまち 

戦略７ 誰もが活躍し、活き活きと暮らせるまち 

戦略５ 安心して子供を産み育てることができるまち 

戦略６ 人生１００年時代を豊かに過ごせるまち 

戦略８ 東京・日本の未来を支える人を育むまち 

セーフ シティ ダイバーシティ スマート シティ 

東京２０２０大会のレガシーとなる取組

多摩・島しょの振興 

東京の持続的成長を支えるＩＣＴの活用 
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（事業実施状況レビュー結果）（2018（平成 30）年９月） 

 2018（平成 30）年９月、「実行プラン」初年度に当たる 2017（平成 29）年度の事業実施

状況レビュー結果を公表した。ここでは、「実行プラン」に掲げる主な政策目標や事業につ

いて、これまでの実績や目標達成に向けた取組・課題などを具体的に示すとともに、全て

の政策目標及び年次計画の進捗状況を一覧化し、「実行プラン」全体の取組状況を明らかに

した。 

 

２ 政策の強化（2019 年度）の概要 

 「実行プラン」及び「政策の強化（平成 30 年度）」をベースに、ＰＤＣＡサイクルの運

用プロセスの中、重点政策方針、事業実施状況レビュー結果、更には喫緊の課題や社会情

勢の変化等を十分に踏まえ、新たな政策目標の設定や新規施策の構築、既存の政策目標や

施策の見直し・拡充等を行い、「『３つのシティ』の実現に向けた政策の強化（2019 年度）」

を取りまとめた。２度目の政策の強化を行った「実行プラン」のもと、都は、東京 2020 大

会の成功及び「３つのシティ」の確実な実現に向け、更に積極的に政策を展開していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策の強化 

○新規政策目標の設定、 

既存政策目標の見直し 

○新規施策の構築、 

既存施策の見直し・拡充 

政策を強化した部分について取りまとめた内容を 

「『３つのシティ』の実現に向けた政策の強化（2019 年度）」として公表 

・「重点政策方針」に掲げる 

「人」に着目した戦略 

・国際金融、特区活用等、 

戦略的な政策課題や東京

2020 大会の成功に向けた

課題への対応 

・事業実施状況レビュー 

の結果 

セーフ シティ ダイバーシティ スマート シティ 

２０２０年に向けた実行プラン 

「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（平成 30 年度） 

・社会情勢の変化や都民ニー

ズなど、喫緊の課題に対応 

（単位：億円）

政策の柱名

8,462 2,716 33,657

政策の柱１ 地震に強いまちづくり 3,836 945 15,316

政策の柱２ 自助・共助・公助の連携による防災力の向上 738 591 2,615

政策の柱３ 豪雨・土砂災害対策 923 855 3,594

政策の柱４ 都市インフラの長寿命化・更新 1,540 83 6,432

政策の柱５ まちの安全・安心の確保 121 72 400

政策の柱６ まちの元気創出 679 75 2,800

政策の柱７ 多摩・島しょ地域のまちづくり 626 95 2,502

6,143 1,214 17,349

政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち 1,313 128 4,526

政策の柱２ 高齢者が安心して暮らせる社会 463 330 1,754

政策の柱３ 医療が充実し健康に暮らせるまち 165 86 534

政策の柱４ 障害者がいきいきと暮らせる社会 568 18 1,824

政策の柱５ 誰もが活躍できるまち 218 111 825

政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち 1,436 76 2,949

政策の柱７ 未来を担う人材の育成 634 367 2,167

政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会 1,346 99 2,771

7,808 2,893 27,042

政策の柱１ スマートエネルギー都市 1,613 357 3,959

政策の柱２ 快適な都市環境の創出 1,342 425 5,308

政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全 463 201 2,170

政策の柱４ 国際金融・経済都市 914 378 2,292

政策の柱５ 交通・物流ネットワークの形成 2,413 1,273 9,349

政策の柱６ 多様な機能を集積したまちづくり 313 8 1,103

政策の柱７ 世界に開かれた国際・観光都市 511 194 1,834

政策の柱８ 芸術文化の振興 241 56 1,029

17,202 5,530 62,728

※事業費は、計数等未整理につき変動することがある。

※事業費は、一般会計、公営企業会計などを含む全会計分である。

※事業費は、表示単位未満を四捨五入して計上している。

※各シティ及び各政策の柱は再掲事業を含めた金額であり、総計は本掲事業のみを積み上げた金額である。

※各シティ及び各政策の柱は、それぞれ四捨五入して計上しているため、各シティの金額は各政策の柱の合計と一致しない。

※政策の強化分事業費は、新規事業及び見直し・拡充した事業の事業費を積み上げた金額である。

（単位：億円）

みんなでつくる強固な防災対応力を備えるまち 5,079

活気に満ち、人がふれあう魅力的なまち 2,718

次世代につなぐスマートで快適なまち 855

誰もが輝き、経済の成長を創出するまち 522

安心して子供を産み育てることができるまち 583

人生１００年時代を豊かに過ごせるまち 423

誰もが活躍し、活き活きと暮らせるまち 116

東京・日本の未来を支える人を育むまち 957

総計 11,254

※事業費は、計数等未整理につき変動することがある。

※事業費は、一般会計、公営企業会計などを含む全会計分である。

※事業費は、表示単位未満を四捨五入して計上している。

セーフ シティ　～もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京～

ダイバーシティ　～誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京～

スマート シティ　～世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京～

総計　　

戦略１

重点政策方針２０１８　Ｔｏｋｙｏ　ともに創る、ともに育む　 平成31年度事業費一覧    

３つのシティ 平成31年度
事業費

平成31年度
政策の強化分

事業費

４か年事業費
（29-32年度）

2020年に向けた実行プラン　事業費一覧                                                      

戦略６

戦略７

戦略８

戦略２

戦略３

戦略４

戦略５
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（単位：億円）

政策の柱名

8,462 2,716 33,657

政策の柱１ 地震に強いまちづくり 3,836 945 15,316

政策の柱２ 自助・共助・公助の連携による防災力の向上 738 591 2,615

政策の柱３ 豪雨・土砂災害対策 923 855 3,594

政策の柱４ 都市インフラの長寿命化・更新 1,540 83 6,432

政策の柱５ まちの安全・安心の確保 121 72 400

政策の柱６ まちの元気創出 679 75 2,800

政策の柱７ 多摩・島しょ地域のまちづくり 626 95 2,502

6,143 1,214 17,349

政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち 1,313 128 4,526

政策の柱２ 高齢者が安心して暮らせる社会 463 330 1,754

政策の柱３ 医療が充実し健康に暮らせるまち 165 86 534

政策の柱４ 障害者がいきいきと暮らせる社会 568 18 1,824

政策の柱５ 誰もが活躍できるまち 218 111 825

政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち 1,436 76 2,949

政策の柱７ 未来を担う人材の育成 634 367 2,167

政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会 1,346 99 2,771

7,808 2,893 27,042

政策の柱１ スマートエネルギー都市 1,613 357 3,959

政策の柱２ 快適な都市環境の創出 1,342 425 5,308

政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全 463 201 2,170

政策の柱４ 国際金融・経済都市 914 378 2,292

政策の柱５ 交通・物流ネットワークの形成 2,413 1,273 9,349

政策の柱６ 多様な機能を集積したまちづくり 313 8 1,103

政策の柱７ 世界に開かれた国際・観光都市 511 194 1,834

政策の柱８ 芸術文化の振興 241 56 1,029

17,202 5,530 62,728

※事業費は、計数等未整理につき変動することがある。

※事業費は、一般会計、公営企業会計などを含む全会計分である。

※事業費は、表示単位未満を四捨五入して計上している。

※各シティ及び各政策の柱は再掲事業を含めた金額であり、総計は本掲事業のみを積み上げた金額である。

※各シティ及び各政策の柱は、それぞれ四捨五入して計上しているため、各シティの金額は各政策の柱の合計と一致しない。

※政策の強化分事業費は、新規事業及び見直し・拡充した事業の事業費を積み上げた金額である。

（単位：億円）

みんなでつくる強固な防災対応力を備えるまち 5,079

活気に満ち、人がふれあう魅力的なまち 2,718

次世代につなぐスマートで快適なまち 855

誰もが輝き、経済の成長を創出するまち 522

安心して子供を産み育てることができるまち 583

人生１００年時代を豊かに過ごせるまち 423

誰もが活躍し、活き活きと暮らせるまち 116

東京・日本の未来を支える人を育むまち 957

総計 11,254

※事業費は、計数等未整理につき変動することがある。

※事業費は、一般会計、公営企業会計などを含む全会計分である。

※事業費は、表示単位未満を四捨五入して計上している。

セーフ シティ　～もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京～

ダイバーシティ　～誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京～

スマート シティ　～世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京～

総計　　

戦略１

重点政策方針２０１８　Ｔｏｋｙｏ　ともに創る、ともに育む　 平成31年度事業費一覧    

３つのシティ 平成31年度
事業費

平成31年度
政策の強化分

事業費

４か年事業費
（29-32年度）

2020年に向けた実行プラン　事業費一覧                                                      

戦略６

戦略７

戦略８

戦略２

戦略３

戦略４

戦略５
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【本冊子内における記載について】 

 

○ 【新規】に関する表記について 

 第２章「『３つのシティ』の実現に向けた政策の強化」において、2016 年 12 月に策

定した「実行プラン」及び 2018 年１月に策定した「政策の強化（平成 30 年度）」に

記載していない内容のうち、2019 年度から新たに展開する内容が含まれる施策につい

ては、記述の末尾に「【新規】」と表記しています。 

 

○ （再掲）に関する表記について 

第２章の「強化した政策目標」「新たに設定する政策目標」、「2020 年に向けた主な

政策展開」において、複数の政策分野に関連する政策目標・施策については、最も関

連が深い政策分野以外の記述の末尾に、「（再掲）」又は「（再掲：○頁）」等と表記し

ています。 

 

○ 語句等に付された「＊」について 

 語句等の末尾に「＊」を付しているものは、用語解説ページを参照してください。 
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