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１ 「東京都長期ビジョン」と「2020 年に向けた実行プラン」との関係 

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） 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 

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） 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 

世界に開かれた、環境先進都市、国際⾦融・経済都市・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    

○「東京都長期ビジョン」が示す政策の大きな方向性を継承 

○「東京都長期ビジョン」の現行の３か年の実施計画（平成 27 年度から平成 29 年度まで）

に代わる新たな計画として策定 

● 産業振興・産業集積 

● 農林水産業振興 

● 観光振興 

● 自然環境の保全 

● 交通インフラの整備 

● 防災対策 

● 福祉・医療サービスの拡充 

● 島しょ地域の更なる魅力創出 

● 文化政策の推進 

● スポーツ振興 

● 教育の充実 

● 多摩ニュータウンをはじめとする地域の再生 

● 産業振興 

● 被災地復興支援 

● 環境対策 

● テロ・防災対策 

● 交通ネットワーク 

● バリアフリー化 

● ボランティア活動の推進  

● 文化プログラム 

● オリンピック・パラリンピック教育 

● 多言語対応 

分野横断的な政策の展開 

● 大会競技会場・選手村の整備 

● ラグビーワールドカップ 2019TM との連携 

● 大会開催気運の醸成 

● アスリートの発掘・育成・強化 

● 障害者スポーツの推進 

※分野横断的な政策の展開は、「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマート シティ」 

で掲げた政策を再掲 

東京 2020 大会の成功に向けた取組 

多摩・島しょの振興 

セーフ シティ   

ダイバーシティ  

スマート シティ  
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東 京 都 長 期 ビ ジ ョ ン 

（政策指針 １）  2020 年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承 

（政策指針 ９）  災害への備えにより被害を最小化する高度な防災都市の実現 

（政策指針 10）  日常に潜む危険や犯罪から都民を守る、安全・安心の確保 

（政策指針 22）  都市インフラの安全性を高め、安心できる社会の確立 

（政策指針 23）  少子高齢・人口減少社会におけるこれからの都市構造 

（政策指針 24）  多摩・島しょ地域の発展・成熟したまちづくりに向けた環境整備の推進 

（政策指針 25）  多摩・島しょの豊かな自然を生かした地域の活性化 

  など 

（政策指針 １）  2020 年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承 

（政策指針 ２）  美しく風格があり、誰もが安心して過ごせるバリアフリー環境の構築 

（政策指針 ４）  世界に存在感を示すトップアスリートの育成とスポーツ都市東京の実現 

（政策指針 ７）  「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を歓迎する都市の実現 

（政策指針 11）  安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまちの実現 

（政策指針 12）  高齢者が地域で安心して暮らせる社会の実現 

（政策指針 13）  質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境の実現 

（政策指針 14）  障害者が地域で安心して暮らせる社会の構築 

（政策指針 17）  若者や女性、高齢者など全ての人が活躍できる社会の実現 

（政策指針 18）  東京、そして日本を支える人材の育成 

（政策指針 24）  多摩・島しょ地域の発展・成熟したまちづくりに向けた環境整備の推進 

   など 

（政策指針 １）  2020 年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承 

（政策指針 ２）  美しく風格があり、誰もが安心して過ごせるバリアフリー環境の構築 

（政策指針 ３）  多言語対応の推進により、全ての外国人が快適かつ安心して滞在できる都市の実現 

（政策指針 ５）  陸・海・空の広域的な交通・物流ネットワークの形成 

（政策指針 ６）  誰もが円滑かつ快適に利用できる総合的な交通体系の構築 

（政策指針 ７）  「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を歓迎する都市の実現 

（政策指針 ８）  芸術文化都市を創造し、日本文化の魅力を世界に発信 

（政策指針 15）  日本の成長を支える国際経済都市の創造 

（政策指針 16）  都心等の機能強化による東京の都市力の更なる向上 

（政策指針 19）  2020 年大会の成功と東京の発展に寄与する都市外交の推進 

（政策指針 20）  スマートエネルギー都市の創造 

（政策指針 21）  水と緑に囲まれ、環境と調和した都市の実現 

（政策指針 24）  多摩・島しょ地域の発展・成熟したまちづくりに向けた環境整備の推進 

（政策指針 25）  多摩・島しょの豊かな自然を生かした地域の活性化 

など 

※「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマート シティ」と「東京都長期ビジョン」の主な政策指針の関係を示したもの 

策定：平成 26 年 12 月 計画期間：平成 27 年度から 36 年度までの 10 か年 
 東京が目指すべき将来像を「『世界一の都市・東京』の実現」とする、おおむね

10 年間を計画期間とする都政の大方針 
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（単位：億円）

政策指針名

1,600 4,800

政策指針１ 2020年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承 760 2,200

政策指針２ 美しく風格があり、誰もが安心して過ごせるバリアフリー環境の構築 570 1,400

政策指針３ 多言語対応の推進により、全ての外国人が快適かつ安心して滞在できる都市の実現 90 210

政策指針４ 世界に存在感を示すトップアスリートの育成とスポーツ都市東京の実現 210 970

2,200 10,300

政策指針５ 陸・海・空の広域的な交通・物流ネットワークの形成 2,000 9,400

政策指針６ 誰もが円滑かつ快適に利用できる総合的な交通体系の構築 120 850

640 2,500

政策指針７ 「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を歓迎する都市の実現 400 1,500

政策指針８ 芸術文化都市を創造し、日本文化の魅力を世界に発信 240 1,000

5,200 19,500

政策指針９ 災害への備えにより被害を最小化する高度な防災都市の実現 5,200 19,400

政策指針10 日常に潜む危険や犯罪から都民を守る、安全・安心の確保 30 130

1,700 6,600

政策指針11 安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまちの実現 920 3,100

政策指針12 高齢者が地域で安心して暮らせる社会の実現 350 1,400

政策指針13 質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境の実現 100 470

政策指針14 障害者が地域で安心して暮らせる社会の構築 340 1,700

1,100 4,200

政策指針15 日本の成長を支える国際経済都市の創造 380 1,700

政策指針16 都心等の機能強化による東京の都市力の更なる向上 180 680

政策指針17 若者や女性、高齢者など全ての人が活躍できる社会の実現 270 750

政策指針18 東京、そして日本を支える人材の育成 220 930

政策指針19 2020年大会の成功と東京の発展に寄与する都市外交の推進 30 140

5,800 23,300

政策指針20 スマートエネルギー都市の創造 760 2,700

政策指針21 水と緑に囲まれ、環境と調和した都市の実現 1,100 5,800

政策指針22 都市インフラの安全性を高め、安心できる社会の確立 3,200 11,900

政策指針23 少子高齢・人口減少社会におけるこれからの都市構造 690 2,800

1,700 7,500

政策指針24 多摩・島しょ地域の発展・成熟したまちづくりに向けた環境整備の推進 1,300 6,000

政策指針25 多摩・島しょの豊かな自然を生かした地域の活性化 350 1,500

14,200 56,100

東京都長期ビジョンにおける事業費一覧（８つの「都市戦略」と25の「政策指針」）

８つの都市戦略
平成29年度

事業費

４か年事業費

（29-32年度）

【都市戦略１】　成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功

【都市戦略８】　多摩・島しょの振興

総計　　

※この一覧は、2020年に向けた実行プラン事業費を東京都長期ビジョンで掲げた８つの「都市戦略」と25の「政策指針」に基づき集計したものである。

※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。

※事業費が1,000億円を超える場合、10億円単位を四捨五入して計上している。

※事業費が1,000億円未満の場合、１億円単位を四捨五入して計上している。

※都市戦略及び政策指針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。

※都市戦略及び政策指針は、それぞれ四捨五入して計上しているため、各都市戦略の金額は、各政策指針の合計と一致しない場合がある。

【都市戦略２】　高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現

【都市戦略３】　日本人のこころと東京の魅力の発信

【都市戦略４】　安全・安心な都市の実現

【都市戦略５】　福祉先進都市の実現

【都市戦略６】　世界をリードするグローバル都市の実現

【都市戦略７】　豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
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