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光り輝く「未来の東京」実現への歩みを加速する

⃝ 昨年３月、我々が目指す理想の未来を展望した「『未来の東京』戦略」を策定しました。東京の

都市基盤の骨格を築いた第７代東京市長の後藤新平や、東京市養育院など多くの社会貢献

活動に尽力した渋沢栄一。困難な中でも常に未来を見据えてきた偉大な先人たちに学び、新型

コロナを乗り越えて「サステナブル・リカバリー」を実現することを掲げ、戦略を具体化する122の推進

プロジェクトを盛り込んでいます。

⃝ 戦略は作って終わりではなく、実行することこそが重要です。実証実験の繰り返しではなく、スピード

感をもって社会実装につなげること、取組の中で生じた課題にアジャイルに対応し、内容をさらに高

めていくことが求められます。

⃝ 史上初めて一年延期となった東京2020大会は、困難な状況の中にあって、多くの方々の協力のもと、精緻な大会運営や徹底し

た感染防止対策によって、安全・安心に成し遂げることができました。世界から寄せられた信頼は、東京都の誇るべき財産です。

加えて、大会を通じて共有された、人を守る「危機管理」の重要性と、人と人が理解しあい共に暮らす「段差のない社会」の尊さ。

この大切な価値を、「都市のレガシー」として発展させていきたいと思います。

⃝ また、新型コロナとの戦いが長期にわたり、人々の暮らしや価値観には様々な影響が生じ、少子高齢・人口減少社会の進行も深

刻化しています。世界では、気候変動への危機感等を背景に、脱炭素やデジタル化の潮流が大きなうねりとなっています。都民の

暮らしを守るとともに、東京が「世界から選ばれる都市」となるためには、 「『未来の東京』戦略」に掲げた様々な政策のバージョン

アップを図っていかなくてはなりません。

⃝ この、「『未来の東京』戦略 version up 2022」は、東京2020大会と、新型コロナとの闘いの中で生じた様々な変化変革を踏

まえ、未来を切り拓く取組をさらに加速するものです。都民の皆さんとともに、「成長」と「成熟」が両立し、「人」が輝く明るい未来の

東京の実現に向けた歩みをさらに進めていきます。

令和４（2022）年２月 東京都知事
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01 「未来の東京」戦略を実行する
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「未来の東京」戦略 政策のバージョンアップ

共生社会を実感

「まち」・「暮らし」が変化

復興の姿と感謝を届けた

東京・日本の魅力を発信

ⒸTokyo 2020/Kenta Harada

ⒸTokyo 2020/ Ken Ishii

ⒸTokyo 2020
/Kenta Harada

安全・安心な大会を実現

未来を感じたテクノロジー

ボランティアが人々を笑顔に

©Tokyo2020/ Ken Ishii

ⒸTokyo 2020/Ken Ishii

サステナブルな社会への道筋

スポーツのすばらしさを共有

東京2020大会の成果を都市の発展へつなげる
バージョンアップ

の視点①

「未来の東京」戦略を実行する
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東京都こども基本条例の制定

新型コロナウイルスの長期化の影響

新たな課題が顕在化・深刻化するなど、
人々の暮らしや働き方に大きな影響を与えている

ポスト・コロナを見据え、グリーンとデジタルを成長分野に、
世界の都市間競争がますます激化

世界の都市間競争の激化

東京都こども基本条例を踏まえ、いかなる状況下においても、
全ての子供が健やかに成長できる環境整備が急務

子供の目線からの政策展開の必要性

時代のニーズや状況変化に迅速に対応
バージョンアップ

の視点②

「未来の東京」戦略を実行する

5



東京2020大会の成果と状況変化を踏まえ、政策をバージョンアップ

「未来の東京」戦略（令和３年３月策定）

「サステナブル・リカバリー（持続可能な回復）」の実現

課題の根源まで踏み込んだ「構造改革」を強力に推進

＜戦略を展開するスタンス＞

 目指す2040年代の東京の姿「ビジョン」

 2030年に向けた「戦略」 ■ 戦略実行のための「推進プロジェクト」

「３か年のアクションプラン」（2021年度～2023年度）

①バックキャストの視点で将来を展望する
②民間企業等、多様な主体と協働して政策を推し進める
③デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）でスマート東京を実現
④時代や状況の変化に弾力的に対応「アジャイル」

＜４つの基本戦略＞

戦略０ 感染症に打ち克つ戦略
戦略１ 子供の笑顔のための戦略
戦略２ 子供の「伸びる・育つ」応援戦略
戦略３ 女性の活躍推進戦略
戦略４ 長寿（Chōju）社会実現戦略
戦略５ 誰もが輝く働き方実現戦略
戦略６ ダイバーシティ・共生社会戦略
戦略７ 「住まい」と「地域」を大切にする戦略
戦略８ 安全・安心なまちづくり戦略
戦略９ 都市の機能をさらに高める戦略
戦略10 スマート東京・TOKYO Data Highway戦略

戦略11 スタートアップ都市・東京戦略
戦略12 稼ぐ東京・イノベーション戦略
戦略13 水と緑溢れる東京戦略
戦略14 ゼロエミッション東京戦略
戦略15 文化・エンターテインメント都市戦略
戦略16 スポーツフィールド東京戦略
戦略17 多摩・島しょ振興戦略
戦略18 オールジャパン連携戦略
戦略19 オリンピック・パラリンピックレガシー戦略
戦略20 都政の構造改革戦略

「成長」と「成熟」が両立した未来の東京

セーフ シティ ダイバーシティ スマート シティ
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都民の命と生活を守る基盤「危機管理」

政策をバージョンアップする６つの切り口

世界から選ばれる金融・経済・文化都市

バリアフリー「段差のない社会」

自然と共生した持続可能な都市

シン・トセイの加速子供の目線からの政策展開

■新たな調節池整備

に着手

■島しょ地域など
無電柱化を加速

■ＤＸ等を活用し、自然災害への備えを強化

■東京 i CDCの機能を一層強化し
感染症に強い都市へ

■若者・ひとり親家庭など、
困難を抱える方へのサポート

■あらゆる施策の多様性と包摂性を高め
共生社会を実現

■無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス)解消など、女性の活躍を加速

■ウォーカブルな「人中心」
のまちづくりを推進

■緑を「守る」「増やす」取組を多面的に展開
■外濠浄化の推進により「水の都」を実現

■「スマート東京」先行実施エリアの
取組強化・横展開

■「2030年カーボンハーフ」に向け、建築物の
ゼロエミ化、自動車の脱炭素化等を強力に推進

■世界最先端を実現する
東京ベイｅＳＧプロジェクトを推進

■国際金融都市に向けた歩みを進める

■多様で柔軟な働き方の実現

■東京が誇る「観光」を再興し、
「食」の魅力を高める多様な

振興策を展開

世界発信

■子供の参加・対話を通じて
政策の質を向上

■官民一体となった
「こどもスマイルムーブメント」

を戦略的に展開

■ＤＸや社会の力を一層活用し、
新たな「東京型教育モデル」を強化

■誰一人取り残さない視点から

子供へのサポートを強化

■５つのスタンスで改革を更に実践

■コア・プロジェクトを加速しデジタルガバメント・都庁の基盤を構築
■各局リーディング・プロジェクトを拡充し、都政のＱＯＳを飛躍的に向上

 ユーザーとの対話を徹底する
 ＱＯＳを徹底して数値化し、デジタルで爆上げする
 働く環境を変えることで、人を、仕事を、組織を変える
 制度や仕組みなどの構造的な課題に切り込む
 変革をスピードアップし、サービスをいち早く実現する

■子供政策を総合的に

推進する体制を構築

■文化・エンターテインメントがあふれ
「楽しさ」を生み続ける都市へと進化

■東京の危機克服・都市強靭化
10か年プロジェクト

■デジタル等を活用した高齢者のＱＯＬ向上を一層推進

■成長分野への就業支援、長期失業者への集中的なフォローアップ
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脱炭素化に向けて東京の総力を結集する

グリーン投資を推進

Tokyo Green Finance Initiativeを推進

脱炭素スタートアップ支援

 脱炭素化に貢献するスタートアップに対し、都が
出資するファンド・オブ・ファンズを通じて支援

都立大学のシンクタンク機能を強化

 「東京グリーンボンド」の発行
を通じて、グリーンファイナンス
市場の発展を牽引

持続可能な社会実現に向けた調査研究

 「ＴＭＵサステナブル研究推進機構」において、
都立大の研究力を結集し、ＥＳＧ投資、水素エ
ネルギーの活用などの調査研究を推進

気候危機への対処を図りながら経済復興を目指す「グリーン・リカバリー」が世界の潮流となる中、都は、この流れを持続可能な生
活を実現する観点にまで広げた「サステナブル・リカバリー」を、「未来の東京」戦略を展開するスタンスの１つとして掲げている

東京の経済の立て直しに当たって、コロナ前の姿にただ戻るのではなく、 「サステナブル・リカバリー」の視点から政策のバージョン
アップを図ることで、新たな価値を生み出し、強靭で持続可能な社会を創り上げていく

 「『未来の東京』戦略 version up 2022」では、環境や学び、まちづくりなど、様々な政策分野において取組を強化している

「サステナブル・リカバリー」の取組を推進

新築住宅に太陽光発電設置を標準化

 住宅等に太陽光発電設備設置を義務化する新
たな制度を創設

 「東京ゼロエミ住宅」基準の多段階化等による支
援拡充と、税制面での優遇措置を創設

建築物をゼロエミッション化

ＺＥＶ等を普及・拡大

車両導入の支援メニューを拡充

 ＥＶ・ＰＨＶ・ＥＶバイクの
補助台数を拡大

充電インフラ整備を促進

 超急速充電器設置の補助を新設

 戸建て住宅の充電器設置を新たに補助

水素社会実現に向けた取組

ＦＣモビリティの社会実装

 ＦＣトラックの導入を支援

 ＦＣフォークリフトを現場で利用し、導入拡大を推進

水素ステーション整備を促進

 ＦＣバスに水素を販売するステーションに対し、
水素価格低減のための補助を新設

 小型水素ステーション整備を補助対象に追加©日産自動車株式会社 ©本田技研工業

株式会社

©トヨタ自動車株式会社

サーキュラーエコノミーへの転換

東京ｻｰｷｭﾗｰｴｺﾉﾐｰ推進ｾﾝﾀｰ（仮称）

 資源循環の情報発信・連携拠点として、都
民・事業者の相談をワンストップで受け付け、
主体に応じた効果的な取組をコーディネート

革新的技術・ビジネスの実装を促進

 容器のシェアリングサービスなど、プラスチック
資源循環の新ビジネス創出を目指す企業グ
ループの連携や共創を促進
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「サステナブル・リカバリー」の取組を推進

いつでも学び続けられる

安心して働き続けられる 芸術・文化活動を続けられる

人中心のまちづくり

新たなつながりを生み出す 東京の魅力を再発見

教育のデジタル化を加速

 都立学校と私立高校において、一人１台端
末の実現に向けた補助等を実施

 学習履歴等のデータを活用し、児童・生徒
一人ひとりの実情に応じたアドバイスやきめ細
かな指導を実施

ライフステージに応じて働ける環境づくり

 奨励金の支給による支援規模を拡充し、企業における働くパパの
育休取得を推進

人が歩いて楽しむまちの創出を促進

 ほこみち制度の活用により、にぎわいを創出

 「パーク・ストリート・東京」の更なる展開

自転車利用環境を更に充実

 国や区市町村、交通管理者などと連携し、連続した
自転車通行空間の整備を推進

シビックプライド※を醸成
 都民が地域の魅力を再発見する参加型キャンペーンを開催し、東京へ

の愛着と誇りを高め、観光への理解を促進

サステナブル・ツーリズムを推進
 多摩・島しょの環境に配慮したツアー造成やアド

バイザー派遣・広報に係る支援を実施

 小中高生を対象とした地域の文化や環境などを

学ぶモニターツアーを造成し、ガイドラインを展開

※「シビックプライド」は株式会社読売広告社の登録商標です。

テレワーク導入をハンズオンで支援

 導入が難しい業種の中小企業等に対し、コンサルティ
ングや助成金により、導入から定着まで伴走型の支
援を実施

芸術文化の担い手が継続的に活動できる仕組みづくり

 国内アーティストに制作・宿泊場所としてＴＯＫＡＳレジデンシーを提
供し、海外キュレーターと交流

 新人アーティスト等の新たな創作活動費用を支援

東京みんなでサロンの本格実施

 地元自治体、ＮＰＯ等が、健康増進・フレイル予防

や子育て支援など多彩な交流プログラムを運営・実施

し、居住者や地域住民のコミュニティを活性化

高齢者の介護・フレイル予防

 オンラインツールを活用した介護・フレイル予防に取り組む区市町村を

継続して支援することにより、新しい形の通いの場の取組を一層推進
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02 TOKYO2020の成果を未来へつなぐ
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◆ 関係者が遵守すべきルールであるプレイブックに基づき、入国前後の徹底的な
検査を実施（スクリーニング検査件数約101万回）
厳格な用務先の制限・行動管理・健康管理等を徹底

◆ 東京の実効再生産数は７月22日をピークに下落傾向へ
（ピーク1.40 → パラリンピック閉会時0.64）

徹底した対策で感染拡大を阻止

新木場

日本の総力を結集してテロやサイバー攻撃を阻止

◆ 大会史上初めて全ての関係者に顔認証を導入、
警備員等による自主的警備や警察の警備でテロの
発生等を抑止

◆ 大会の運営に影響を及ぼすようなサイバー攻撃の
発生はなかった

円滑な大会運営と都民生活の両立を実現

◆ 都市オペレーションセンターが組織委員会や
国関係機関等との連絡調整を担った

◆ 様々なリスクを洗い出し、各種事態を想定した
対処要領を策定、実践的な訓練を積み重ねた

安全で美しいまちづくりを推進

◆ 都道府県で初の「東京都無電柱化推進条例」に基づき取組を推進。センター・
コア・エリアや競技会場が集積するエリアの都道・臨港道路は概ね整備を完了

東雲

◆ 学校連携観戦等では現地に職員を派遣

ⒸTokyo 2020/ Shugo TAKEMI

日本の総力を結集して安全・安心な大会を実現

99％
（2019年度末）

※再開発との共同事業や他工事
との競合等の案件を除き完了

80％
（2012年度末）

センター・コア・エリア内の都道の無電柱化

海の森

ⒸTokyo 2020/Ryo ICHIKAWA

ⒸTokyo 2020/Ken Ishii

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶

感染対策を徹底し、パンデミッ
クの中でも大会を開催できる
ことを世界に示した

ⒸTokyo 2020/ Shugo TAKEMI

空港検疫検査
（7/1～9/6）

スクリーニング
検査

（7/1～9/6）

大会前 実 績

空港検疫検査
（7/1～9/8）

スクリーニング
検査

（7/1～9/8）

大会前

大会前の
陽性率想定：0.2%

繁華街等の
スクリーニング
陽性率：0.1%

陽性率：0.10％
55人(陽性者数) / 54,250人 (検査数)

実 績

陽性率：0.03％
299人(陽性者数) / 1,014,170件 (検査数)
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大会の「危機管理」の取組をレガシーとして、安全・安心
な都市の実現に向け、あらゆる災害への備えを強化する

テロ等への対処能力を向上 サイバーセキュリティ対策の更なる強化

◆高度サイバー事案に対する解析・
分析能力を向上

◆サイバーセキュリティ対策セミナー
を実施

調節池整備のさらなる推進 大規模水害時における避難対策を推進

気候変動を踏まえた高潮・津波対策

◆高台まちづくりを推進

◆防潮堤、内部護岸や排水機場等の
整備を着実に推進し、高潮・津波へ
の対策を一層強化

◆豪雨に対して大きな効果を発揮
する調節池等の整備推進

◆デジタルツインを活用した水害シミュレーション

◆住家被害認定調査
及び罹災証明を迅
速化

新型コロナに打ち克ち、感染症に強い都市の実現に向けた取組を加速する

まちの安全・安心を担う治安対策・対処能力を強化する

無電柱化の加速

 ５か年（2021年度～2025年度）
の整備計画延長を設定

◆「東京都無電柱化計画（改定）」

地震に備えた都市インフラの強化
（耐震対策等）

切迫する巨大地震等に対して万全の備えを進める

◆市街地の不燃化を促進するとともに、
特定整備路線の整備を推進し、
「燃え広がらない・燃えないまち」を実現

木密地域の防災性向上

情報収集・情報発信を強化 現場対応力を向上 円滑な復旧復興

◆土砂吸引車（仮称）
を整備

◆ドローンを機能強化
◆3D地形データを活用した

防災対策

ＤＸ等を活用し、あらゆる自然災害への効果的な対策を推進する

激甚化・頻発化する豪雨から命と暮らしを守る対策を強化する

◆CBRN鑑識
技術を強化

◆配水管の耐震化

放射性核種
分析装置

◆カメラ映像で異常行動
を自動検知

整備イメージ

下水道施設整備のさらなる推進

◆流域下水道雨水幹線の整備を
推進

◆対策強化地区における浸水対策
を推進

◆高所カメラを高度化

大規模地震への平時からの備えを強化

◆防災リーダー制度を創設

◆帰宅困難者対策オペレーションシステム
を構築

首都直下地震等の被害想定を見直し

◆社会基盤整備の進展や人口構造の変
化等を踏まえ、被害想定を見直し

◆河川施設の耐震・耐水対策

◆下水道の耐震対策

TOKYO
FORWARD

◆「東京都島しょ地域無電柱化整備計画」
 2030年代に向けて整備する都

道等の箇所を明示

◆面的な無電柱化の推進

芝浦排水機場

◆都立施設や国、民間施設を活用した広域
避難先の更なる確保

感染症対策の司令塔 「東京 i CDC 」の機能を一層強化

情報発信機能の強化
外部機関との

連携強化
データ収集・調査
分析機能の強化

i CDC情報プラットフォームの構築・運用

社会経済活動を再生・回復

困難を抱える方
への支援を強化

企業活動や観光
産業への支援

事業主や働
く方への支援

必要な医療に迅速につながる、
保健医療提供体制を構築

医療提供体制
の強化

ワクチン接種・
治療薬の活用

保健所の機能強化

感染症対応における構造的課題に向き合い、取組を加速

 保健所の体制・業務運営のあり方

 都民・事業者への措置のあり方

 医療提供体制を機動的に構築する仕組み

 感染症有事に強い都庁組織 など
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アスリートが躍動し、スポーツのすばらしさを全世界が共有

アスリート一人ひとりの圧倒的なパフォーマンスは、
世界中に勇気と感動をもたらした

新しいスポーツが、
若者だけでなく様々な層を惹きつけた

◆都が発掘・育成・強化を支援したアスリートが活躍
オリンピック ：出場60名、メダリスト９名
パラリンピック：出場62名、メダリスト16名

都が支援したアスリートが大会で活躍した

◆1,486人を「東京アスリート認定選手」として支援（2020年度末）

◆次世代を担う選手を発掘・育成

大会を契機に多くの人々がパラスポーツを体感した

◆10,543人の子供たちがパラリンピックを観戦

◆大会前から観戦会や競技体験などでパラリンピック・ムーブメントを創出

◆パラリンピック期間中に、2020 FAN PARK/2020 FANARENAで競技体験を実施

©Tokyo2020/Uta MUKUO

身近な場でスポーツができる環境が拡大した

◆大会競技会場をはじめとしたスポーツ施設の整備を推進

◆スポーツイベントの開催、施設整備など、
身近な場でのスポーツを振興

都民のスポーツ実施率

53.9％
（2012年）

68.9％
（2021年）

※週１回以上スポーツする都民の割合

日本中で人々がスポーツに触れ・支える体験をした

◆全国の事前キャンプ
オリンピック 183自治体、79か国・地域
パラリンピック 67自治体、39か国・地域

ⒸTokyo 2020/Kenta Harada

ⒸTokyo 2020/ Meg OliphantⒸTokyo 2020/ Meg Oliphant

©Tokyo2020/Shugo TAKEMI

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶
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オリンピック・パラリンピック合わせて、

10,000時間以上
の放送コンテンツを配信

オリンピック放送パートナーの

デジタルプラットフォームでの

動画視聴は280億回（リオ大会
比139％増）（IOCWEBサイトより）

パラリンピックの国内TV放送※は

590時間（リオ大会の４倍）
※NHKのみのTV放送時間（NHK経営委員会資料より）

パラリンピックを見た人のうち８割超が
競技を楽しめたと回答（都民意識調査）



大会で得たスポーツとのつながりを日常に溶け込ませ、
「スポーツフィールド・東京」を実現する

都立スポーツ施設の戦略的活用
◆ 18施設のネットワークでポテンシャルを最大限発揮

• 一体的なプロモーションなどによる発信力の強化
• 様々な規模の大会の開催など、ニーズ対応力の強化
• 共通コンセプトによるイベントの開催など、一体的取組によるスポーツ振興

◆ 各施設を最大限活用するための３つの取組
• 競技大会での利用、都民利用、アスリートの練習会場としての利用といった、

スポーツでのさらなる活用を推進
• 各施設の設備・立地や民間のノウハウの活用や、エンターテイメントでの活用など、

都民に新たな体験を提供
• 周辺施設や地域との連携を深めるなど、多様なニーズに対応するとともに、

地域からのスポーツ振興に加え、地域の魅力向上、活性化にも寄与

◆ 各施設の特性を活かし、多様な活用を推進
• 最新の国際水準の設備を有する新規恒久施設、長年都民に親しまれて

きた既存施設、それぞれの特性を活かし、多様な活用を推進

新規恒久６施設 大会レガシーを
活かして整備
される３施設

大会を契機にバージョンアップしたスポーツ施設を活用し、
都民の皆様に届ける価値を最大化

既存９施設

国際スポーツ大会の誘致・開催 スポーツの場を東京の至る所に拡大

スポーツに触れられる場を拡大し、
世界最高水準のスポーツ実施率を実現

大会のレガシーとしてスポーツイベントを開催

障害の有無を問わずパラスポーツを楽しみ、観戦し、交流するための取組を推進

パラスポーツの振興

「パラスポーツ月間（仮称）」を定めるとともに、「パラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた
懇談会」やパラスポーツ応援プロジェクト「TEAM BEYOND」、競技体験イベント等により、パラ
スポーツの更なる普及を推進

東京のアスリートの活躍

東京のアスリートが、自身の経験
をもとに地域で活躍し、スポーツの
裾野を拡大する循環を創出

東京のアスリートを強化し､競
技力向上の成果を､アスリート
の地域での活躍に活かす

都立18施設のネットワークで様々な規模
・種目に対応し、国際大会を誘致・開催

大会の運営経験も活かし、競技施設の魅力を
最大限に発揮し、積極的に国際スポーツ大会
の更なる誘致・開催を推進

子供たちがトップアスリートの活躍に触れ、
スポーツの価値を学ぶ場を提供

大会の成果を、今後のスポーツ振興に活かし、都市の中で根付かせていく姿を示すため、

「TOKYOスポーツレガシービジョン」をとりまとめ（2022年１月公表）

ボランティア文化の定着、未来へのメッセージ

最先端技術を用いた
スポーツ体験

身近な場所で大会の記憶に触れる場を創出するなど、大会
が残した資産とともに込められたメッセージを継承

大会周年行事やスポーツ分野でのボランティアの活動機会の確保

コンサート等での利用

ユニークベニューとして活用

地域と一体となった、誰もが楽
しめる自転車のライドイベントな
どの実施や大会等を開催

TOKYO
FORWARD

DXも活用したスポー
ツイベントの開催など、
新しいスポーツの楽し
み方を発信
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パラアスリートが競い合う姿に「共生社会」を実感

◆史上最高の女子選手割合

(オリンピック 約48％、パラリンピック 約42％)

◆オリンピックでは男女混合種目を過去最多の18種目実施

◆開会式の入場行進で男女共同旗手を実現

◆性的マイノリティー（LGBTQ）であることを明かして

参加する選手数が過去最多*

◆オリンピック29名、パラリンピック６名の難民アスリートが参加

性別や年齢、人種、障害を越え、アスリートが輝いた

ⒸTokyo 2020/Meg Oliphant

ⒸTokyo 2020/Kenta Harada

＊LGBTQアスリートのWeb専門誌
アウトスポーツ（Outsports)より

ダイバーシティ＆インクルージョン
実現に向けた大会時の様々な取組

◆「東京2020D＆Iアクション」を公表し、世界中の人々

が参加し、誰もが生きやすい社会に向けたムーブメントに

◆IOCのガイドラインを通じ、ジェンダー平等に配慮した

報道をメディアに呼びかけ

◆会場での性的ハラスメント目的の撮影等を禁止行為に明記

◆競技会場及び選手村に、多様な人が利用可能な

トイレを分散設置、補助犬用トイレサービスも提供

子供たちの体験・気づきを理解促進やアクションへとつなげる

◆都内全公立学校2,300校、100万人の児童・生徒等にオリンピック・パラリンピック教育を実施

◆パラリンピックの競技体験やボランティア活動など、体験や活動を重視した学ぶ機会を提供

◆ホストタウン・事前キャンプで地域や子供たちとの交流を実施

◆国際パラリンピック委員会公認教材『I‘ｍPOSSIBLE』日本語版を、全国の小中学校、

高等学校等36,000校に配布、教員研修についても実施

◆心のバリアフリーの推進に向けた学校教育を支援（パラアスリートとの交流や障害の疑似体験等）

©Tokyo2020

ⒸTokyo 2020/Uta MUKUO

日本パラリンピック委員会公式サイトより©Tokyo2020/Shugo TAKEMI

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶

パラリンピックは

人々の“気づき”になり、

共生社会への

大きな一歩を踏み出した

約70％の人がパラリンピックが

開催されてよかったと回答

（共同通信世論調査）

ⒸTokyo 2020/Kenta Harada

ⒸTokyo 2020/Kenta Harada
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あらゆる施策の多様性と包摂性を一層高める

誰もが自分らしく暮らせる環境づくり

ハード・ソフトのバリアフリーの取組を都内全域へ広げていく

まちの面的・一体的なバリアフリー

➢性的マイノリティのパートナー関係を

届け出たことを証明するパートナー

シップ制度を導入

➢外国人等へ向けた地域における

日本語教育推進体制の構築を支援

みんなのアクションにつなげる

➢「ヒューマンライツフェスタ」を再構築、

大会理念を継承する象徴的な取組

として展開

➢「オリンピック・パラリンピック教育」の

体験や活動重視の取組を「学校

2020レガシー」として継続・発展

➢東京2020大会映像資料等の制作、

公立学校での授業活用を推進

一人ひとりに寄り添った就労支援

多様な主体と連携した取組を推進 アンコンシャス・バイアス*の解消

誰一人取り残さないセーフティネットを強化
困難を抱える方の状況に応じた取組を強化

◆障害者

➢心身に障害がある方の各種相談への

対応や権利擁護の取組を実施

➢緊急時に対応可能な地域生活支援

拠点の整備を促進

大会での“気づき”を一人ひとりのアクションへとつなげ、多様な人々が
共に暮らし、互いを認め合う「インクルーシブシティ東京」を実現する

◆区市町村支援の促進

➢バリアフリー法に規定するマスタープラン及び基本構想

を区市町村が作成するに当たり、

心のバリアフリー情報バリアフリー

◆多文化共生社会実現のための取組

➢やさしい日本語の普及の推進

➢災害ネットワークの構築等に向け、研修会や訓練を実施

➢災害時に発信を想定している注意喚起を多言語化

◆デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援

➢来庁者向け支援として、遠隔手話通訳

サービスを提供

➢オペレーターが手話又は文字を読み取り、

電話代理支援を実施

➢東京2020大会に向け設置した懇談会を、

名称を新たに再スタート、バリア

フリー推進等について広く発信

◆心のバリアフリーの普及推進

➢心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクール

の実施等により、社会気運を醸成

➢障害者向けの就労支援イベントを開催し、

障害者と企業のマッチング機会を創出

➢ソーシャルファームの

普及啓発を強化

学びの場でのインクルーシブを推進

➢外国人生徒への日本語指導充実のため、

高等学校版の指導ハンドブックを作成

インクルーシブな公園を拡大

➢遊具の利用促進、普及・啓発を目

的とした、定期イベントを開催

➢取組を広く周知するため、HPを立

ち上げ、他自治

体と連携して情

報を発信

社会のあらゆる主体のマインドチェンジを加速し、女性活躍を推進

➢啓発動画を作成し、家庭や保育・

教育機関等への働きかけを通じた

意識改革を推進

都庁が率先して取組を実施

➢都審議会等に「いずれの性も

40％以上」とするクオータ制を導入

◆外国人

➢「東京都多文化共生ポータルサイト」を

リニューアルし、わかりやすく情報を発信

＊無意識の思い込み

砧公園 「みんなのひろば」

TOKYO
FORWARD

第１回 パラスポーツの振興と
バリアフリー推進に向けた懇談会

◆バリアフリーへの関心の向上と理解の促進

➢社会のあらゆる主体と連携した強力な

女性活躍のムーブメントを展開

出典：「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構
想作成に関するガイドライン」（国土交通省）

・策定に係る費用、技術的
支援の実施

・面的なバリアフリー状況の
見える化
→区市町村の取組を促進 ◆ヘルプマーク・カードの普及促進

➢区市町村による活用促進、全国的なイベントでの

PR、公共交通機関への広告掲出等を実施

やさしい日本語イメージ
キャラクター やさカニくん
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ボランティアの真摯な活動が人々を笑顔に

©Tokyo2020 / Ryosei WATANABE

＜大会で活躍したボランティア＞
フィールド キャスト 70,970人
シティ キャスト 11,913人

一人ひとりのプロフェッショナリズムが大会の力に

©Tokyo2020/ Kenta Harada

シティ キャストはそれぞれのフィールドで活躍

◆東京都メディアセンターで

メディア関係者を案内

◆聖火台周辺での活動

◆競技会場からの出発時 ◆空港での見送り

帰国する選手らを笑顔で見送り

©Tokyo2020 / Ryosei WATANABE

◆区市町村、企業・団体等と連携・協力して外国人おもてなしボランティア
（約５万４千人）を育成
観光ボランティアの登録（2012年:874人 → 2019年:2,779人）

ボランティアに選手・大会関係者
から感謝の言葉が寄せられた

◆学校連携観戦の児童を案内

©Tokyo2020/ Kenta Harada

©Tokyo2020/ Kenta Harada©Tokyo2020/ Erika SHIMAMOTO

©Tokyo2020/ Kenta Harada

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶

◆年齢・性別・障害の有無に関わらず誰もが安全・安心に活動できる環境を提供
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◆福祉

◆スポーツの国際大会

©Tokyo 2020 / Kenta Harada

ボランティアを文化として定着させ、みんなで
支える共助社会へ

多様なボランティア
情報を活動者の
興味・関心に応じ
て配信

ボランティア同士
の交流やつなが
りを深める仕組
みや場を提供

活動の手助けと
なるコンテンツを
提供し、レベル
アップを後押し

◆東京都と東京都つながり創生財団が2021年
11月に開設したボランティア向けサイト
「東京ボランティア レガシーネットワーク」 には
約8,000人が登録（１月11日現在）

◆コロナ禍で活動が限定されたシティ キャストも

96.4%が今後も参加意向 ※東京都アンケート結果

活動情報が選べる! ボランティアを学べる! 仲間と交流できる!

専用サイトから障害者のスポーツに関する募集情報を配信

講習会やeラーニング講座の配信によりスキルアップを支援

活動希望者のニーズに応じた活動先をコーディネーターがマッチング

東京ボランティアレガシーネットワークでできること

ボランティア活動の支援体制を強化

◆地域活動

◆まちなか

◆パラスポーツ

◆教育

東京中で
ボランティアが活躍

TOKYO
FORWARD
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東京2020大会を文化の面からも盛り上げ

 歌舞伎などの伝統文化、ゲーム・アニメなどのポップカルチャーなど開閉会式で
様々な日本文化を発信

 斬新で独創的な事業や誰もが参加できる事業など多彩
な文化プログラムを展開。約3,900万人が文化の灯を
紡いだ
Tokyo Tokyo FESTIVAL：約16万件

あらゆる機会を捉え、新旧の文化を発信

 選手村に日本文化コーナーを設置したほか、伝統工
芸品や風呂敷約２万3,000枚を記念に贈呈し、行
動制限のある選手等関係者が日本文化へ触れる機
会を提供

 全国の伝統工芸品を公式ライセンス商品
として105品目305商品を販売

 ゲーム音楽やアニメなど世界に誇
る文化が大会と融合

 コロナ禍で文化の灯を絶やさないための取組として、活動
自粛を余儀なくされたアーティストや団体の創作活動を支援
個人型：約7,700件 ステージ型：約600件

©Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13
「東京大壁画」 Drill Inc.

©Tokyo 2020/Shugo TAKEMI ©Tokyo 2020/Ken Ishii

©Tokyo 2020

選手村ダイニングから日本の食文化をアピール

 メインダイニングホールで700種類以上のメニューを提供
日本食コーナーは特に好評

 カジュアルダイニングでは被災地や全国の食材を使用した日
本食を提供し、リアルタイムに産地を表示

 「持続可能性に配慮した調達コード」に基づき、GAP等の認証食材を活用

様々なチャンネルで東京・日本の良さが世界へ

 行動制限下でも東京の姿を伝える取組を実施

▼ 取材活動の様子

• 公式メディア向けツアー：両大会期間あわせて計53回実施
延べ157社から616名が参加

• 東京都メディアセンター：オンラインサービスを基軸とし、大会関連
情報や東京の魅力等を発信。感染症対策を徹底した上で取材機会を提供

• 東京スポーツスクエアで企画ブースを展示、伝統工芸品や食文化などをPR

©Tokyo 2020

©Tokyo 2020

東京・日本の魅力をアスリートたちが世界に拡げた

©Paulien Couckuyt (@pauliencouckuyt on Instagram)
©Linden Hall (@linden hall on Instagram) ©Ilona Maher (@ilonamaher on Tik Tok)

©Matthew Mohan (@MatthewMohanCNA on Twitter)

©Tokyo 2020/Shugo TAKEMI

©Tokyo 2020/Uta MUKUO

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶

 選手や大会関係者がSNSで東京の素晴らしさを発信20



観光需要の回復フェーズを捉えた、先手を打った施策を展開

緊急対策・観光再開に向けた取組 国内旅行活性化のための取組 インバウンド再開を見据えた取組

ワンストップ支援センターの設置、
新たなニーズに対応した宿泊施
設の整備、ドローンを活用した観
光振興 等

国内旅行者向けプロモーション、
オリパラレガシーを活用した観光振
興、バーチャルスポーツによるPR
等

インバウンド回復に向けたPR、
東京から日本各地への観光促
進、環境に配慮したMICE開
催 等

新型コロナによる深刻な影響を受けた観光産業の活性化と旅行者ニーズの変化等を踏まえた観光振興策を推進

大会で拡がった東京の魅力をレガシーとして、アート・伝統芸能・
食などの強みを活かし何度でも訪れたくなる東京へと進化

TOKYO
FORWARD

ｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚ

東京の「食」のブランディング・魅力発信による需要喚起

 PR動画やCM、SNSによる発信
 企業活動を通じた新たなPR

発信力を強化

 中食における東京産食材PR
 豊洲市場等における魅力発信

食の体験

「食」のブランディング

 東京の「食」をブランディング化するための調査等を実施

「食」の担い手支援による食材とサービスの質・量の向上

食材の
競争力向上

供給体制強化
販路開拓

飲食提供
サービス強化

好循環

東京の「食」の魅力を更に磨き上げるため、食の祭典を中心とした魅
力発信と食材・サービスの提供体制整備を加速

誰もが芸術文化に身近に触れ、感動や新たな価値の発見、賑わいを創出

だれもが文化でつながる国際会議 “Creative Well-being TOKYO”を新たに
開催

東京2020大会の経験をレガシーとして発展させ、多様性・包摂性を高めるプログ
ラムを展開

東京2020大会のレガシーである
「ダイバーシティ＆インクルージョン」を芸術文化を通じて推進

Tokyo Tokyo Delicious Museum 東京味わいフェスタ

「食の祭典」
を開催

 東京の多様な食を
楽しめる出店等

 東京産食材を使用した
メニューの提供等

大会の経験を生かし、賑わいを創出する取組を展開 「食」の魅力を磨き上げ、将来に向けた成長を後押し

国際会議 短期集中キャンプ ショーケース ネットワーキング

大会に向けて進めてきた海外発信や国際ネットワーク構築の取組を一層強化

◆ 未来の東京の姿や様々な東京の魅力
をバーチャル空間にて発信

◆ 世界30都市程度との首長級会議を開催
◆ 次世代リーダーが国際課題を議論するサ

ミットでの発信

“東京発”国際会議 デジタル発信

21

◆ 江戸の歴史・文化を軸に東京の魅力
を発信

※国際会議の写真：「Innovative City Forum 2019 アジアセンターセッション」（主催：森記念財団都市戦略研究所、森美術館、アカデミーヒルズ・国際交流基金／2019年）



ⒸTokyo 2020/ Ken Ishii

大会のあらゆる場面でサステナブルな社会への道筋を示した

ⒸTokyo 2020

水素エネルギーを様々な場面で利用

◆ 聖火台・聖火リレートーチに、燃料として初めて水素を使用

◆ 選手村に隣接して整備した仮設水素ステーションにより、
大会関係車両等へ24時間体制で水素を供給

◆ 福島県で再生可能エネルギーから製造された水素を用いて
発電し、晴海ふ頭公園に設置した選手の休憩施設で活用

◆ 大会関係者の移動用車両として、燃料電池自動車
（FCV）を活用（475台）

カーボンマイナス大会を実現

国民参加型のプロジェクトで３Rの意識を醸成

◆ 全国から集めた小型家電でメダルを製作

～都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト～

・約7万9千tの小型家電※１と約621万台の携帯電話※２ を
回収し、約5,000個の金・銀・銅メダルを製作

※１：全国自治体等回収分。携帯電話含む
※２：携帯電話会社回収分

◆ 使用済みプラスチックで表彰台を製作

・24.5tの使用済みプラスチック容器等から98台の表彰台を製作

◆ 全国の木材で選手村ビレッジプラザを建築。大会後は各地に
返却し、レガシーとして活用

◆ 聖火リレートーチの素材の一部は、復興仮設住宅のアルミ建
築廃材を再生利用

◆ 都内競技会場で分別したプラスチックごみの100％を素材リサイクル

◆ ペットボトルは分別して回収し、再びペットボトルにリサイクルするボト
ル to ボトルを実施

◆ 大会装飾（ルック）の一部は、バッグ等にアップサイクル

徹底した３Rで資源を無駄にしない大会を開催

水素ステーション
累計22か所整備

（2021年度末見込み）

（右）ⒸTokyo 2020

ⒸTokyo 2020/ Shugo TAKEMI

ⒸTokyo 2020/Meg Oliphant

ⒸTokyo 2020

ⒸTokyo 2020

装飾一例

ⒸTokyo 2020/ Ken Ishii

ⒸTokyo 2020/ Uta MUKUOⒸTokyo 2020/ Meg Oliphant

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶
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◆ 大会開催に伴い発生するCO2排出量をオフセットし、
カーボンマイナス大会を実現

◆ 開閉会式の４日間の都内CO2排出量（72万t）が
実質ゼロに ～東京ゼロカーボン４デイズin2020～

◆ 大会時の運営電力の全てを再生可能エネルギーで
供給

◆ 大会施設では、太陽光発電等の再生可能エネルギー
を積極的に導入
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◆住宅等に太陽光発電設備設置を
義務化する新たな制度を創設

◆「東京ゼロエミ住宅」基準の多段階
化等による補助拡充と、税制面での
優遇措置を創設

建築物のゼロエミッション化を推進

新築住宅に
太陽光発電設置を標準化 ◆水素ステーション整備を促進

➢水素販売価格低減のための補助を新設
➢バス対応の水素ステーション整備の補助上限を引上げ
➢小型水素ステーション整備の補助を新設

◆ＦＣバスの導入を強力に後押し

◆ＦＣトラックや燃料電池ごみ収
集車等の社会実装化を推進

水素モビリティ・ＺＥＶを普及拡大

水素モビリティとインフラを拡大

◆車両導入の支援メニューを拡充

◆充電器整備の助成対象を拡大

ＺＥＶ等の普及を強力に後押し

◆実用段階では国内初となるパイプラインを
通じた街区への水素供給等を実施予定

まちづくりを通じてゼロエミ地区を創出

東京2020大会後の選手村
（2025年度建物竣工予定）

◆資源循環の情報発信・連携拠点「東京サー
キュラーエコノミー推進センター(仮称)」を開設

◆革新的技術・ビジネスの実装を促進

サーキュラーエコノミーへの転換・資源循環を促進

先進的な取組を社会に展開

◆多様なプラスチックを分別するリサイクル体制を強化

◆フードテック（Food×Technology）を活用し、
食品ロスを削減

廃プラスチック・食品ロスの循環利用を推進

実現を支える基盤づくり

◆グリーン投資を推進

◆都内中小企業の技術力を育成・活用

◆研究の推進・学校での教育活動

◆区市町村・世界諸都市等との連携
新たな

食品・製品

売れ残り
食品

◆キャップ＆トレード制度を強化し、大規模事業所の更なるＣＯ２

排出量削減を推進

◆地球温暖化対策報告書制度を強化し、中小規模事業所の省
エネ対策・再エネ利用の取組を発展・拡大

事業所の対策をより高いレベルで推進

都市開発を通じてゼロエミ地区を形成

燃料電池ごみ収集車

◆2050年「ゼロエミッション東京」実現へのマイルストーンとなる、2030年までの脱炭素化の取組を推進

（2000年比） （2000年比）

TOKYO
FORWARD

©日産自動車
株式会社

©本田技研工業株式会社

参画を通じた人々の行動変容と先進的な取組を発展させ、
CO2排出量実質ゼロの「ゼロエミッション東京」を実現

マルチモビリティ
ステーション

水素ステーション
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最先端テクノロジーに、ワクワクする「未来」を感じた

最新技術で円滑な大会運営をサポート ５GやAIを駆使して新たな競技体験を提供

 セーリング、水泳、ゴルフの３競技で、５Gの高速大容
量性や低遅延性を活かした観戦体験を提供

離れていても感動を分かち合った

 アスリートと家族をオンラインでリアルタイムにつなぐプラットフォーム「アスリート
の瞬間」を設置

 競技運営や大会期間中の運営作業スタッフの負担軽減、会場内の誘導など大
会運営をサポートするため、大会施設の各所に12種類73台のロボットを導入

 選手村の巡回バスに自動運転モ
ビリティ17台がアスリート等の移動
をサポート、競技会場でも短距離
型EVなどを導入

 競技の盛り上げや大会関連イベントで
のおもてなし等にAIやロボットを活用

 ドーム映像及び超高臨場感通信技術によ
り、競技会場にいるような臨場感・一体感
を味わえる新しい観戦体験を提供

 障害などにより会場での観戦が困難な子供たちのため、バリアフリーVR観戦「未来のスター
の指定席」を都内の特別支援学校5校で実施

 SNSを活用し、世界中から集めた応援動画や
声援を会場内のビデオボードで配信。リモートで
の新たな競技観戦や応援の形を提供

©Tokyo 2020/Erika SHIMAMOTO©Tokyo 2020

©Tokyo 2020

©Tokyo 2020 ©Tokyo 2020

©Tokyo 2020/Shugo TAKEMI

©Tokyo 2020/Kenta Harada

©Tokyo 2020/Ryosei WATANABE

特別支援学校13校の児童・生徒296人が観戦

実際にVRシアターを体験した生徒の声：
「テレビでは見られない上（天井）のほうまで見えたので、
なんだか会場にいるような気持ちになりました」

©Tokyo 2020/Shugo TAKEMI ©Tokyo 2020/Kenta Harada

写真：パナソニック㈱から提供©Tokyo 2020

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶
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・大学と連携した５
Ｇ活用サービスの
創出 等

西新宿

・都市ＯＳを活用
した分野横断的な
サービス実装 等

都心部

・地域課題を踏まえ
た、モビリティサービス
の創出 等

南大沢

・自動運転や空飛ぶ
クルマの実現に向け
た取組の推進 等

ベイエリア

・島民や観光客向
けのデリバリーサービ
スの導入 等

島しょ地域

５Ｇ 自動運転

スタートアップ

リアルタイムデータ

モビリティ

スタートアップ集積
島しょ地域の
社会課題解決

都市ＯＳ

ローカル５Ｇ

テクノロジーの実装

「スマート東京」先行実施エリアの取組強化

 スタートアップの機動力を活かし、新たなスマートサービスを多数実装

「スマート東京」の実現に向け、新たなサービスの実装や基盤整備を加速

産業基盤を担う中小企業の持続的発展を後押し

 デジタルを活用した受注拡大
ビジネスチャンス・ナビに、商談から
契約までオンラインで完結する機能
を整備

 DX人材育成支援
企業の課題を踏まえた従業員のリスキリング計画
の策定から、DX講習まで一体的な支援を実施

あらゆる分野にテクノロジーの活用を推進

新しい観光の浸透

ドローンを活用した観光振興
ドローンを操作してリアルな観光をリモー
トで誰もが楽しめるコンテンツを創出する
など、アクセシブル・ツーリズムを充実

バーチャルスポーツを活用した観光PR
都内の観光地をバーチャル空間に再現
して紹介し、東京の魅力を発信

 通信困難地域の解消に向けた調査・検討

都市のデジタルツインのイメージ

東京データ
プラットフォーム

デジタルツインの実現に向けた基盤整備を加速
 デジタルツインの基礎となる3D地形データを都

内全域で整備

 防災分野での先行的活用

 東京データプラットフォームの本格運用に向けた
準備を推進

 先行実施エリアにおけるスマートサービスの充実

都市のデジタルツインのイメージ

東京データ
プラットフォーム

デジタルツインの実現に向けた基盤整備を加速

 デジタルツインの基礎となる３D地形データを都
内全域で整備

 防災分野での先行的活用

 東京データプラットフォームの本格運用に向けた
取組を推進

「つながる東京」の早期実現

 多様な主体と連携したアセット開放

 都内通信環境の調査及び通信困難地域の解消

芸術文化を楽しむ環境整備

江戸東京博物館でバーチャル・ミュージアムを展開し、新たな
鑑賞モデルを発信

スポーツの新たな楽しみ方を拡大

民間の最先端技術を活用した新たな
スポーツ体験機会を提供

バーチャル空間において自転車等で走
り楽しめる機会を創出

分身ロボットを活用し、重度障害者が
遠隔でスポーツに参加
する機会を提供

5G等の最先端技術の導入による新
しい観戦、体験機会を提供

大会の周年イベント等にDXを導入
し、リアルとバーチャルのハイブリッドで
楽しめる環境を創出

都立スポーツ施設にリモート観戦が可
能な映像配信システムを導入

大会で活用された最先端テクノロジーを都市に実装し、
都民が質の高い生活を送る「スマート東京」を実現する

TOKYO
FORWARD

※ アプリイメージ

DXへの投資等による産業のスマート化

 デジタルツール導入支援
デジタルツールの導入を支援し中小
企業の事業活動のDXに向けた取
組を促進

25



「段差のない」やさしいまちづくりを展開

◆ 「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」を踏まえると
ともに「アクセシビリティ・ワークショップ」で意見聴取のうえ
都立競技施設を整備し、バリアフリー化を推進

◆ 競技会場等の周辺を中心に、鉄道駅や道路のバリアフ
リー化など、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進

◆ 国内で初めて一般客室のバリアフリー基準を制定
バリアフリー化された客室例

（京王プラザホテル）

快適に過ごせる都市環境を整備

◆ 路面温度の上昇を抑制するため、遮熱性舗装等
を整備 ⇒累計約157km

◆ 「東京都受動喫煙防止条例」を制定（2020年４月全面施行）し、対策を推進

スムーズビズの浸透で、新たなワークスタイルや企業活動へ

◆ 企業のテレワークの導入・定着を支援

・情報提供や相談、助言等をワンス
トップで実施

・テレワーク機器の導入・充実に係る
経費を支援

◆ 通勤時間をずらして

通勤ラッシュを回避する時差Bizの推進
・鉄道事業者によるポイント付与や混雑の見える化を実施

◆ 臨海地域における交通需要の増加に速やかに対応するため、新しい公共交通
機関としてBRTを導入

⇒ 2020年10月 プレ運行（一次）開始

◆ 船着場の整備などにより水上交通が充実

ベイエリアの交通ネットワークが充実

◆ 都有競技施設等で５GとWi-Fi環境を整備

◆「TOKYO FREE Wi-Fi」をはじめとする無料Wi-Fiスポットを
都内各地に整備 ⇒ 路上にWi-Fiを757か所設置（2021年３月末時点）

つながる都市へ、快適な通信環境を整備

Hi-NODE（日の出ふ頭）

競技施設：乳幼児対応トイレ

都内鉄道駅の状況（JR・私鉄・地下鉄） ＊2020年３月

➢ エレベーター等による段差解消 95.9%
➢ ホームドア・可動式ホーム柵

・地下鉄 約80% ・JR・私鉄 約30%
➢ だれでもトイレ 96.8%（路面電車の駅除く）

◆ 暑さを緩和するクールエリア・クールスポットを競技
会場周辺等に創出

◆ 大会時の交通混雑緩和と企業活動の両立を目指す「2020TDM推進プロジェ
クト」を展開（910団体、約5.2万社・事業所が参加）

◆ 人の流れはテレワークや時差出勤の推進、モノの流れはリードタイム緩和など物流
効率化の促進

◆ 交通規制や首都高速道路の料金施策を実施

◆ 都民や企業等のTDMの取組（工事調整含む）への協力により交通量が低減

⇒ 高速道路の交通量（概ね外環内側）【2018年比】
[平日] ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 12%減、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 15%減 [休日] 32%減

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶

大会に向けた取組で、「まち」や「暮らし」が変わり始めた

約６割の人が大会開催決定以降都内のバリアフリー化が進んだと回答
（都民意識調査）
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誰もが安全で快適に過ごし、いきいきと生活できる都市へ

とうきょうユニバーサル
デザインナビの充実

ホームドア整備

エレベーター整備

バリアフリー施策の例

デマンド交通の導入

自動運転の実現

グリーンスロー
モビリティの導入

ユニバーサルデザインのまちづくりを都内全域に展開 テレワークの定着を核に、新たな時代にふさわしい働き方へ転換

導入をハンズオンで支援

導入が難しい業種の

中小企業等

経
済
団
体

業
界
団
体

東
京
都

連携

伴走型支援

テレワーク環境を充実

自宅

商業施設等

地域の店舗や商業施設への
小規模テレワークコーナーの設
置を支援

宿泊施設のテレワーク環境の
充実等を支援

区市町村を強力に支援し、
まちの面的・一体的なバリアフリー化を促進

企業訪問

コンサルティング

ハンズオン支援助成金

◆導入が難しい業種の中小企業等に対し、
導入から定着までの伴走型の支援を実施

仕事と休暇を組み合わせた
新たな働き方

自宅以外の身近な場でテレワーク

TOKYO
FORWARD

UDタクシーの普及
人にやさしい車両

公園のバリアフリー化

サテライトオフィス

写真提供：ヤマハ
発動機株式会社

多様な利用者に配慮
した公共トイレの充実

道路のバリアフリー化

ホテル等の宿泊施設

ベイエリアではサステナブルな都市・交通ネットワークを充実

◆ 環状第２号線本線トンネル
開通や晴海五丁目西地区
（選手村）のまちびらきの
状況等を踏まえ、BRTの
本格運行を開始

BRTの本格運行を開始
◆舟運や自動運転モビリティ等による

回遊性向上

◆ＦＣトラックの
導入を支援

自動運転モビリティや、
ゼロエミッションモビリティを導入

▶本格運行ルート
©トヨタ自動車株式会社

◆自転車利用環境のさらなる充実

◆回遊性を高める
広場やデッキの整備

◆既存施設を活用した
歩行者空間の創出

ウォーカブルなまちづくりを推進

Tokyo Sky Corridor
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大会を通じて被災地産品が注目を集めた

◆ビクトリーブーケ約5,000個に被災地で育てられた花を使用

◆開閉会式の聖火台・聖火リレートーチの燃料に福島県産

水素を、トーチには仮設住宅のアルミ建築廃材を使用

◆選手村カジュアルダイニングで被災地産食材を

活用した料理を提供、産地表示と生産者のメッセージでPR

◆福島県の小中学校71校の児童、生徒たちが組立に

参加した福島県産木製ベンチを関連施設に設置

被災地復興の姿と感謝のメッセージを世界に届けた

写真：福島県提供

ⒸTokyo 2020/Kenta Harada

大会をきっかけに紡いできた被災地とのつながり

◆被災地と東京をランニングと自転車のリレー形式でつなぐ、

「未来（あした）への道1000km縦断リレー」を実施、

７年間で延べ約9,000人が参加

◆被災県へトップアスリートを派遣し、ニーズや地域の実情に

応じたプログラムを実施

◆被災県の子供たちを東京のスポーツイベント等に招待、交流を実施

感謝のメッセージとともに力強い姿を国内外に示した

◆メインプレスセンターに情報発信拠点「復興ブース」を開設、

メディアブリーフィング等を実施、各国メディアで紹介

◆復興の取組等をまとめたメディア向けデータ資料

「東日本大震災からの復興の取組に関するメディアガイド」

を配信

◆各種プログラムと連携した取組

（東京2020 復興のモニュメント、海外メディア向け被災地

取材ツアー、復興支援映像の発信等）

被災地が「はじまりの場所」となった

◆聖火リレーの一環として、日本へ到着したばかりの

聖火を「復興の火」と称し、宮城、岩手、福島の３県に展示

◆オリンピック聖火リレーは福島県のＪヴィレッジからスタートし、

全国を巡った

◆オリンピックの全競技に先駆けて、ソフトボールの

オープニングラウンドを福島県営あづま球場で開催

©Tokyo2020

ⒸTokyo 2020/Ken Ishii

ⒸTokyo 020/Uta MUKUO

未来へつなぐ
TOKYO2020の記憶

世界中のアスリートの手に渡った花の一つひとつに

被災地の復興への願いが込められていた

ⒸTokyo 2020/Ken Ishii ⒸTokyo 2020/Ken Ishii

ⒸTokyo 2020/Shugo TAKEMI
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被災地と共有した、大きな感動と心の絆を未来へと
つなげていく

東京2020大会のレガシーとして被災地に受け継ぐ

◆ 被災地の復興仮設住宅の廃材アルミを活用し、被災地の中高生からのメッセージを載せた「東京2020 復興のモニュメント」を制作

◆ 大会期間中、モニュメントをスタジアム付近に設置し、IOC バッハ会長・IPC パーソンズ会長や日本人メダリスト178人からサインを受領

これらのサインをモニュメントに加え、2021年12月に各県へ移設・寄贈

➢ 今後、被災地における復興オリンピック・パラリンピックのレガシーとして活用いただく

➢ 東京マラソン10km招待事業
・被災３県（岩手県・宮城県・福島県）の高校生を

東京マラソン10km部門へ招待

➢ 東京国際ユースサッカー大会等
・東京国際ユースサッカー大会等に被災県の選手等を

招待し、スポーツを通じた国際交流の場を提供

➢ 被災地交流事業
・被災地と連携し、スポーツを核としながらも、観光要素を盛り込む等新たな

取組を展開

2021年12月に行われた「東京2020 復興のモニュメント」お披露目式
（左から岩手県大槌町文化交流センター、宮城県宮城スタジアム横、福島県Ｊヴィレッジ）

スポーツを通じた被災地支援・交流の継続

◆ 東京2020大会を契機に、これまで築いてきた被災地との絆を

レガシーとし、被災地と連携したスポーツ交流事業へと転換

更なる魅力の発信、職員派遣による復興支援

◆福島産直市を拡充し、東北産品の魅力を積極的に発信

◆都職員を被災自治体に継続して

派遣し、派遣先自治体の職員等

とともに被災地の復興に貢献

◆震災10年、復興五輪という時期を捉え、

復興支援の取組を記録誌として総括し、次代へ継承

TOKYO
FORWARD

復興のモニュメント
Tokyo 2020提供
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大会の感動と記憶を未来につなぐ

➢ レガシー設置物

➢ アーカイブ資産等

➢オリンピック・パラリンピックの名称

◆ 東京2020大会の感動と記憶を後世に永く伝えていくため、大会開催を象徴する場所等に名称を付与し、

大会の開催を記念するものをレガシーとして街なかに設置し、競技会場や地域の更なる活性化につなげていく

◆ メダル、聖火リレーのトーチなどの記念品や記録等のアーカイブ資産等を活用し、レガシーとして将来に承継

◆ 大会から１周年の機会を捉え、2022年７月から10月までを大会１周年記念期間として様々な取組を実施

７月23日の大会１周年記念セレモニーを皮切りに、８月にパラリンピック１周年記念イベント、10月に東京レガシーハーフマラソンなど開催

第１回の東京レガシーハーフマラソンは、IOCと協力し、「セレブレーションマラソン」に位置付けて実施

オリンピックシンボル 大会マスコット像 休戦ムラール
・パラリンピックムラール

有明聖火台

ⒸTokyo 2020

パラリンピックメダル 聖火リレートーチ 東京2020オリンピック表彰台 ボランティアユニフォーム

ⒸTokyo 2020ⒸTokyo 2020ⒸTokyo 2020

かけがえのない感動と記憶を、レガシーとして次世代に
引き継いでいく

TOKYO
FORWARD

ⒸTokyo 2020
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①安全安心 都民の命と生活を守る基盤「危機管理」
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調節池整備のさらなる推進

３か年のアクションプラン（主要）

豪雨に対して大きな効果を発揮する調節池等の整備推進

環七地下広域調節池延伸（目黒川流域調節池（仮称）事業着手）

流域を超えた運用イメージ

運用中 運用中

白子川
地下調節池

神田川・環状七号線
地下調節池

整備中
（2016～2025年度）

新規事業化
（2022年度～）

環状七号線地下広域
調節池(石神井川区間) 目黒川流域調節池（仮称）

約21万m3 約68万m3 約54万m3 約47万m3

 激甚化、頻発化する豪雨から都民の命と暮らしを守るため、河川施設の整備を効率的、効果的に推進

 気候危機に打ち勝つ｢強靭な都市｣の形成を目指し、2022年度より、将来の気候変動を踏まえた「河川施設のあり方」策定に向け取り組む

白子川

洪水調節機能を流域間で融通

石神井川 妙正寺川 善福寺川 神田川 北沢川 烏山川 蛇崩川

貯留量：約190万m3

具体的な取組（主要） 2021年度末(見込み)
年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

調節池等の整備推進

気候変動を踏まえた「河川施設のあり方」策
定に向けた取組

―

・城北中央公園調節池（一期）など現在工事中の調節池等の整備を着実に推進
・2030年度までに150万m3の調節池を新規事業化するという目標に向け、引き続き取り組む

令和元年東日本台風におけるストック効果

神田川・環状七号線地下調
節池にて神田川、善福寺川よ
り洪水を取水し、総容量の約
9割の49万ｍ3を貯留

取水によって、調節池の下流地
点で最大約1.5ｍの水位低下
効果があったと推測

神田川の水位状況グラフ

護岸の高さ

調節池が無かっ
た場合は氾濫水
位を超過してい
た可能性あり
➡ 調節池の取
水によって溢水
を防止

和田弥生幹線
（容量15万m3）

河川

下水道

・２箇所事業化 ・１箇所事業化（目黒川流域）

浸水被害軽減に大きく貢献
・雨水貯留施設 合計容量約60万ｍ3

（25ｍプール2,000杯分）

⇒令和元年東日本台風時の貯留率は約６割
・雨水ポンプ施設 合計排水能力14万ｍ3/分
（１秒間で25ｍプール８杯を空にできる能力）

・３箇所新規稼働・２箇所新規稼働

目黒川流域調節池（仮称）の事業化（2022年度）
・河川整備計画において上流３支川（北沢川、烏山川、蛇崩川）それぞれに位置
づけている調節池をトンネル式で一体的に整備

・豪雨に対する対応力を一層強化するため、環七地下広域調節池と接続
⇒４流域において相互融通が可能な総容量約190万m3の調節池として

機能を発揮

（出典）「東京都豪雨対策アクションプラン」（令和２年１月 東京都）

34

気候変動を踏まえた「河川施設のあり方」策定に向けた取組
・気候変動の影響による降雨量の増加や海面上昇、台風の大型化等を考慮した「河川施設のあり方」策定に向けた取組に着手
・策定にあたっては、学識経験者等による「気候変動を踏まえた河川施設のあり方検討委員会（仮称）」を設置
・今後目指すべき整備目標の設定や地下河川を含めた施設整備方針、他施設との連携方策などを決定するための取組を実施

新たな調節池の事業化に向けた取組

調整が完了したものから順次事業化

工事中の調節池等の着実な整備推進

気候変動を踏まえた「河川施設のあり方」策定に向けた取組
・整備方針の策定

河川整備基本方針・整備計画の改定等



￥

 豪雨災害に備え、対策強化地区における浸水対策や、流域下水道雨水幹線の整備など、さらなる下水道整備を推進

 「東京港海岸保全施設整備計画」を改定し、将来的な気候変動に対応した海岸保全施設の整備を実施

 大規模水害時を想定した避難対策として、国や区市町村等と連携し、高台まちづくりや道路高架部等の活用、分散避難等の取組を引き続き推進

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

防潮堤の整備 ―

水害時の避難対策の検討
「首都圏における大規模水害広域
避難検討会」における広域避難に
関するとりまとめ

実施

戦略８
安全・安心 ver.up

「東京港海岸保全施設整備計画」に基づく整備
防潮堤、内部護岸や排水機場等の整備を着実に推進
し、高潮・津波への対策を一層強化

気候変動を踏まえた高潮・津波対策

▼今後予想される海面水位上昇等に備え、
防潮堤の嵩上げを実施

大規模水害時における避難対策の推進

「東京都デジタルツイン」の
３D都市モデル上で、浸水
や土砂災害の被害の様相
をシミュレート

訓練等で活用し行政機関
のより効果的な災害対応の
オペレーションにつなげていく

洪水調節容量5,100万m3の第二・第三調節池
を2030年までに整備完了予定。2022年度以
降の調節池の本格整備に向け、2021年11月か
ら工事用道路整備等に着手

（資料）「なるほど！荒川第二・第三調節池」（国土交通省）を基に作成

【国事業】 荒川洪水調節池群
（第二・第三調節池）の整備

下水道施設整備のさらなる推進

浸水被害軽減に向け、市と連携した雨
水対策として３市（立川市・東大和市・
武蔵村山市）をまたぐ流域下水道雨水
幹線の整備を推進

空堀川流域
下水道雨水幹線

これまでの対策を着実に推進するとと
もに、広範な床上浸水等が想定され
る地区について１時間75ミリ降雨に
対応する下水道施設を整備するなど、
対策を強化

対策強化地区における施設整備

千川増強幹線（文京区千石、豊島区南大塚）

整備イメージ 芝浦排水機場

計画策定

「高台まちづくり推進方策検討ワーキンググループ」を国と都で設置

一般道高速道路

＜緊急安全確保先の例＞・大規模水害時に人命を最優先とするレベル５*
｢緊急安全確保｣での緊急避難先等のひとつと
して、道路高架部等の活用を検討・調整

空堀川上流域南部地域の下水道
雨水幹線の整備

▼排水機場の機能維持に向け、
老朽化･耐震対策を実施

国や区市町村等と連携した分散避難の推進（情報発信のあり方・広域避難体制の構築など）

３か年のアクションプラン（主要）
（出典）「Project PLATEAU 」（国土交通省）

３か年のアクションプラン（主要）

国と設置した「首都圏における大規模水害広
域避難検討会」の議論等を踏まえ、複数の
避難行動を組み合せた分散避難を更に推進

*災害がすでに発生している可能性が極めて高く、早急な安全確保が必要な状況

高台まちづくりの推進 デジタルツインを活用した水害シミュレーション大規模水害時の避難対策

・モデル地区で、大規模水害時に
安全を確保するための拠点施設
整備について、区の検討費を支援

大規模浸水時のイメージ 鉄道駅 都河川

（資料）『災害に強い首都「東京」形成ビジョン』（令和２年12月
災害に強い首都「東京」の形成に向けた連絡会議）を基に作成

公共施設 民間ビル

＜高台まちづくりのイメージ＞

・適切な避難行動を促進するため、情報
発信手段や普及啓発を充実、強化

・検討会において作成するガイドライン等に基づき、
区市町村の広域避難計画の策定を支援

・都立施設や国・民間施設を活用
した広域避難先の更なる確保
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東日本大震災以来、10年ぶりに都
内で最大震度５強の地震が発生

発生時刻：22時41分
震源：千葉県北西部深さ75km
マグニチュード：5.9
最大震度：５強（東京都足立区等）

2021年10月７日地震の被害

 地震や風水害等の災害から電柱倒壊を防ぎ、災害時の円滑な対応に繋げるため、新たに島しょの整備計画を策定する等、都内全域で無電柱化を加速

 河川施設及び上下水道の耐震対策等、あらゆる都市インフラの機能確保に向けた取組を推進

配水管の耐震化

・2020年度末までに避難所等の重要施設の
9割の耐震化が完了

・新たに一時滞在施設や災害拠点連携病院
などから排水を受け入れる施設を対象に追
加し、取組を推進

下水道の耐震対策
（マンホール接続部の耐震化・液状化対策）

（出典）「令和３年10月７日22時41分頃の千葉県北西部の地震
について」（令和３年10月８日 気象庁）

≪配水管の耐震継手化（イメージ）≫

2022年度:避難所等の重要施設への供
給ルートの耐震継手化を完了

2028年度:都の被害想定で震災時の断
水率が高い地域（取替優先
地域）について、耐震継手化
を重点的に進め、解消

2030年度:管路の耐震継手率61％

・2020大会を見据え、競技会場周辺やセンター・コア・エリア
（中央環状線の内側エリア）内の都道等で無電柱化を推進
⇒ 競技会場周辺の都道：整備完了

センター・コア・エリア内の都道：概ね整備完了
・重点整備エリアを環状七号線の内側に拡大し、整備を実施

これまでの実績・整備方針 「東京都島しょ地域無電柱化整備計画(2022年1月
策定)」に基づき島内完全無電柱化を推進
・島しょ地域は台風等による電柱倒壊に伴う停電等の影響が大きい
・「電柱のない島」の実現に向け、島しょ地域特有の課題に対処
するための調査に加え、測量・設計作業に着手

・2025年度までに約10km（緊急整備区間）及び４港２空港の整備を完了

無電柱化の加速

環状七号線
内側エリア

環状七号線

≪都道の重点整備エリアを拡大≫

強度の高い管路への更新
99.9%完了（2020年度）

管路の耐震継手率
27%（2010年度）

→ 47％（2020年度）

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

第一次緊急輸送道路の無電柱化
（うち環状七号線の整備）

41％
（60％）

45％
（70％）

49％
（93％）

50％
（100％）

河川堤防の耐震対策

水門等の河川施設の耐震耐水対策

7.8km完了（累計65.1km） 3.3km完了（累計68.4km）

４施設完了（累計17施設完了）

5.9km完了（累計74.3km）

５施設完了（全22施設完了）

6.0km完了（累計80.3km）

配水管の耐震化（管路の耐震継手率） 48％ 50％ 51％ 53％

排水を受け入れる下水道管の耐震化等を
実施した施設数

累計4,490か所

３か年のアクションプラン（主要）

地震に備えた都市インフラの強化（耐震対策等）

第二期計画策定 第二期計画に基づく整備推進（2022年度～）

≪都道の無電柱化は着実に進捗≫

整備後（大島町波浮港地区）

≪下水道管とマンホール接続部の耐震化≫

下水道管とマ
ンホール接続
部 を 柔 軟 な
構造に変更ゴムブロックなどを設置

引っ掛かって
抜けない！

水道：破裂や損傷はなく
23か所の漏水のみ
⇒翌朝６時までに修理完了

下水道：被害なし
ガス・電気・通信：被害なし

【被害状況】

河川施設の耐震・耐水対策

≪地盤高のイメージ≫

高潮により浸水が生じる
可能性のあるエリア

地盤高が想定津波高
以下のエリア

・地震に伴う津波や高潮等の水害から東部低
地帯を守るため、2021年12月に策定した「東
部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」
に基づき、引き続き耐震・耐水対策を推進

・耐震対策の範囲を高潮により浸水が生じる可
能性のあるエリアまで拡大

これまでの対策区間 新たな対策区間

地盤高が想定津波高
以下のエリア

高潮により浸水が生じる
可能性のあるエリア

≪対策範囲の拡大イメージ≫

取組推進 240か所/年

・「東京都無電柱化計画（改定）（2021年６
月）」で５か年（2021年度～2025年度）の
整備計画延長を設定

年間の整備規模を倍増し無電柱化を加速
（25km/年(2020年度)→ 50km/年(2025年度)）

○都道 1,067km

○国道 62km ○区市町村道 278km

合計 1,407km

対象路線 整備計画延長

第一次緊急輸送道路 403km

環状七号線の内側エリア 73km

主要駅80駅周辺

（区部30駅・多摩50駅）等
591km

面的な無電柱化の推進
・宅地開発時の新たな電柱設置の防止を本格的に進めていく
ため、パイロット事業を拡充（事業期間や補助上限額など）

・防災生活道路において拡充した補助を活用するとともに、木
密地域の私道等を対象とした制度の構築に着手

宅地開発無電柱化推進事業

３施設完了（累計13施設完了）
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≪マンホールの浮上抑制対策≫
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木密地域の防災性向上

整備地域を対象に、区と連携した市街地の不燃
化を促進するとともに、特定整備路線の整備を
推進し、「燃え広がらない・燃えないまち」を実現

木密地域の不燃化

 都有地を活用した、関係権利者の移転先確保の工夫などによる、木密地域の不燃化の取組を着実に推進

・権利者などが安心して生活再建できるよう、コミュニティを維持しつ
つ入居できる移転先を整備（足立区江北地区で先行）

・先行地区で得られた知見を活かしつつ、地域特性を考慮し、区と連
携して次期候補地区を選定

都有地活用による魅力的な移転先整備事業

本整備により延焼遮断機能が向上 （出典）「国土地理院空中写真」（1989年11月及び2019年８月撮影）より作成

【特定整備路線の整備実績】

不燃化特区制度
52地区で運用中

特定整備路線
全28区間で工事着手
２区間で交通開放済

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

特定整備路線の整備（累計）

①用地取得

②工事着手済

③交通開放*

①約７割

②28区間（36箇所）

③２区間（３箇所）

①約８割

②28区間（38箇所）

③３区間（４箇所）

①用地取得完了

②28区間（38箇所）

③９区間（11箇所）

①用地取得完了

②28区間（38箇所）

③16区間（18箇所）

３か年のアクションプラン（主要）

生活再建支援の一層の拡充、移転先確保の一層の推進

・敷地が狭小であることや権利関係が輻輳していることなどに
より、建替えが進みにくい

・住み慣れた地域で居住し続けたいとする権利者などが多
く、希望に合う移転先を確保することが困難

【課題】

【取組状況】

戦略８
安全・安心 ver.up

補助136号線（関原・梅田）

*交通開放：早期事業効果発現のため、現道なしの場合は緊急車両及び歩行者が通行できる状態（幅員６m以上）、現道拡幅の場合（現道幅員６m以上）は車線増、右折レーン設置等の状態での暫定交通開放を含む

事業開始前の航空写真（1989.11）

事業中の航空写真（2019.8）

補助46号線（目黒本町）

安全で良質な市街地の形成 避難場所の確保

延焼遮断帯の形成 緊急輸送道路の機能確保

≪防災都市づくりのイメージ≫

【整備地域全体の不燃領域率の推移】
2021年3月に特定整備路線として初めて補助136号線（関原・梅田）が交通開放

【農地の無秩序な宅地化による防災性
の低下を防止】

農地の無秩序な宅地化に伴うまちの防
災性低下を防ぐため、地区計画策定等
を検討する区市を支援

≪取組のイメージ≫
農地の保全

良好な市街
地の誘導

無秩序な宅地化に
より防災性が低下

農地を有する市街地

未対策の場合

対策を行った
場合

農地

2030年度全地域70％の目標達成に向け、
取組が着実に進展

※補助46号線は暫定交通開放

路地空間のイメージ

交流の拠点のイメージ
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ｖ「被害想定を見える化」し防災意識を向上

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

帰宅困難者対策オペレーションシステムの
構築

システムの設計・開発

防災リーダー制度の創設 防災リーダー登録の開始

３か年のアクションプラン（主要）

 首都直下地震等の被害想定の見直しなども踏まえ、都民一人ひとりの防災意識の向上と発災時の被害を低減する取組を推進

大規模地震への平時からの備えを強化

避難計画に基づく訓練実
施や防災マップの作成支
援など、
伊豆諸島
６火山対策
の実効性を向上

富士山噴火の降灰対策は、
国の降灰対策検討会の結果
を踏まえ、必要な対策を実施

島しょ等火山対策

✓住居の倒壊や延焼のほか、新たに幹線道路、
ライフラインなど救出救助活動に係る被害状況
を発災後の時間軸に沿って提示

東京都地域防災計画（震災編）に反映

首都直下地震等の被害想定の見直し

●前回の被害想定から10年が経過

●地震に強いまちづくりが着実に進展する一方、人口構造
など社会環境が大きく変化

帰宅困難者対策オペレーションシステムを構築

道路や一時滞在施設の混雑状況等を
ＧＰＳ情報等により把握し、
帰宅困難者に対してリアル
タイムに情報を発信
（2022年度から順次実装）

適切な帰宅ルールを策定

原則３日間の帰宅抑制を継続
しつつ、帰宅可能な状況になった
場合の適切な帰宅方法として、
分散して帰宅するルールを策定
し、効果的な周知を実施 一斉帰宅のシミュレーション

（危険な混雑が発生）

防災リーダー制度を創設 日常備蓄の推進

各企業で、平時からの備えと発災時に
従業員の安全確保や一斉帰宅の抑
制等の対策を推進する防災リーダー
制度を創設

機器の
転倒防止

職場内備蓄
の呼びかけ

一斉帰宅抑制
の呼びかけ

社内災害対応
の助言

発災時平時 ＳＮＳ等の活用や「東京備蓄ナビ」
の利用促進など、備蓄実施率の低い
若年層への普及啓発を強化し、
全世代の備蓄率を向上

●この10年で大規模地震災害の最新の知見等が蓄積

首都直下地震等による東京の被害想定（2012）

■最大震度７ ■全壊棟数 約30万棟
■死者 約9,700人 ■避難者 約339万人
■帰宅困難者 約517万人

2016年４月熊本地震(最大震度７、全壊8,665棟、避難者約18万人)
2018年６月大阪府北部地震(最大震度６弱、多数の出勤困難が発生)
2018年９月北海道胆振東部地震(最大震度７、道内全域で停電)

被害想定のデジタル化などにより、都民へ分かりやすく情報発信すること
で都民への周知率と防災意識を向上

✓デジタルマップを新たに作成し、「東京都防災アプリ」と連携

被害想定を分かりやすく伝えることで、都民の防災意識を高め
日頃からの備えや適切な避難につなげる

順次実装・改良・機能向上

専用サイト構築・アカウント開発

コンテンツ等の配信
コンテンツ等の配信

✓揺れや火災による被害など、種別ごとにデータを
作成しオープンデータ化

住宅の耐震化
2010

81.2%
2020

92.0%

木密地域の不燃化
2011

58.4%
2019

63.6%

都内の人口
2010

1,316万
2020

1,405万

都内の高齢化率
2011

20.7%
2021

23.4%
※参考値

※推計値
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戦略８
安全・安心 ver.up

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

3D地形データを活用した防災対策

・土石流対策の事業優先度の検討
・斜面点検の高度化

３D地形データの仕様・範囲等の
検討

事業優先度の基本的考え方の整理

高所カメラの高度化 ー

３か年のアクションプラン（主要）

 ＤＸや先端技術を活用した情報収集・情報発信の推進や資器材の導入などにより、自然災害への対策をより一層推進

システム運用

現場対応力の向上

離島港湾情報プラットフォームの構築

島しょ港湾に係るデータを可視化し、関係者
間で共有することで、危機管理を徹底

情報収集・情報発信の強化

高画質カメラや赤外線カメラを
備えたドローンを配備し、土砂
災害現場や水害現場において
人命検索、
情報収集等
を実施

ドローンを機能強化

要救助者をより迅速に救出する
ため、堆積した土砂等を吸引で
きる車両を
消防機関
として初めて
整備

土砂吸引車(仮称)を整備

土砂災害用遠隔監視システムを配備

地盤や建物の動きをレーザー
光線で感知し、警報器により
活動隊員に危険を知らせる
資器材を整備

高所カメラの高度化

都庁屋上等に設置されているカメラに、ＡＩにより自動で火災等を検
知し、場所や被害状況を収集するシステムを導入

➡ 刻一刻と変化する被害状況を把握し迅速な初動対応を実現
災害対策本部大型スクリーンで活用

住家被害認定調査及び罹災証明の迅速化

ＡＩ• 被害状況調査にドローン等を活用
し、家屋の被害程度をＡＩ等により
判定することで、被災した都民に対し
て罹災証明書の迅速な交付を実施

▲活用イメージ

▲車両イメージ ▲ドローンイメージ

システム構築

データの一元化・リアルタイム共有により、
・発災時、速やかに現地状況の確認を実施
・災害復旧の早期着手が可能に

高潮防災情報の発信強化

円滑な復旧復興

・ＡＩ
（非木造

• 高潮防災総合情報システムの利便性・操作性
を一層高める改修や海面ライブカメラの増設など
を継続的に実施

海面ライブカメラ（辰巳水門全景）

３D地形データを活用した防災対策

道路

河川

３D地形データを活用し山岳道路の斜面点検の高度化を図ることで、
崩落の恐れのある箇所等をより的確に把握 ➡ 計画的に対策を推進

・土石流の危険性がある渓流について、３D地形データを活用し
早期に対策が必要な箇所を抽出 ➡ 優先的に事業を推進

・砂防施設の堆積土砂量を把握 ➡ 計画的な除石など維持管理に活用 （画像提供）株式会社パスコ

▼三次元レーザー測量のイメージ

水防災情報の発信強化

• 河川の監視カメラ映像・水位・雨量の統合表示等により、利用者
の視点に立った使い易い水防災総合情報システムへ改善

• 水位周知河川における氾濫危険
情報の自動発表化に向け、監視
カメラ映像のＡＩ等を用いた自動
解析などを検討し、住民の避難行
動につながる情報を迅速かつ確実
に発信

斜面判読手法の整理・斜面判読業務の実施

事業優先度を踏まえた対策箇所の抽出（１周目）

斜面点検の実施

防災情報ワンストップ化のイメージ

• ＡＩの学習データとなる家屋画像の
対象を、非木造家屋まで拡大
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３か年のアクションプラン（主要）

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

高度サイバー事案に対する解析・分析
能力の向上

ー

事業者連携による子供を守る取組 ー

諸外国への技術情報等の流出防止対策

警戒警備システムの更なる活用 高度サイバー事案に対する解析・分析能力を向上

身近な犯罪への対策

ＣＢＲＮ鑑識技術を強化
最新の検知資器材を導入し、
多様な危険物質に対する多角
的な現場検知を行うＣＢＲＮ
鑑識技術を強化 放射性核種分析装置

（資料）「令和2年におけるサイバー空間をめぐる脅威の
情勢等について」（2021年3月4日 警察庁）より作成

サイバーセキュリティ対策セミナーを実施

民間企業等を対象に、サイバー犯罪等の認知方法
や防御方法、対処要領等を実践的に習得してもら
うことにより対策を強化

子供を犯罪から守る取組を強化特殊詐欺被害防止に向けた
啓発事業を強化

特殊詐欺の犯行手口を模し
た電話・ＳＭＳによる体験
型の啓発事業を実施

カメラ映像のＡＩ解析により、異
常行動等を自動検知し、事件
事故等を未然防止するシステム
を、様々な警察事象に活用

高度解析資機材の導入・研究開発・人材育成

３事業者と協定締結 ３事業者と協定締結３事業者と協定締結

サイバー犯罪の検挙件数の推移

生活安全統合システムを構築

ストーカーやＤＶ相談、児童虐待など生活
安全に係る情報を一元管理することにより、
対応の迅速化や関係機関との連携強化に
つなげる（2024年度運用開始予定）

（資料）「令和２年における少年非行、児童虐待及び
子供の性被害の状況」（2021年３月 警察庁）より作成

児童虐待の検挙件数の推移

戦略８
安全・安心 ver.up

※CBRN：化学(Chemical)、生物(Biological)、
放射性物質(Radiological)、核(Nuclear)

情報の流出事案の実態解明に資する最新解析用資器材の導入や、
捜査員の捜査能力の向上、民間企業等に対する啓発を実施
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テロ等への対処能力の向上

 東京2020大会を安全・安心な大会へと導いた取組を発展させるとともに、社会状況の変化に応じ、身近な犯罪への対策を推進

警視庁や特別派遣部隊等が
警備に当たり、テロによる被害を防止

円滑な大会運営に向けた
各種サイバー攻撃対策を推進

東京2020大会の成功

サイバーセキュリティ対策の更なる強化

高度解析機材の導入や新たな資機材の研究開発を
推進するとともに、高度サイバー事案に対応できる人材
を育成

・商業施設等と連携し、子供の防犯を呼
びかけるスポット動画を店内のデジタル
サイネージや企業ＳＮＳを活用して発信

・子供の放課後活動時間帯で危険と思われる箇所など
通学路以外にも防犯カメラを設置
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 東京の総力を挙げて、感染拡大防止と社会経済活動を両立させ、新型コロナの危機を乗り越えるとともに、未知なる感染症にも対応できる、感染症
に強い都市の実現に向けた取組を加速

東京の総力を挙げて、新型コロナに打ち克ち、
未知なる感染症にも対応できる、感染症に強い都市へ

必要な医療に迅速につながる、保健医療提供体制を構築 社会経済活動を再生・回復

感染症対策の司令塔 「東京 i ＣＤＣ 」の機能を一層強化

情報発信機能の強化

i ＣＤＣ情報プラットフォームの構築・運用

外部機関との連携強化
データ収集・調査分析

機能の強化

医療提供体制
の強化

ワクチン接種・
治療薬の活用

保健所の
機能強化

困難を抱える方
への支援を強化

企業活動や観光
産業への支援

事業主や働く方
への支援

感染症対応における構造的課題に向き合い、取組を加速

 保健所の体制・業務運営のあり方

 都民・事業者への措置のあり方

 医療提供体制を機動的に構築する仕組み

 感染症有事に強い都庁組織 など

新型コロナへの対応について、法制度や執行体制等の視点から国との調整が必要となる構造的課題を抽出し、体制等を強化

i ＣＤＣの各組織が緊密に連携し活動する、バーチャル空間上の活動拠点

・オープンデータの一元化、ＡＩによる分析、
予測シミュレーション など

・人材確保支援を実施
・デジタルを活用した業務の
効率化 など

・３回目接種を迅速に実施
・経口抗ウイルス薬・中和抗体
薬の活用推進 など

・「新しい日常」における企業活動
を後押し

・観光事業者の経営力を強化 など

・成長分野・人手不足分野
の人材確保、若者・非正
規雇用者への支援 など

・生活困窮者への支援を拡充
・誰一人取り残さないセーフティ
ネットを強化 など

・集約・蓄積データの可視化、効果的な
情報発信 など

・国立感染症研究所、大学・研究機関、
米ＣＤＣ、ＷＨＯ など

・相談・検査・診療体制を強化
・入院・宿泊療養体制の確保、
自宅療養支援の拡充 など
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医療政策部

総務部

保健政策部

感染症対策部

健康安全部

提言・助言

健康危機管理
担当局長

健康危機管理
対策本部

政策決定

感染対策支援チーム
（院内･施設内感染）

ＴＥＩＴ
（実地疫学調査チーム）

健康安全
研究センター

国立感染症研究所
大学・研究機関・

都医学総合研究所
日本感染症学会

等

保健所

米ＣＤＣ・
ＷＨＯ等

都医師会

医療機関

区市町村

東京消防庁

厚生労働省

検査機関

i CDC専門家ボード

外部アドバイザー

iＣＤＣ情報プラットフォーム

上図：プラットフォームのイメージ

運用・管理・セキュリティ

データの収集・集約・共有

 都が所有している新型コロナウ
イルス感染症対策サイト等の
データや国・研究機関・大学等
の外部機関が作成した様々な
オープンデータを一元化

疫学･公衆衛生チーム

感染制御チーム

感染症診療チーム

微生物解析チーム

検査・診断チーム

研究開発チーム

リスクコミュニケーションチーム

人材育成チーム

データ可視化 高度分析・シミュレート

集約・蓄積された
データを統合し、
組合せ、可視化

知 事

専門家ボード座長

庁内外に散在するデータ・資料・分析結果等を収集・集約・共有し、

i ＣＤＣの各組織が緊密に連携し活動する、バーチャル空間上の活動拠点

iＣＤＣのデータ収集・調査分析・情報発信機能を一層強化

連
携

各分野の専門家から構成

 図表の重ね合わせや情報の複合
分析等により、多項目の相関関
係を瞬時に可視化

 ビッグデータを処理しＡＩによる
分析等を通じて、精度の高い予
測シミュレーションを構築

 庁内外の様々な主体が作成し
た資料・分析レポート等をアー
カイブ化

東京 i ＣＤＣの機能を一層強化し、専門的知見やエビデンスに基づく対策を先手で効果的に展開

連携・協力

東京 i ＣＤＣ

特定のテーマに関する
タスクフォース

 後遺症

 ゲノム解析

 ワクチン

 換気 等

新型コロナ感染症
医療体制戦略ボード

医療体制戦略監

補佐

連携
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相談・検査・診療体制を強化

相談体制を強化

検査・診療体制を強化

入院・宿泊療養・自宅療養の体制を強化し、必要な医療を迅速に受けられる環境を整備

保健所の機能強化

感染状況に応じて、新型コロナコールセンター
や東京都発熱相談センターの体制を強化

 インフルエンザとの同時流行等も見据え、
過去最大規模の感染拡大にも耐えうる
検査体制を構築

総需要最大
約8.8万件/日

基本の検査需要
約5.8万件

インフルエンザ流行に
伴う検査需要
約1.3万件

高齢者施設等
集中検査等
約1.7万件

検査処理能力

診療・検査医療
機関の確保や、
ＰＣＲセンターの
活用等により、

検査需要に対応

最大
約10.0万件/日

人材確保を支援 デジタル技術を活用した業務の効率化 都と保健所が連携した業務の効率化

 応援職員の派遣やトレーサー班の配置、雇上げ経
費・業務の外部委託経費等の支援を実施

 保健所からの連絡を待たずに宿泊療養施設に入所
可能な仕組みの導入など、都と保健所が連携して
対応する取組を改善

音声マイニング技術活用イメージ

確保病床(重症病床) 4,000床(300床) 5,000床(350床) 6,919床
更なる増床を

国と調整

回復期支援病床 1,785床
更なる施設数を
確保し、有症状・
重症化リスクの

ある患者を受入れ

入院待機ＳＴ 一旦休止 20床 46床

酸素・医療提供ＳＴ 110床 330床 720床

宿泊療養施設 2,358室 4,408室 7,966室

ウェアラブル
端末イメージ

必要な医療に迅速につながる、保健医療提供体制を構築

医療提供体制を強化

 確保病床を一層拡大するとともに、感染状況等に応じて、
要請から２週間以内に医療提供体制を確保

 人工透析や中期滞在が可能な高機能型酸素・医療提供
ステーションの整備など多機能化を実施

レベル１レベル分類 レベル２ レベル2.5（都独自） レベル３ レベル４

宿泊療養施設の医療機能・稼働率を向上 自宅療養者への支援を強化

病状の変化に応じて最適な療養環境を迅速に提供 医療人材の確保策を強化

 転退院調整を専門的に行う調整部門の設置や、搬送用陰圧車両の増強等
による搬送体制の強化などにより、患者の状態の変化に応じて転退院を促進
し、最適な療養環境を迅速に提供

 診療・検査医療機関による療養先の勧奨等、入院調整を更に迅速に行う
ための仕組みを保健所等と協議しながら推進

 都医師会や都看護協会による協力に加え、「東京都医療人材登録データ
ベース」を設置し、医療人材を機動的に確保するための仕組みを構築

医療機能を強化

 施設ごとに対象となる療養
者像を明確化

 中和抗体薬の投与を受け
た患者の受入れや酸素投
与等を実施

稼働率を向上

 受入時間拡大や消毒・清掃の居室ごと個別実施の導入など、運用を見直し

 陽性者本人が申し込める「宿泊療養申込窓口」を設置

医療・看護度
が高い療養者

無症状者や比較的
軽症な療養者

医師の往診
等も実施する
施設

リモート診療
対応の施設

適切な健康観察と必要時の医療提供等により、安心して療養できる環境を整備

ビデオ通話システムを活用した
オンライン・電話診療

往診を行う拠点病院の設置

往診実施医療機関や訪問看護
ステーションの参画促進

パルスオキシメーターの追加調達

ウェアラブル端末を活用した
遠隔での健康観察等

緊急時に備えた
酸素濃縮装置の追加配備

基礎疾患がある患者等への
中和抗体薬の投与

…

最大
9,470床

自宅療養者フォローアップ
センターによる配食等の支援

※都が要請した施設等を運営

医療機関

医師・看護師
養成機関

医師・看護師、
保健師（個人）

【都が要請した施設等】

・宿泊療養施設

・酸素・医療提供ステーション

・フォローアップセンター/発熱

相談センターの相談業務 等

【区市町村】

・ワクチン接種

②必要な人
材や勤務先
等を提示

①人材情報
登録

②募集情報
等提示

③申込み ④人材配置

医療人材登録
データベース

業務受託会社※/区市町村

助産師による妊産婦への健康観察

オミクロン株新規陽性者数が概ね100人/日以上（7日間平均）又は
増加比概ね300%以上が2週間継続の場合、病床確保レベルを一気に移行

協力医療機関による健康観察

オミクロン株特別対応
 病床確保レベルをレベル３へ一気に引上げ

 宿泊療養施設を11,000室確保し、今後も更に確保

無症状の陽性者等を対象とした感染拡大時療養施設を新設

 自宅療養者への支援を一層強化 等

 診療・検査医療機関等の確保・公表を進
め、身近な地域で速やかに受診できる体
制を整備

 感染拡大時に最大検査体制を２～３週
間で構築
・医療機関への検査受入枠の拡大
・休止中のＰＣＲ検査センターの稼働
・抗原検査キットの活用等

 飲食、イベント、旅行等の活動に際しての
陰性確認のための検査及び感染不安を感
じる無症状の方のための検査を無料化

 繁華街等でモニタリング検査を実施し、感
染拡大の予兆を早期に把握

 音声マイニング技術により、通話音声を自動でテキスト化し、データと
して職員間で共有

 チャットボットやSMSの活用等により電話以外のアクセス手段を拡大

入院調整本部 重症者受入
医療機関

中等症者等
受入医療機関 宿泊療養施設・自宅

転院促進 転院促進

受入促進 受入促進

転退院
支援班

強化 回復期
支援病院

※2022年１月
20日時点
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最大の武器であるワクチン接種を強力に推進

より多くの都民への２回接種を推進

治療薬の活用を一層促進し、重症化の予防と医療提供体制のひっ迫を防止

国・区市町村・関係団体等と連携して、3回目接種を迅速に実施

接種率の向上に向けた取組を実施

 若年層を含め、より多くの都民の２回接種
早期完了を推進

 ５歳～11歳の子供への接種について、国
や区市町村と連携し希望者への早期接種
を推進

 ワクチン接種ポータルサイト等を通じて、
ワクチンに関する正しい知識や接種の方法
などを随時発信

 TOKYOワクション
アプリを通じて、接
種気運を醸成

区市町村の接種体制に加え、職域接種や

都・国の大規模接種会場における接種を

推進し、3回目接種を早期完了

ワクチン研究を推進

関係団体区市町村

ワクチンチームで
連携し接種を推進

東京都

国
連携

区市町村や関係団体等との連携

 区市町村や関係団体等と意
見調整を図り、適切な役割分
担のもと、協力して接種を推進

 各自治体の接種計画を踏まえ
つつ、都内におけるワクチンの配
分調整を実施

国への働きかけ

 ワクチン供給計画の早期提
示と安定供給、交互接種に
関する情報提供を要望

 地域の状況や感染リスクに
応じた柔軟かつ弾力的な対
応の検討を要望

都の大規模接種会場を設置

 都庁北展望室や多摩地域等に大
規模接種会場を開設

（2022年２月１日時点５か所）

ワクチン接種や治療薬の活用を一層推進し、コロナの罹患・重症化リスクを最小化

区市町村

国

都

医療従事者への接種（大規模接種会場）

医療従事者及び高齢者施設入所者・従事者への接種

職域

自治体に対して順次ワクチンを配分

21年12月 22年１月 ２月 ３月 ４月～

警察・消防関係者への接種
（大規模接種会場）

高齢者施設入所者以外の高齢者への接種

3回目接種対象者のうち
希望する全都民への接種

職域接種

 東京都医学総合研究所にお
いて、国立感染症研究所や
東京都立大学と連携し、新た
なコロナウイルスや未知のウイル
スにも対応可能なワクチン開
発に関する研究を推進

職域接種の推進

 職域接種に対して、会場借り上げや会場の運営に
必要な経費等を補助

３回目接種のスケジュール

中和抗体薬を早期に投与できる体制を整備

中和抗体薬の
活用を一層拡大

 入院重点医療機関、診療・検査医療
機関、酸素・医療提供ステーション、
宿泊療養施設等で活用

 中和抗体薬の投与を往診で実施する
医療機関等に対して支援するほか、クラ
スター発生施設への往診体制を整備

 都立・公社病院において、かかりつけ医
から直接患者を受入れ、投与を推進

早期・確実な投与のための
連絡調整体制等を整備

 かかりつけ医や発熱相談センターの
紹介により、保健所による療養先
調整前に投与できるよう対応

 保健所と連携し、投与可能な医療
機関への入院・受診調整を実施

 中和抗体薬コールセンターでの相
談対応、希望する対象者への受
診・搬送等の調整を実施

経口抗ウイルス薬の活用を推進

 地域の医療機関・薬局と連携し、経口薬
の円滑な提供体制を確立
※登録機関数：医療機関1,939か所、
薬局1,790か所（2022年１月15日時点）

大規模接種会場での接種

都
民

（
発
熱
症
状
）

かかり
つけ医

都発熱相
談センター

診療･検査
医療機関

かつ
投与可能な
医療機関 保健所

①保健所による療養先調整前に投与するケース

自宅療養又は
宿泊療養

②保健所と連携し、陽性患者に投与するケース

都
民

（
発
熱
症
状
）

発
熱
等
の
相
談

紹
介 発生届

発
熱
等
の
相
談

かかり
つけ医

都発熱相
談センター

保健所

診療･検査
医療機関

等

投
与
可
能
な

医
療
機
関

都
抗
体
カ
ク
テ
ル

療
法
促
進
担
当

自
宅
療
養
又
は

宿
泊
療
養

発生届
情
報
共
有
・
連
携

入
院
（
外
来

受
診
）
調
整

〈早期・確実な投与のための連携調整体制イメージ〉

 新規承認薬等の活用促進のため、国の対応状況
等を含め医療機関に対して情報提供等を実施

 国内の製薬会社による経口薬の治験が円滑
に進むよう、宿泊療養施設の一部で治験を
実施

ワクチン供給を踏まえ、
３回目接種を前倒し

都庁の会場案内表示
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社会経済活動を再生・回復につなげていく

企業活動等への支援

ビジネスモデルの転換
非対面型の接客など、３密回避をはじめとし

たビジネスモデル転換を行う中小企業を支援
するとともに、成果事例を発信

BCP策定・実践支援
感染症拡大等の不測の事態においても企

業活動が継続できるよう、BCPの策定か
ら実施まで一貫した支援を実施

収益確保に向けた企業変革
業績が悪化した中小企業に対し、経営計画の再構築を支援

２年目：変革の実践

 テレワーク東京ルール宣言企業に、職場において中心的な役割を担う「テレ
ワーク推進リーダー」を設置

 テレワークの導入が難しい業種の中小企業に対し、コンサルティングや助
成金により、導入から定着まで伴走型の支援を実施

経営計画の見直し支援
事業計画の策定支援

大企業、研究機関等との
マッチングによる事業化支援

「新しい日常」における企業活動を後押し

危機に強い経営の構築を支援

テレワークの更なる推進

１年目：企業変革の土台づくり

事業主や働く方への支援

派遣先企業等との
マッチングを支援

就
職

正社員として採用し、採用後も職場
定着に向けて指導育成の取組を行っ
た中小企業に対し、助成金を支給

 最大２か月間のトライアル就労の機会を提供

 トライアル就労に必要な知識等をｅラーニングで提供

離職者等を対象に、派遣制度を活用した就労機会を提供し、その後の正社員就職を後押し

成長分野等への就職
離職者等に対し、情報分野等における資格取

得や技能向上に資する職業訓練を実施

人手不足業界等への就職
業界団体と連携し、介護等の人手不足分野にお

ける知識・技能を学ぶための講習プログラムや合
同企業面接会を実施

成長分野・人手不足分野の人材確保

若者・非正規雇用者への支援

就労機会の提供を通じて正社員就職を支援

観光産業の復活に向けた支援

新たな旅行者ニーズに対応した宿泊施設整備

観光事業者の経営力を強化
 経営相談と各種支援メニューの提供をワンストップで行う総合的な支援体制を整備

デジタル技術を活用した新たなビジネス展開を後押し
 都の有するデータを集約したダッシュボードを作成し事業活動への活用を促進

経営面への支援
・支援メニューの提案
・専門家の派遣 等

効果的な情報発信
・観光経営セミナー
・ウェブサイトの開設 等

事業者
のニーズ
に応える

困難を抱える方への支援を強化

生活困窮者への支援を拡充

 「TOKYOチャレンジネット」において、住まいを
失った方の居住の場の確保や就労支援、資金貸
付等、生活の安定に向けた支援を実施するとと
もに、支援情報を今まで届かなかった層にも届け
られるよう、効果的広報を展開

 自殺未遂者等の支援体制を強化するとともに、悩みを抱
える人を社会全体で支える基盤強化に向け、ゲートキー
パー啓発動画を活用した集中的な広報を展開

 女性や若年層等に対し、インターネット等での情報発信や
普及啓発を強化

自殺対策を強化

 分野横断的な取組や必要な方に支援を行き届ける取組、
状況に応じたきめ細かな相談支援の取組を充実

誰一人取り残さないセーフティネットを強化

新たに作成した
女性向けリーフレット

詳細は
「②共生社会（セーフ
ティネット強化）」へ

社会経済活動と生活の

安全・安心を支える仕掛け
アプリを活用した

ワクチン接種の促進 ＰＣＲ検査等の無料化

特典等の提供による
ワクチン接種促進

飲食店・イベント会
場等での活用

飲食、イベント、旅行等の活
動に際しての陰性
確認のための無料
検査を実施

若者のデジタル人材
としての再就職を支援

離職した若者等に対し、デジタルス
キルを習得できる職業訓練とキャリ
アカウンセリング等の再就職支援を
一体的に実施

若者の就職活動を支援
新規卒業予定者や既卒の若者等を対象に、

面接会等企業とのマッチングイベントを実施

✦ カウンセラーによる個別相談
✦ 業界研究・企業説明会
✦ 就活ノウハウを学ぶセミナー 等

合同就職面接会
区部20社 多摩10社

非正規雇用者等のキャリア形成を支援
 非正規雇用者や育児等の理由により

離職した求職者に対し、ｅラーニング等
によるスキルの取得から職業紹介等の
就職支援まで一貫した支援を実施

中小企業制度融資による事業転換・業態転換支援
感染症の影響を受けながらも、DX活用等に

より事業転換や事業の多角化、業態転換等
に取り組む中小企業の資金調達を支援

 都内観光事業者によるデジタル技術を活用した業務効率化や新たな
サービス提供の取組を支援

 長期滞在等の新たなニーズに対応するため、宿泊
事業者が実施する施設整備に対して助成
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診療応援

入院等 通院等

 都立・公社病院を一体的に地方独立行政法人に移行することにより、行政的医療を安定的・継続的に提供するとともに、感染症医療や災害医療の
危機管理体制を一層強化。また、地域医療や救急医療を強化する等、誰もが質の高い医療を受けられる環境整備を推進

高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を適正に提供

がん医療、救急医療、周産期医療等において、一般医療機関では対応が難しい高度・専門的
医療等を提供

地域の医療機関や院内の専門診療科等と連携し、多様な症状に対応する総合診療科を充実

がん対策の現状及び最先端がん治療の方向性について、データ収集など必要な調査を実施

災
害

感
染
症

行政的医療や高度・専門医療等の提供を充実

各病院の強みを生かした医療機能強化の主な取組

地域の病院
かかりつけ医、
訪問看護ス
テーション等

患者等

訪問に同行し在宅
療養を支援

◆地域の医療機関等への支援イメージ

大塚病院広尾病院

島しょ医療との
医療連携体制の強化

豊島病院

消化器医療の
提供体制の強化

墨東病院

「患者・地域サポートセンター」
の機能強化

多摩北部医療センター
「患者・地域サポートセンター」

の機能強化

多摩南部地域病院

医療的ケア児の
専門的ケアの充実

小児総合医療センター

小児がん・AYA世代がん患者
への診療・支援体制の強化

総合周産期母子医療
センターの体制強化

大久保病院

腎医療提供体制の強化

駒込病院

がんゲノム医療の
提供体制の強化

荏原病院

「総合脳卒中センター」
の体制強化

多摩総合医療センター

手術実施体制の強化

東部地域病院

救急医療提供体制の強化

神経病院

「ＡＬＳセンター」
の体制強化

松沢病院

精神科身体合併症の
医療提供体制の強化

地方独立行政法人 東京都立病院機構 (2022年７月設立予定）

各都立病院

急変時の
受入れ

診療情報等を共有

人材の柔軟な
確保・育成

スケールメリット
を生かした運営

医療を取り巻く環境変化に迅速に対応できる体制を構築し
東京の医療を一層充実

ＡＩの活用等により、医療の質を高め患者中心の医療を推進するとともに、デジタルの活用により

地域医療機関等と診療情報を共有し在宅療養への支援や、業務の効率化を推進

ＤＸを推進し、病院のＱＯＳ（クオリティ・オブ・サービス）を一層向上

業務のさらなる効率化医療の質及び患者満足度の向上 地域で療養生活を支援

診療業務へのスマホの活用

診療所 病院

患者

様々な場面でのＡＩの活用

カンファレンス カルテ参照

診断支援

ＤＸのイメージ

内視鏡画像診断支援事前問診システム

ＡＩ

デジタルを活用した情報共有

感染症医療や災害医療の危機管理体制を一層強化

緊急事態においては、都の方針の下、都や関係機関と連携し、患者を積極的に受入れ

人材の機動的な集約等により専用病床を拡充し、効率的・効果的な医療提供体制を
整備

都や保健所と連携し、地域の施設等に対し、感染拡大防止等の支援を実施

平時から専門人材を確保・育成し、感染症への対応力を強化

緊急事態においては、都の方針の下、都や地域の医療機関と
連携し、重症者等を積極的に受入れ

東京DMATや医療救護班等の大規模災害時に必要となる

人材を育成し、派遣要請に着実に対応

新型コロナへの対応等、感染症医療を一層強化

地域医療の充実を更に推進

東京ＥＲ 島しょ医療における
遠隔画像診断支援

ロボット支援手術ＮＩＣＵ
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地域の関係機関等との連携を一層強化
し、地域包括ケアシステムの構築を支援

デジタルを活用して診療情報の共有を推
進し在宅療養を支える地域の医療機関
等を支援

都民の健康増進及び疾病予防に向け
た普及啓発を推進
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

地方独立行政法人の設立 移行に向けた準備

がん患者の治療と仕事の両立支援事業
各種教材の改定内容や
普及啓発の取組の検討

東京都ドクターヘリ運航事業 運航開始

３か年のアクションプラン（主要）

ドクターヘリの運用、近隣県との訓練や広域連携

治療と仕事の両立セミナー開催
普及啓発動画の作成・普及啓発

法人運営７月設立予定

コロナ禍における医療を取り巻く様々な状況

自宅療養者への支援を通じて、

24時間体制での在宅医療が前進

感染症拡大時等においても、
緊急性の高い救急患者を受け
入れる体制の確保が必要

 オンライン診療が進展し、

都民・医療機関の関心の高まり

誰もが質の高い医療を受けられる環境整備を強力に推進

事業実施のプロトコル（手順書）の作成

一部区市町村で先行実施

プロトコルの評価・検証・充実

24時間体制での在宅医療を都内各区市町村へ展開

地域における在宅医療のイメージ

身近な地域での医療連携体制を更に充実 ドクターヘリの導入など、救急医療体制を更に強化

 医療法人に関する手続きのオンライン化

＜都＞
審査業務の
効率化等

＜法人＞
オンライン
申請等

＜都民＞
情報検索等

医療法人
台帳オンラ
インシステム

 オンライン診療のイメージ

医療分野におけるＤＸを加速がん対策を予防・医療・共生の側面から一層推進

動画の普及啓発

在宅療養患者
家族

診療所

歯科診療所

薬局
訪問看護
ステーション

介護事業者

老人
保健施設

居宅介護
支援事業所

地域包括支援センター 在宅療養支援窓口協働

区市町村

支援
かかりつけ医
（在宅医）

ケア
マネジャー

病院

住まい

がん検診の受診控えが生じ、

今後も受診動向等を注視する必要

在宅療養者を支える地域での医療連携
体制が、新型コロナ収束後もさらに発展
拡充されるよう、区市町村の取組を促進

都内の病院・診療所等に対し、情報通信機
器の整備等に係る初期経費を支援し、オンラ
イン医療相談・診療の環境整備を一層推進

医療法人に関する手続きのオンライン化により、
申請者等の利便性の向上とともに審査業務
等の効率化を推進

ＨＰの活用や企業との連携による普及啓発のほか、新たに都民向け啓発物の作成や
検診実施主体向け講習会を実施し、がん検診の受診率向上等に向けた取組を強化

高齢化の進展により更に増加が見込まれるがん医療について、身近な地域で
適切な治療が受けられるよう、がん診療連携拠点病院の整備等を推進

治療と仕事の両立に資する企業向けセミナーの開催や患者自身の治療への正しい理解に
つながる普及啓発動画の作成等、ライフステージに応じたがん患者への支援を強化

がん患者における生殖機能温存やピアサポート等に関するワーキンググループを新たに設置
する等、小児・AYA世代へのがん対策を強化

予防

医療

共生

在宅
医療

ＤＸ がん
救急
医療

発進基地

（多摩航空
センター）

救急現場
消防署

ランデブーポイント
搬送先

医療機関

基地病院

（杏林大病院）

協力病院
出動
指令

出動
要請

派遣協力

人員
派遣

指令室

◆右図：ドクターヘリの運航体制

ドクターヘリを2022年３月に運航開始し、近
隣県との広域連携に関する協定に基づいた広
域訓練を実施する等、救急医療体制を強化

新たに救命救急センターを追加指定し、

都の救命救急医療を更に強化
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対策を実施し、安全・安心な都市の形成を目指し取組を進めてきた
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戦略８
安全・安心 ver.up

今後10か年の政策目標やアクションプランを明確化

「東京の危機克服 都市強靭化10か年プロジェクト（仮称）」を策定（2022年度）

都民の安全・安心を確保できる強靭でサステナブルな都市を形成するため、

データ等に基づき長期的な視点に立った検証を行い、施策を具体化
都庁の総力を結集しこれまでの取組を更にレベルアップ

今後、気候変動の影響により激甚化する豪雨災害や、切迫する巨大地震、
世界レベルで大きな脅威となり得る感染症の発生など、これまで経験したことのない危機に直面する可能性がある

世界レベルで大きな脅威となり得る、
目に見えない未知の感染症

〇近年、国際的に脅威となる感染症が頻繁に発生

≪世界の新型コロナ新規感染者数の推移 (週別・WHO管轄地域別)≫

≪世界における感染症の歴史≫

〇新型コロナ危機を契機として都市のあり方に変化

（資料）厚生労働白書及び国立感染症研究所ウェブサイト等を基に作成

〇首都直下地震は大都市東京に甚大な被害をもたらす

〇島しょ等の火山噴火による被害のリスク

0
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アメリカ地域 ヨーロッパ地域 東南アジア地域 東地中海地域 アフリカ地域 西太平洋地域
2019年 2020年 2021年

（資料）「WHO Coronavirus(COVID-19) Dashboard」（2021年12月27日時点 ＷＨＯ）を基に作成

気候変動の影響により、激甚化・頻発化する風水害

≪IPCC(6次):将来のシナリオと気温上昇予測≫

パリ協定の目標を踏まえ
たシナリオにおいても、
2050年頃までに気温
が1.5～２℃程度上
昇、降雨量は１割程度
増加する見込み

≪都内の１時間50mmを超える豪雨発生率の推移≫

昭和50年代には１
時間50ミリを超える豪
雨が観測されなかった
年もあるが、近年では
集中豪雨の頻発や台
風の大型化など豪雨
が増加傾向にある

〇気候変動により気温上昇と降雨量の増加が見込まれる

〇近年、豪雨発生率は増加傾向にある

（出典）都市整備局「東京都豪雨対策アクションプラン」より

（資料）「IPCC第6次評価報告書 第１作業部会報告書」 を基に作成

日本は世界有数の火
山国であり、近年各地
で火山災害が発生して
いる
都の島しょ等の火山が
噴火した場合には、大
きな被害が予想される

いつ起きてもおかしくない大規模地震と火山噴火

（資料）気象庁「富士山 有史以降の火山活動」を基に作成

〇首都直下地震は大都市東京に甚大な被害をもたらす

〇島しょ等の火山噴火による被害のリスク

※2022年度、最新の知見や社会状況の変化を踏まえ、
「首都直下地震の被害想定」の見直しを実施

世界は未だ、新型コロナとの厳しい闘いの真っ只中にある
今後もグローバル化や地球温暖化等を背景に、国際的に
脅威となる新たな感染症のリスクが予想される

テレワーク等の進展や、オープンスペースへのニーズの高まり
など、生活や価値観の変化が生じている

800～

802年

北東山腹で噴火。降灰や溶岩流が発生。

（延暦噴火）

864～

866年

北西山腹で大規模噴火。溶岩流で被害。

（貞観噴火）

937年 北山腹で噴火。溶岩流が発生

1033年 北山腹で噴火。溶岩流が発生

1707年
南東山腹で大規模噴火。江戸にも多量の

降灰。（宝永噴火）

富士山　有史以降の主な火山活動

（出典）「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成24年 総務局）

≪東京湾北部地震の震度分布・被害想定≫

規模 M7.3

最大震度 7

死者・負傷者 約15.7万人

建物被害 約30.4万棟

帰宅困難者 約517万人

年代 感染症名 年代 感染症名

紀元前～ 痘そう（天然痘） 2002年～ 重症急性呼吸器症候群（SARS）

14世紀～ ペスト（ヨーロッパで大流行） 2009年～ 新型インフルエンザA（H1N1）

1918年～ スペイン風邪 2012年～ 中東呼吸器症候群（MERS）

1981年～ エイズ（後天性免疫不全症候群） 2014年～ エボラ出血熱（アフリカで大流行）



②共生社会 バリアフリー「段差のない社会」
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 あらゆる施策の多様性と包摂性を一層高め、誰もが持てる力を存分に発揮し、自分らしくいきいきと活躍できる社会を構築

戦略６
共生社会 ver.up

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

パートナーシップ制度の導入 制度設計

インクルーシブな公園の整備・活用
・都立府中の森公園で整備完了
・区市町村補助制度開始
・整備ガイドライン公表

制度導入

定期イベントを継続開催

制度を運用

遊具更新等に伴う新規整備の検討、設計・工事 ／ 区市町村への技術的・財政的支援

定期イベントを開始（砧・府中の森）

 「パラスポーツ月間(仮称)」を定め、パラスポーツ体験やエキ
シビションマッチの観戦機会など、誰もが楽しめる取組を推進

 性的マイノリティのパートナー関係を届け出た
ことを証明するパートナーシップ制度を導入

 「TURN」を発展させ、アーティストと福祉施設の利用者・施設
スタッフ等が共働でプログラムを展開

 障害者(児)や家族等の緊急事態にも対応できる
地域生活支援拠点の整備を促進

 障害の有無に関わらず遊べる、ユニバーサルデザイン
遊具を備えた公園を拡大

 障害者向けの就労支援イベントを開催し、障害者と企業の
マッチング機会を創出

 「KURUMIRU(くるみる)」商品のインターネット通販を開始し、
福祉施設の自主製品の販売を促進

 ソーシャルファームの認知度向上のため、
様々な媒体を活用した普及啓発を強化

 知的障害特別支援学校の職能開発科の設置数を拡大
（2023年度：青鳥特別支援学校）

 外国人生徒への日本語指導を充実させるため、高等学校
版の教員向け指導ハンドブックを作成

 都立高校において、入学者選抜の男
女合同選抜への移行や、制服上下等
の組み合わせの自由選択を推進

 障害のある児童・生徒への支援を強化

 「ヒューマンライツフェスタ」
インクルーシブをテーマに
各局施策とも連動させ
たイベントに再構築し、
大会理念を継承する象
徴的な取組として展開

 「学校2020レガシー」
オリンピック・パラリンピック
教育の国際交流やボラン
ティア活動など、体験や
活動を重視した取組を
継続・発展

 高齢者・障害者・子育て世帯の特性に応じた住宅
供給促進のため、東京ささエール住宅の設備改善
費補助を新設

「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」制定

LGBTQ を公表する

選手が過去最多

女性選手の割合が
過去最高

開閉会式では

多様な人々が躍動

多様な人々の出会いによる

相互作用を、表現として生みだす

アートプロジェクト「TURN」

みんなが一緒に楽しめる場を創出

 教室数の確保に向け、特別支援学校の新設、増改築を推進

（2022年度：立川学園開設）

 特別支援学校における医療的ケアが必要な児童・生徒の通学
支援のため、看護師を同乗させた専用通学車両の運行を拡充

インクルーシブな公園を都内に広げる

学びの場でのインクルーシブを推進

誰もが自分らしく暮らせる環境づくり

一人ひとりに寄り添った就労支援

限界を超え躍動した

パラリンピアン

東京2020大会で実感した

「共生社会」

 外国人等へ向けた地域における日本語教育
推進体制の構築を支援

 ユニバーサルデザイン遊具の利用促進と普及・啓発
を目的とした、定期イベントを開催

 取組を広く周知するため、
ＨＰを立ち上げ、他自治
体と連携して情報を発信

３か年のアクションプラン（主要）

みんなのアクションにつなげる

都内全ての公立学校で

オリンピック・パラリンピック教育

©Tokyo 2020 / sota MOTONAGA

©Tokyo 2020 / Uta MUKUO

©Tokyo 2020 / Ken Ishii

砧公園 「みんなのひろば」

「TEAM BEYOND」

でパラスポーツを応援

©Tokyo 2020 / Kenta Harada

 「若ナビα」の相談時間延長など若者のニーズを捉
え、相談者にとって利用しやすい環境整備を推進
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 社会に色濃く残る、物理的、制度的、心理的な数々のバリアを取り除き、「段差のない社会」を創出

 ハードのまちづくりのみならず、やさしさと思いやりにあふれた、年齢や性別、障害の有無、国籍等に関わらず、誰もが活躍できる環境の整備を推進

鉄道駅における
バリアフリーの推進

遠隔手話通訳

バリアフリールートの確保

「段差のない社会」を創出
誰もが円滑に
まちを歩ける

誰とでもスムーズな
コミュニケーション

違いを受け入れ認め合い
共に生きる

人にやさしい車両の普及

公園のバリアフリー化

道路のバリアフリー化

バリアフリー基本構想の策定

すべての人が平等に参加
できる社会の実現

多文化共生社会の実現

聴覚障害者支援

障害による制限のない
社会の実現

インクルーシブな教育の推進

やさしい日本語や
多言語による情報発信

情報保障の充実

情報へのアクセス性向上
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＜障害者等の意見を取り入れながら計画を策定し、面的なまちづくりを推進している例＞

 バリアフリー基本構想等の策定や整備に取り組む区市町村を強力に支援し、都内各地にユニバーサルデザインのまちづくりを展開

 地域課題の解決に資する取組を通じ、効率的な公共交通ネットワークの形成を促進

2022年３月に、 「東京における地域公共交通の基本方針」を策定
予定。基本方針に基づき、区市町村の主体的な取組や地域課題の解
決に資する取組に対して技術的・財政的に支援

① 区市町村等の取組促進策の充実
・区市町村の地域公共交通計画の策定を促進
・デマンド交通など、地域ニーズに応じた移動手段の導入を促進

② 都が区市町村と連携して取り組む先進事例
（先進事例のイメージ）
・区市町村を跨いだ広域連携の促進
・地域の輸送資源を総動員
・地域企業との連携

 地域公共交通の充実・強化

とうきょうユニバーサル
デザインナビの充実

バリアフリー法に規定するマスタープラン及び
基本構想を区市町村が作成するに当たり、
・策定に係る費用、技術的支援の実施
・面的なバリアフリー状況の見える化
→区市町村の取組を促進

 区市町村支援の促進 まちの面的・一体的
なバリアフリー化

ホームドア整備
エレベーター整備

バリアフリー施策の例

３か年のアクションプラン（主要）

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

区市町村の基本構想等の策定にかかる
経費の補助

基本構想 30区市（91地区）
促進方針 １区（４地区）
（2021年３月末時点）

区市町村の基本構想等の策定支援

デマンド交通の導入

多様な利用者（高齢者、障害者、
子育て世代等）によるまち歩き点
検や住民アンケート調査等、関係
者の意見を聴取

都営青山一丁目駅
（観客利用想定駅）

乗換ルートにＥＶ整備 大型ＥＶ設置

ＪＲ浜松町駅
（空港アクセス駅）

②東京2020大会に向けた整備例

住民の意識の変化等を踏まえ、新た
な重点整備地区の追加や心のバリアフ
リーの充実などを記載し、新たな「バリ
アフリー基本構想」を策定

③基本構想のアップデート

東京2020大会レガシーとして都内全域に拡大

都内各地へ
波及

➀バリアフリー基本構想の策定

東京2020大会開催等も
踏まえ、重点整備地区を
掲げた、「バリアフリー基本
構想」を策定

自動運転の実現

人にやさしい車両

出典：「港区バリアフリー基本構想」（港区）

まち歩き点検の様子

出典：「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本
構想作成に関するガイドライン」（国土交通省）

グリーンスロー
モビリティの導入

写真提供：ヤマハ
発動機株式会社

道路のバリアフリー化

公園のバリアフリー化

多様な利用者に配慮
した公共トイレの充実
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 東京2020大会のレガシーとして、都民の情報バリアフリー、心のバリアフリーに対する関心をさらに高めていく

 情報バリアフリー、心のバリアフリーを推進し、障害者、高齢者、外国人など誰もが安心・快適に暮らせるまちを区市町村の様々な地域で実現

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

聴覚障害特別支援学校における情報保障の充実 ー
デジタル式の集団補聴システム導入（ろう学校３校）

音声文字変換ソフト導入（ろう学校４校）

心と情報のバリアフリー化推進に向けた取組

３か年のアクションプラン（主要）

ポスターコンクールの実施

 多文化共生ポータルサイトの運用・やさしい日本語の普及
・外国人等が、必要な情報を一元的に取得できるポータルサイトについて、リ
ニューアルし、分かりやすく情報を発信。チャットボットを活用し、頻繁に寄せら
れる相談に対し、多言語で24時間365日対応を実施

・「やさしい日本語リーダー」養成研修等を通じてやさしい日本語の普及推進

 災害ネットワークの構築

・実効的な外国人支援体制の構築、広域連携体制
の更なる推進に向け、研修会や訓練を実施

・災害時に発信が想定されている注意喚起等を多
言語化し、迅速な情報提供を実施

多文化共生社会実現のための取組情報バリアフリー
の取組

心のバリアフリー
の取組

 パラバリ懇による発信
東京2020大会に向け設置した懇談会を、パ

ラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた懇
談会（パラバリ懇）として再スタート
多様な有識者からなるメンバーが「パラ応援大

使」として、バリアフリーの推進等について広く発信

バリアフリーへの関心の向上と理解の促進

第１回 パラバリ懇

とうきょうユニバーサルデザインナビに掲載する情報の更新

同左

 心と情報のバリアフリーに向けた普及推進
心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクールの実施、

普及啓発冊子の作成・配布等により、心のバリアフリーに
対する社会的気運の醸成を図る
スマートフォン対応のアプリ・マップ等への活用を想定し、

都内公共施設及び鉄道駅の車椅子使用者用トイレ等
のバリアフリー情報をオープンデータとして公開

心のバリアフリーと情報バリアフリーの浸透

 来庁者向け支援
本庁及び事業所にQRコードを設置して来庁

者自身のスマートフォン等を活用し、遠隔手話
通訳サービスを提供

 電話代理支援
聴覚障害者自身のスマートフォン等を用い

て、通訳センターに接続し、オペレーターが聴覚
障害者の手話又は文字を読み取り、電話代
理支援を実施

デジタル技術を活用した
聴覚障害者コミュニケーション支援

動画や文字等、視覚からの情報伝達を行う
ため、電子黒板や「見える校内放送」の活用な
ど、様々な機器による情報保障を実施中

デジタル技術の向上を踏まえた、情報保障の
さらなる充実に向け、

 デジタル式の集団補聴システムの導入
 音声文字変換ソフトの導入

聴覚障害特別支援学校における情報保障の充実

デジタル式の集団補聴システム

音声入力の様子
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戦略６
共生社会 ver.up

戦略４
長寿（Chōju）ver.up



アンコンシャス・バイアス
の存在に気付くための
啓発動画を作成

経済団体や民間企業、プロスポーツチーム等、多様な主体と連携した取組を推進

 経済団体、民間企業、プロスポーツチーム等の様々な主体と連携した女性活躍のムーブメントを展開し、 意思決定過程への女性の参画や男性の
家事・育児参画を強力に進め、あらゆる場面での意識・行動の変革を推進

男性育休取得の促進に積極的に取り組む企業の
事例等をWebサイト上でPR・発信

奨励金の支給による支援規模を拡充し、企業におけ
る働くパパの育休取得を推進

男性の育児休業取得に対する意識啓発キャンペー
ンを展開し、経営者や管理職の理解を促進

社会のあらゆる主体と連携した強力なムーブメントを展開

企業の
取組を
後押し

都審議会等における
女性委員任用率

都の管理職に
占める女性割合

男性の育休取得率

（2022年度）

（2030年）

90％台
（2030年）

（2026年度）
50％

大企業の女性役員

30％

40％

30％

女性も男性も
「仕事でも家庭でも」

活躍できる

家事・育児関連時間の
男女差

５時間１分 ２時間30分

半減

都審議会等に「いずれの性も40％以上」とするクオータ制を導入

キャリア・メンター制度において、女性活躍推進に積極的に取り
組む民間企業と連携した交流イベントを開催

男性の家事・育児参画を一層促進

教育現場等における男女平等参画に向けた取組を推進

夫婦の家事・育児
分担について

考える機会を提供

企業の取組の
好事例を紹介

有識者等による
経営者等に向けた
メッセージを発信

普及啓発動画
による発信

家事・育児に関する実践的なスキルの取得や育休
制度の理解を深めるセミナーを開催

アンコンシャス・バイアスに関する実態調査を行うとともに、学校や
家庭・地域社会も含めた普及啓発の取組を推進

都立高校において、入学者選抜の男女合同選抜への移行や、
制服上下等の組み合わせの自由選択を推進

都庁が率先して取組を実施

（2030年度）

様々な分野で女性活躍の推進を後押し

日本全体で女性の活躍を後押しするため、全国の女性首長、
経営者による「女性首長によるびじょんネットワーク」を開催

女性経営者イベント 「N E W CONFERENCE」の開催を
通じ、成長を目指す女性経営者のスキル獲得やネットワーク形
成を支援

男性の家事育児参画マインドチェンジWebサイト「ＴＥＡＭ家事・育児」や「パパズ・スタ
イル」により、様々なターゲットに応じた多様な普及啓発コンテンツを効果的に発信

都民を
後押し

性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を解消するため、
家庭や保育・教育機関等への働きかけを通じた意識改革を推進

民間企業

経済団体

官民連携で
社会のマインドチェンジを

加速

 子育て中の夫婦

 企業経営者・
管理職層

 若者、親世代等

ターゲット

 「ＴＥＡＭ家事・育児」に掲載し、様々な
ターゲットへ発信

 保育園や幼稚園との連携により、子育て世
代の気づきを促す

民間団体

スポーツの力を活用し、あらゆる世代に向け
て、女性活躍等に関する広報を戦略的に実施

経済団体等と連携し、経営者層の意識改
革や女性社員登用を加速化するための研
修等を実施

意思決定過程への
女性の参画

ライフステージに
応じた働き方

男性の
家事・育児参画

働く場における
女性の活躍

性別役割分担
意識等の解消

区市町村東京都

パパズ・スタイル

• 家事・育児に
役立つエピソード集

• 家事負担を軽減する
工夫（時短料理、ア
ウトソーシング、スマー
ト家電の紹介等）など
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

社会のあらゆる主体と連携した強力な
ムーブメントを展開

ー

働くパパママ育休取得応援奨励金
奨励金の支給による

支援を実施

学校や家庭、地域社会等におけるアンコン
シャス・バイアス解消の取組

ー

東京ライフ・ワーク・バランス認定企業 等

働くママコース 400件/年

ライフ・ワーク・バランスや働き方改革等の推進を通じて、「働く場」における女性の活躍を加速

ライフステージに応じて働ける環境づくりを一層推進
多様で柔軟な働き方の導入や家庭と仕事の両立支援等、働きやすい職場環境づくり

を推進する企業を支援

テレワークの普及を一層推進

女性の正規雇用化を後押し
家庭と仕事の両立について優れた取組を実践している企業と非正規雇用の女性等とを

マッチングする合同就職面接会を開催

合同就職面接会

非正規雇用の女性等
マッチング

「女性しごと応援テラス」を運営し、家庭と両立しながら仕事に就きたいと考えている方を
主な対象に、セミナーや就職相談等を実施

女性のキャリアアップを応援

企業が女性管理職を育てる・支える取組を支援

・管理職を目指す女性等に実施するキャリアステップ応援塾の規模を拡充
・キャリアアップに向けた意識づけ研修を新たに実施

女性従業員への支援

気運醸成・理解促進
・働く女性のキャリア形成についての講演会や男性管理職向け研修の規模
を拡充

民間事業者への女性活躍推進法に基づく行動計画の策定支援や、インセンティブを付与

企業への支援

テレワークの導入が難しい業種の中堅・中小企業等に対し、コンサルティングや
助成金等によりテレワークの導入から定着までを伴走型で支援

戦略３
女性活躍 ver.up

託児付き ライフ・ワーク・バランスEXPOと合わせて開催

多様なメニューで女性の再就職を支援

東京しごとセンター内で支援
都内各地域に出張し

自治体のニーズに応じてアウトリーチで支援

働くパパコース 750件/年

啓発動画等による普及啓発を実施

効果的なスキームの構築 取組の推進

経済団体や民間企業、プロスポーツチーム等、多様な主体と連携した取組を推進し、ムーブメントを展開

３か年のアクションプラン（主要）

育児等で離職した女性に向けてデジタル・ビジネススキルに特化した職業訓練を実施

オフィスソフトやオンライン会議
ソフトの基礎的操作

ローコード開発等
デジタルスキル

キャリアカウンセリング等
再就職支援

訓練で習得したスキルを活かした再就職を支援

実態調査

働く環境の改善等に取り組む
企業に奨励金を支給

働きやすい職場環境の整備に
関する研修会を実施

専門家を派遣し、
企業の実情に応じて助言

・企業の意識変革を促す経営者向けセミナーやコンサルティングを実施

テレワークや短時間勤務など多様な働き方を提案し、キャリアコンサルタントによる支援や
就職面接会を通じてサポート

託児
サービス

都との契約で、行動計画策定事業者を優遇行動計画の策定支援研修の規模を拡充

女性特有の悩みや不安に対応し、女性が安心して暮らせる環境づくりを推進

生理の貧困
への対応

学校・公共施設における生理用品の常備等を推進 安全・安心
配偶者暴力等の対策を推進

痴漢等の性犯罪・性暴力対策を推進

女性の
健康相談

不妊・不育ホットライン
の開設時間を拡充

女性特有の健康課題を解決するフェムテックについて、ライフ・ワーク・バランスを推進する都
のイベントで企業の活用事例を紹介

戦略5
働き方 ver.up
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 人生100年時代において、高齢者がいつまでも元気で心豊かに過ごせるよう、幅広いデジタル活用やデジタルデバイド対策等により、高齢者のＱＯＬ向
上につなげる取組を一層推進するとともに、高齢者の希望に応じた社会参画の支援や、地域包括ケアの実現に向けた取組を推進

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

スマートウォッチ等を活用した健康づくり ー スマートウォッチの配付、データ収集・分析 詳細分析、プロトタイプ開発 運用

区市町村の先駆的・分野横断的取組を
包括的に支援

８自治体

デジタル等を活用し、高齢者のＱＯＬ向上を一層推進

高齢者の希望に応じた社会参画を一層促進 介護人材の確保・定着支援を強化

健康長寿医療センター等と連携し、高齢者に血圧や脈拍等を自動計測
できるスマートウォッチ等を配付し、収集したデータ等を活用することで、
健康状態や病気の予兆を把握できるアプリの開発等につなげ、高齢者
の健康を増進

高齢者の社会参加を一層促進するため、効果的なきっかけづくり・マッチング等に向けた施策
を立案するとともに、区市町村による相談窓口設置を支援 介護分野への未経験者の入職・定着

を促進するため、民間のノウハウを活用
し、インターンシップからマッチング、就
業、定着までを一貫して支援

介護業界への就労を希望する方（主
婦、元気高齢者、離職者等）に対して、
資格取得支援や介護施設等での就業
を促進

介護予防・フレイル予防の普及啓発のため
「東京都介護予防・フレイル予防ポータル」
を効果的に運用

地域のスマートフォン教室等の取組を支援す
る人材について、新たな認証制度「TOKYO
スマホサポーター（仮称）」を創設

高齢者向けのスマートフォン教室やアウト
リーチ型の相談支援を拡充

「東京都介護予防・フレイル予防ポータル」

 「東京セカンドキャリア塾」において、シニア予備群を対象とした
セカンドキャリアを考える講座の規模を拡充

 「東京都立大学プレミアム・カレッジ」において、 「首都・東京を
フィールドに学ぶ」をテーマとした幅広い独自の科目から、自ら選
択して最大４年間学べるプログラムを提供

区市町村等に対するセミナーや支援プログラムを通じて、地域
づくりの新たな担い手の創出や地域活動とのマッチング支援等
を実施し、高齢者等の地域活動への参加を促進

オンラインツールを活用して介護予防・フレ
イル予防活動に取り組む高齢者を支援

スマートウォッチを活用した高齢者の健康づくり 介護・フレイル予防を推進 ＡＩ等を駆使した認知症予防の研究を推進

デジタルデバイドの是正に向けた地域の取組を支援

認知症研究の基盤確立に向け、「TOKYO
健康長寿データベース」を健康長寿医療セン
ター等で運用

認知症医療・ケアの質の向上のため、ＡＩ認
知症鑑別システムの構築等を推進

事業実施区市町村の増加 事業実施区市町村の増加 事業実施区市町村の増加

健康長寿医療センター等

自宅

来所時取得データ
運動機能、認知機能、栄
養状態、医学的検査、運

動習慣等

自宅等での自動計測データ
血圧、脈拍、身体活動、睡

眠時間、食事量等

比較分析
関係性解明

ア
プ
リ
開
発
等

高
齢
者
の
健
康
増
進

認知症の早期発見・早期支援につながるＡＩチャットボットの
開発のため、機械学習等を実施

認知症リスクチャートの完成に向け、健康長寿医療センターが
保有するビッグデータを用い、リスク要因を分析

民間のノウハウを活用した介護の仕事就業促進

未
経
験
者

イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ

マ
ッ
チ
ン
グ

就
業

定
着

募集

未経験者の採用におけるインターンシップや定着
のためのノウハウ提供により介護事業者を支援

一貫してサポート

配信 自宅で運動

趣味

働く 学ぶ

地域
参加
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デジタルデバイド対策や幅広いデジタル活用により、高齢者のＱＯＬ向上を図る等の
区市町村の先駆的・分野横断的取組をソフト・ハード両面から支援

地域の実情に応じて幅広くデジタルを活用し、誰もが心豊かに自分らしく暮らせる“Chōju”社会を実現

「自分らしく暮らせる“Chōju”東京プロジェクト」2021年度採択事業 最大３か年にわたって都がソフト・ハード両面から包括的に支援

つながり創出による高齢者の健康増進

 産学官の連携により、リアル+オンラインの健康増進プログラムを実施

老人クラブ・大学・通信事業者・シルバー人材センター
と連携したオンラインコミュニティの創設

調布市

高齢者のＱＯＬ向上を目指した
総合的なデジタルデバイド解消

渋谷区

健康アプリで
ポイント付与

デジタル活用
支援員

予約

オンライン相談

高齢者 看護師等

デジタルデバイド対策のミッシングリンク解消と
健康長寿の好循環を創出するための総合支援

港区

 デジタルデバイド解消のためのＩＣＴ意識調査
 デジタル活用支援員の配置
 高齢者向けスマホ貸与・実践講習
 オンライン介護予防
 健康長寿アプリの開発

墨田区

運
動

認
知

食
事

プ
ロ
グ
ラ
ム

計
測
・
分
析

• オンライン10筋体操

• 運動＋認知に関するオンライン
健康増進プログラム

• ブロック玩具を活用したオンラインプログラム

• オンラインによる食事・栄養
のバランスチェック

• スマートウォッチ（活動量、心拍
数、睡眠の質・量等）

• 脳の健康度測定

• 緑黄色野菜摂取状況の数値化

健康アプリの機能を活用し、
「健康増進」の視点で楽しみながら行う健康づくり

大田区

・会合、交流
・フレイル予防動画投稿
・高齢者同士の見守り
・災害時の安否確認 等

○○会LINEグループ

参加

地域課題に
ついての意見
交換 等

老人クラブ

健康遊具

スマホでQRコード
を読み取ることで
動画解説

写真を投稿し、
健康アプリの地
図上で発信

高齢者等生きがいポイントを利用した「３つのつかう」
活動に基づく認知症及び介護・フレイル予防

狛江市

地域資源
発掘調査

随時追加掲載 情報発信アプリ、サイト

３つのつかう活動への参加（身体
を使う、頭を使う、気を遣う）に対し
てポイント付与

アプリの
使い方講座

高齢者のデジタルデバイド解消及びＱＯＬ向上
に向けた暮らしと学びのデジタル化支援

町田市

他行政サービス等
デジタルサービスの
活用も可能になり
ＱＯＬ向上

デジタル
活用能
力向上

・デジタル利用支援講座
・気軽にデジタル利用の相談
ができる場の整備

・電子図書館の導入

いいね！！シニア“デジ活”共育プロジェクト
江戸川区

オンライン相談
電子申請

自宅訪問

・スマホ教室等
の開催

・電子申請
サポート

福祉拠点等

 窓口相談業務のオンライン化
 デジタル支援員（高齢者）の育成・派遣

 ＡＩによるマッチング
システム構築

デジタル支援員
（高齢者）の育成

ＡＩチャットボット

・スポーツ＆文化活動
マッチング支援

・オンラインによる問合
せ対応 等

 専門学校等と連携
した出前スマホ教室

スマホ教室のサポート
（講師派遣等）

地域の福祉系
専門学校等

シニア団体

戦略４
長寿（Chōju） ver.up

大学生

老人クラブと学生
間の連絡調整 等 職員
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 雇用情勢の変化や社会ニーズを捉え、人材需要の増加が見込まれている成長分野等の職業訓練メニューを充実するとともに、資格取得やスキルの
習得から企業とのマッチングまでを一体的に後押しし、求職者の安定した雇用確保を実現

▶ 2020年における非正規労働者の数は、前年と
比べると大幅に減少

▶ 新型コロナ感染拡大の影響によって堅調だった
雇用情勢が悪化し、その後、ほぼ横ばいで推移

新型コロナ感染拡大の影響により解雇・雇い止めとなった非正規労働者等の再就職や、
社会の変化に対応した更なる雇用創出が課題

意欲ある誰もが働き続けることのできる社会を構築するため、
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有効求人倍率及び完全失業率の推移
完全失業率（全国）
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有効求人倍率（都）
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非正規労働者増減数の推移
（%） （倍） 対前年同期比較（南関東、2020年）

（万人）

（資料）「労働力調査」（各月 総務省）及び「一般職業紹介状況」（各月
厚生労働省）より作成

（資料）「東京都高齢者保健福祉計画」（2021年３月 東京都福祉保健局）より作成

 宿泊業・飲食サービス業等で就業者が減少した一方で、
ＩＴや介護分野等において、市場規模の拡大を支える人
材の大幅な不足が見込まれる

 将来的に見込まれる人材需要の高まりを見据えて成長産
業分野等への人材シフトを促すことで、非正規から正規雇
用への転換など、雇用の安定化につなげていくことが必要

コロナ禍における雇用情勢の変化

2020.10月

▶ 2021年９月時点の宿泊業・飲食サービス業の
就業者数は369万人で、2019年９月時点と
比べると82万人減少

39万人増

82万人減

38万人増

-90 -70 -50 -30 -10 10 30

建設業

製造業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業等

宿泊・飲食サービス業

教育・学習支援業

医療・福祉

産業別就業者の増減数

（資料）「労働力調査」（各月 総務省）より作成

対2019年同月比較（全国、2021年９月）

（資料）「労働力調査」（各月 総務省） より作成
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ＩＴ人材の「不足数」（需要）に関する試算結果

供給 需要 需給ギャップ（不足数）

（資料）「IT人材需給に関する調査」（2019年４月 経済産業省）より作成
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※高位シナリオに基づく試算
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失業者等へのフォローアップ体制を強化

就職チャレンジ多摩
多摩地域において、セミナーとグループワークを経て、企業内実習やマッチング支援を
行うプログラムを提供

ヤングコース
大学卒業後34歳以下で求職中の方

ミドルコース
35~54歳の非正規雇用経験者で、正社員就職を目指す方

 就職準備度のレベル
別にコースを設定

就職支援から能力開発まで一体的にサポートする支援体制を整備成長産業分野等におけるキャリア形成を後押し
ｅラーニングや通信講座により、成長産業分野等における資格やスキルの取得と、
職業紹介等の就職支援を一体的に実施

カウンセリングを通じてキャリア形成に
見合ったコースを選択

カウンセリング ■ｅラーニングや
通信講座

■メンターによる
受講フォロー

デジタルコース

資格取得コース

■受講中における
キャリアカウンセリング

■職業紹介

就職支援

支援期間 ４か月~６か月

就
職

戦略５
働き方 ver.up

成長産業分野等への就労支援

多摩地域における就労支援

デジタル産業に特化したマッチングイベントを開催

しごとセンターと職業能力開発センターの連携を強化し、企業とのマッチング支援と職業訓
練を一体的にサポートする就業支援の体制を構築

 しごと財団に「フォローアップ事務局」を設置し、未就職
者・長期失業者等にフォローアップメニューを紹介

 専用アプリ「TOKYO JOB Info（仮称）」を通じて、
マッチング支援や職業訓練の情報等を一元的に発信

フォローアップ事務局

東京しごとセンター

 訓練生にトライアル派遣就労などの支援メ
ニューを紹介

 訓練業種等での就職面接会を実施
 専門スタッフによるキャリアカウンセリングや

オーダーメイド求人の開拓等、就労困難者
に特化した支援を実施

 成長産業や人手不足分野等の訓練
メニューを重点的に提供

ＩＴ・
デジタル

介護

製造業・建設業等の

ものづくり

✦ 職業訓練や就職面接会
の実施情報

✦ 就職した方の成功体験

主な配信コンテンツ

 採用後もジョブリーダーによる職場訪問・
面談を実施し、定着をサポート

 採用から６か月後に
企業へ奨励金を支給

フォローアップ支援チーム

※「TOKYO JOB Info（仮称）」イメージ

未経験者でもエントリー
可能な求人が豊富

専門・中核人材を必要とする
企業もデジタル人材と出会える

２日間で60社が参加する
大規模就職面接会を開催

支援規模

1,000名/年

支援規模

250名/年（2023年~）

支援規模

150名/年（2023年~）

職業訓練を通じ、デジタル人材としての就職を後押し

支援規模

1,000名/年

若者等を対象に、デジタル関連のスキルを付与する職業訓練と求人開拓等との再就
職支援を一体的に実施することで、デジタル人材としての就職を目指す

プログラミング等デジタルスキルを付与する職業訓練

就職支援

キャリア
カウンセリング

 職業紹介
 マッチング

就
職

支援期間 最大４か月

職業能力開発センター

情報共有を進めて
各機関のネットワークを強化

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

成長産業分野におけるキャリア形成支援 支援規模 300名

デジタル人材育成支援事業 400名

多摩地域における就労支援 ―

支援規模 1,000名支援規模 1,000名

支援規模 1,000名 支援規模 1,000名

支援規模 1,000名

支援規模 1,000名

３か年のアクションプラン（主要）

ヤングコース 100名

ミドルコース 150名

ヤングコース 150名

ミドルコース 250名

ヤングコース 150名

ミドルコース 250名 59
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☞ 自殺者数が増加している若年層や女性等に対し、効果的な
情報発信を行うなど、早期に適切な支援につなげるための取
組を実施

☞ SNS等を活用した広告や検索連動型広告を実施

☞ 身近な人のこころといのちを支えるゲートキーパーに関する普及
啓発を実施

☞ 自殺ハイリスク者への適切な対応や支援機関へのつなぎのでき
る専門的人材を育成するとともに自殺未遂者の再企図防止
の取組を強化

分野横断的な取組を強化

必要な方に支援を行き届ける取組を強化

☞ 都営住宅用地を活用し、菜園や花壇等
の整備・管理を通じて地域コミュニティ
の活性化に資する取組を実施

☞ 身近な地域で属性や世代を問わない包括的な相談・支援
体制を構築するため、区市町村の取組を後押し

NPO等との連携による支援の裾野の拡充

☞ 効果的かつきめ細かな広報等の実施

「届く広報」の展開

☞ 一人ひとりの悩みに応じた相談支援窓口に確実につながるポータルページ
を新たに開設し、困難を抱える方にわかりやすく情報を発信

☞ インターネットや動画配信等のプラットフォーマーと連携し、ＡＩ解析の活用
により、支援につながる情報を効果的に発信

☞ NPO等と連携し、アウトリーチによるきめ細かな支援を実施するとともに、
不安や悩みを相談しやすい環境の整備を推進

☞ 様々な分野で、行政・NPO・学校・事業者等との連携を進め、多機関連
携による支援の拡充や複合的課題への対応を強化

実施イメージ

福祉

行政

学校

NPO等 事業者

☞ 多世代交流拠点の整備や、地域における様々な居場所づく
りの取組を促進

☞ 東京みんなでサロンを本格実施し、多彩なプログラムを通して、
コミュニティを活性化・子供 ・若者

・ひきこもり
・障害者 ・高齢者
・生活困窮者 等

支援の拡充・複合的課題への対応

 コロナ禍であらゆる世代の人々が様々な困難や課題に直面していることを踏まえ、分野横断的な取組や必要な方に支援を行き届ける取組を強化する
とともに、それぞれの状況に応じたきめ細かな相談支援の取組を充実

強化

強化

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

自殺総合対策の推進
若者・女性等向け広報の拡充

相談体制等の拡充

地域における子供・若者支援体制の整備
及び支援の推進

若者応援プロジェクトの実施準備

新たな総合的自殺対策の推進自殺総合対策計画の見直し

ひとりじゃない！若者応援プロジェクトの実施 地域における若者支援施策の推進

３か年のアクションプラン（主要）

 学校や大学等と連携して、子供・若者への普及啓発を強化

 SNSやインターネット広告等を活用して、一層効果的な広報を実施

 関係機関や自治体との連携により、身近な地域における普及啓発等を実施

相談

・好事例の普及
・情報提供・助言

区市町村

（包括的相談・支援）

都
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☞ 子供の悩みに応じて各種相談窓口につなげる子供相談チャッ
トボットを開設

☞ 進路やいじめなど様々な悩みに関するSNS等を活用した相談
を実施

☞ スクールソーシャルワーカーを配置する区市町村を一層支援
するとともに、都立学校におけるユースソーシャルワーカーを充
実し、問題を抱える児童・生徒に寄り添う体制を強化

☞ 家族の介護等を行うヤングケアラーの支援マニュアル策定

困難を抱える方の状況に応じた取組を強化

☞ ひとり親家庭支援センター「は
あと」において、SNS相談を実
施

☞ ひとり親の希望や適性に応じた
就業を一貫的に支援

☞ コロナ禍における取組として、緊急一時
宿泊所の確保等、必要な支援を実施

☞ 「TOKYOチャレンジネット」で仕事や
住居を喪失した方等の自立を支援す
るとともに、支援情報が行き届くよう効
果的な広報を実施

☞ 生活困窮者への食糧提供等を通じて、
必要な支援へのつなぎを行うフードパン
トリーの整備を推進

☞ 女性相談センターや東京ウィメンズプラザ等における相談支
援を強化

☞ DV加害者対策の構築に向けた取組を開始

☞ 様々な困難を抱える若年女性のアウトリーチ支援・居場所の
確保等を強化

☞ 「ひきこもりサポートネット」において、多職種専門チームを設置
するなど、相談体制を拡充

☞ 元当事者やその家族による、ピアオンライン相談を実施

☞ 家族会と連携し当事者の家族向けパンフレットを作成するなど、
普及啓発を強化

☞ 区市町村におけるひきこもり支援体制の構築を促進

☞ 心身に障害がある方の各種相談への対応や権利擁護の取組
を実施

☞ 障害者（児）や家族等の緊急時にも対応できる地域生活支
援拠点の整備を促進

☞ 介護・フレイル予防の推進のため、オンラインでの予防活動に
取り組む高齢者への支援や普及啓発の強化等を実施

☞ デジタルデバイド解消等に関する区市町村の先駆的取組への
支援を一層推進

☞ 高齢者の生活等を支える地域活動の担い手の確保・育成を
推進

☞ 区市町村や町会・自治体と連携し、地域における高齢者の見
守りや支え合う仕組みの構築を推進

☞ 認知症について、共生・予防に係る取組を推進するとともに、成
年後見制度の利用を促進

☞ 「東京都多文化共生ポータルサイト」をリニューアルし、わかり
やすく情報を発信

☞ 地域における外国人等に向けた日本語教育の推進体制構
築を支援

☞ 「やさしい日本語リーダー」養成研修や事例集の作成・活用な
どを通し、やさしい日本語の普及を推進

聴覚障害者☞ 福祉・労働・教育分野の関係機関
が連携し、障害者への切れ目のな
い就労支援を実施

☞ 遠隔手話通訳サービスの実施等デ
ジタルを活用した情報保障を推進

都

民間団体

連
携

アウトリーチ支援

居場所の確保

自立支援

ひとり家庭向けのポータルサイト
「シングルママ・シングルパパくらし応援ナビTokyo」

☞ 妊娠・出産・子育てに関する相談支援を拡充

やさしい日本語
イメージキャラクター

やさカニくん

若年女性をサポート

強化

手話通訳者

職員

誰一人取り残さないセーフティネットを強化

遠隔手話通訳サービス

戦略７
住まいと地域 ver.up

高台に避難してください

→高いところに にげてください
たか

・オンラインイベント
・情報発信 など

若者応援

☞ 「若ナビα」において、相談時間を延長するなど、
若者のニーズを捉えた環境整備を推進

☞ 悩みや孤独を抱える若者に対し、民間企業
や団体等と連携してイベントや情報発信を実
施し社会全体で若者を応援する気運を醸成

☞ 学習塾代や受験料の貸付対象を拡大する
など、希望する進路の実現に向けた支援を拡
充

☞ 就労に困難を抱える若者へのきめ細かな支
援を実施
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

居場所の創出（東京みんなでサロン） 数か所で先行実施 20か所で本格実施

省エネ・再エネ住宅推進プラットフォームの設置
・プラットフォーム設立準備
・省エネ・再エネ普及促進事業検討

・プラットフォーム設置・運営
・普及促進事業の創設・実施

都営住宅における太陽光発電設備の設置 累計約490棟 100棟 100棟 本格設置

３か年のアクションプラン（主要）

【公的住宅】まちを動かすプロジェクト 【公的住宅】地域の拠点・交流プロジェクト

【民間住宅】空き家地域資源化プロジェクト

【民間住宅】老朽マンション対策プロジェクト

 空き家の効果的な利活用に向けた取組強化
・子育て世帯向け等の東京ささエール住宅やテレワーク施設等への活用モデルを構築
・広域的・中長期的な視点から、都が空き家施策実施方針を新たに策定し、区市町
村の管理不全空き家の除却や地域特性に応じた活用等を促進

【民間住宅】災害強靭化住宅プロジェクト

【民間住宅】良質な住まい誘導プロジェクト

 環境配慮型ＬＣＰ※住宅の普及
・再生可能エネルギーと蓄電池による非常用電源設備
の普及に向けた調査に着手

 東京ささエール住宅の設備改善費補助の実施
・高齢者や子育て世帯等の特性に応じた専用住宅の供給促進のため、
安全性を高める設備改善費補助を新設

公
的
住
宅
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

区
市
町
村
や
民
間
等
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

※Life continuity performance：居住継続性能

戦略７
住まいと地域 ver.up

新たに10か所/年で本格実施

 既存住宅の省エネ性能向上を促進
・国事業を活用し、省エネ診断や断熱化工事、設備効率化に対して補助
を行う区市町村への支援を開始。区市町村の実施体制が整うまでの当
面の間、都が直接、既存住宅に対し補助する事業も実施

 都営住宅の建替えを梃子にしたまちの再生
・西早稲田駅周辺地区のまちづくり検討組織で、地域特性やニーズに
応じたまちづくりに向けて意見交換等を本格化

 創出用地を活用した生活の中心地の形成
・東京街道団地地区で、民間提案による生活利
便施設や地域の居場所となる交流施設等の整
備に着手

・新たな事業化地区を選定し、実施方針を策定

 高経年マンションの円滑な再生の促進
・法改正を踏まえたマンション再生まちづくり制度の対象拡充と新たな支援の構築

 マンションの適正な管理の促進
・管理組合等の自主的な管理促進のため、アドバイザー派遣メニューを充実
・自主的な管理困難マンションの第三者管理者方式導入に向け事例調査等に着手

 地域コミュニティの活性化を図るため、公的住宅において、人々のつながりを生み出す交流拠点創出や多様な交流の場を形成

 良好な住環境の確保に向け、老朽マンション・空き家対策について、制度の対象拡充や支援充実により、区市町村等の取組を促進

 脱炭素社会の実現や災害リスクを踏まえ、住宅の省エネ化・再エネ導入の推進や、都市のレジリエンス機能向上に資する住宅を普及

 東京みんなでサロンの本格実施
・地元自治体、ＮＰＯ等が、健康増進・フレイル予防や子育て支援など多彩な
交流プログラムを運営・実施し、居住者や地域住民のコミュニティを活性化

 都営住宅用地を活用した緑化による居場所の創出
・様々な人が集えるコミュニティ農園や花壇などの整備・管理を通じて、地域
コミュニティの活性化に資する取組を実施

 大学と連携した学生入居によるコミュニティ活動の支援
・都内在学の学生による自治会と協力した地域コミュニティ支援の推進

プラットフォームの運営

普及促進事業の実施

＜交流施設等イメージ＞

 民間を先導する都営住宅等の太陽光発電設備の設置
・都営住宅で新たな工法で住棟の状況に応じた太陽光パネル設置加速
・公社住宅での設置事例を広く発信し、民間共同住宅の取組環境醸成

 省エネ・再エネ住宅推進プラットフォームの設置
・事業者団体等との連携による省エネ・
再エネの促進に向けた仕組みを構築

・中小事業者の技術力向上や都民へ
の普及啓発を実施

フェーズ１ フェーズ２

東京都

住宅
事業者団体

リフォーム
事業者団体

省エネ
再エネ

設備団体

地域工務店
団体 等

情報共有 連絡協議

参加各団体が行う
省エネ・再エネ住宅
普及促進に係る事業

補助対象

・都民に対する普及啓発活動

・相談窓口の設置

・中小事業者への技術支援講習

など

補助
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 東京ボランティアレガシーネットワーク等を通じて、ボランティアの意欲に応える多面的なサポートを展開し、東京2020大会で人々を笑顔にしたボランティ
アの活躍を一層広げていく

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

東京ボランティアレガシーネットワークの運営
運営開始、大会関連ボランティア等
のシステム登録

地域コミュニティ活性化事業 「まちの腕きき掲示板」事業実施

プッシュ型の情報発信、セミナー・イベントの実施、ボランティアポイントの運用
一般都民等のシステム登録

大学・企業・NPO・ボランティア等との連携事業実施

３か年のアクションプラン（主要）

支え合いの輪を更に広げ、ボランティアを文化として定着させる

多様なボランティア情報を活動者の興味・関心に応じて発信

・スポーツ分野をはじめ、福祉・観光・防災・多文化共生など様々な分
野のボランティア情報をプッシュ型配信も含め積極的に提供

・活動していない方にも関心を持ってもらえる魅力的なコンテンツを発信

・ボランティア同士の交流や
団体の取組を紹介するイ
ベントを実施

・活動初心者を対象として、楽しく・気持ちよく活動に参加するために知っておきたい内容を情報提供
・ボランティア活動に役立つ知識や技術を身に付けるセミナーを実施

みんなで支える共助社会へ

◆地域活動

◆福祉

◆まちなか

◆パラスポーツ

◆スポーツの国際大会

◆教育
専用サイトから障害者のスポーツに関する募集情報を配信

講習会やe-ラーニング講座の配信によりスキルアップを支援

活動希望者のニーズに応じた活動先をコーディネーターがマッチング

人々を笑顔にした
東京2020大会の
ボランティアの活躍

ボランティア気運の
高まり

町会・自治会を伴走型で支援し地域の「つながり」を活性化

つながり創生財団・
区市町村・専門家

支援チーム
A町会・自治会

支援

課題
解決

リアル・オンラインの双方から地域の「居場所」を創出

地域の様々な資源を活用しながら、多様な居場所を創出
する区市町村の取組を強力に支援

学校を核とした地域づくりを進めるため、人材の掘り起こしや地
域活動との両立に必要な教室等の環境整備を実施

多世代によるオンラインイベントなど、多様な主体をつなぐ体験・
交流を充実大学・企業等

東京中で
ボランティアが活躍

戦略７
住まいと地域 ver.up

ボランティアの意欲に応える多面的なサポートを展開

ボランティア同士の交流やつながりを深める仕組みや場を提供

活動の手助けとなるコンテンツを提供し、レベルアップを後押し

・ボランティアの体験談の投稿や、他のユーザーの
投稿へのコメント機能等で交流を促進

・投稿で得られるポイントは、活動に役立つ
グッズと交換できるなど、活動を楽しむきっかけに

活動情報が

選べる!

課題解決の取組を
都内全域に広げていく

ボランティアを

学べる!

仲間と

交流できる!

選べる

学べる

交流
できる

©Tokyo 2020 / Ken Ishii

©Tokyo 2020 / 
Kenta Harada

区市町村等と連携し、町会・自治会の課題解決の
取組を企画段階から実施まで、トータルに支援

町会・自治会と大学・企業・ＮＰＯ・ボランティアなど
外部リソースとのマッチングを開始
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 共に暮らす身近な動物とのつながりや暮らしに恵みを与えてくれる生物多様性を守る取組を展開し、心豊かな社会の実現につなげていく

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

動物愛護相談センターの機能強化
動物との共生推進拠点の整備

に向けた検討の準備

生物多様性の保全を支える環境整備
「生物多様性地域戦略」改定

に向けた検討 「生物多様性地域戦略」の改定
「生物多様性地域戦略」に基づく

取組の推進

３か年のアクションプラン（主要）

自然や動植物を「知る」・「触れ合う」ことのできる、様々なフィールドやツールを提供

共に暮らす動物とのつながりを守る 東京の生物多様性を守る

動物愛護相談センターの機能強化
◇都民に開かれ、都民とともに動物愛護を推進する拠点としての機能を強化するため、

整備に向けた具体的な検討を開始

適正飼養の情報発信を強化
◇飼い方やケアの方法などを東京都動物情報

サイト 「ワンニャンとうきょう」で発信するほか、
動物病院等でリーフレットを配布

生物多様性地域戦略を改定
◇東京の特徴を踏まえた取組や都として果たすべき役割を中長期的・総合的視点で整理検討し、

「生物多様性地域戦略」を改定（2022年度）

◇デジタルを活用して自然の魅力を発信し、人々が集い学ぶ
自然環境デジタルミュージアム構想の検討を開始

希少種・外来種対策

◇保全地域におけるコーディネート事業

希少種保全や外来種対策等に関する有識者の意見を踏まえ、

ボランティア等の多様な主体の連携を図りながら、生物多様性や

魅力を向上する取組を開始（2022年度５地域）災害時の対応
◇動物の一時避難所の整備やケージ・応急

処置用品の備蓄、避難所運営の仕組み
づくりなど、区市町村の取組を支援

◀キョン

自然公園 ◇自然に親しみ、野外リクリエーションを楽しむことができる自然公園の整備を実施
（2023年度：海のふるさと村キャンプ場などの再整備開始予定）

都立公園

海上公園

保全地域

◇緑と触れ合うことのできる都立公園の新規拡張整備や、生態系に配慮した
公園整備（2022年度：小山内裏公園などで整備着手予定）を実施

◇海の森公園（2024年度末開園予定）や、環境学習等の拠点となる葛西
海浜公園ビジターセンター（2023年度工事着手予定）の整備を推進

◇自然の魅力を体感でき、緑地保全活動の未経験者でも
参加しやすい「保全地域体験プログラム」を実施

動物園

◇「東京Zoovie Maps & Tours」

 いつでも・どこからでもバーチャル空間
で動物園が楽しめるウェブコンテンツ
を提供

 動物の生態や生息地について楽しく
学習できる「生き物図鑑」を公開

◇葛西臨海水族園

 水族園の更新では、映像やＩＣＴ
等を活用し、水中にいるような演出
を実現（2027年度開園予定）

 東京湾葛西沖の豊かさや自然再
生の歴史を学ぶ生物展示のほか
フィールド活動を実施

展示イメージ

水族園

アライグマ▶

フィールド活動の様子

戦略13
水と緑 ver.up

戦略6
共生社会 ver.up

動物との共生を学ぶ

新しい飼い主への架け橋

事業者等の指導・監督

危機管理対応

「生物多様性地域戦略」に基づく
取組の推進

1,303 種

1,579 種
1,845 種

1998 2010 2020

本土部レッドリスト※掲載種数の推移
※レッドリストー絶滅の恐れのある野生生物種のリスト

（年）

動物との共生推進拠点整備に向けた検討

◇外来種対策
都内の外来種による生態系被害や拡散状況を把握するとともに、
キョンやアライグマ等の対策を強化・継続し、防除を確実に推進

動物愛護相談センター
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③グリーン&デジタル 自然と共生した持続可能な都市
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排
出
量

カーボン
ハーフ

ゼロエミッション
東京

 2050年「ゼロエミッション東京」実現へのマイルストーンとなる、2030年までの脱炭素化の取組を推進し、社会を抜本的に変革

建築物のゼロエミッション化を推進
太陽光発電等の再エネ利活用、高断熱・高効率機器による省エネ

自動車の脱炭素化・水素モビリティを拡大
ＺＥＶ（ゼロエミッションビークル）への転換、充電設備・水素モビリティを拡大

カーボンハーフの実現を支える基盤づくり
グリーン投資の推進、技術開発、人材育成、様々な主体との連携

※部門別目標は素案であり、東京都環境審議会において検討を進めている

温室効果ガス排出量

50 ％削減

エネルギー消費量

50 ％削減

再エネ電力利用割合

50 ％程度

◆住宅等に太陽光発電設備設置を義務化する新たな制度を創設

“2050年の都市を形づくる” 建築物のゼロエミッション化を強力に進める

新築住宅に太陽光発電設置を標準化 事業所の対策をより高いレベルで推進

◆ＣＯ２排出量総量削減を義務付けるキャップ＆トレード制度の
強化により、大規模事業所の更なる削減を推進

◆地球温暖化対策報告書制度を強化し、中小規模事業所の
省エネ対策・再エネ利用の取組を発展・拡大

◆民間事業者が都内・都外に設置する、自家消費型の再エネ発電
設備等の導入支援を拡充し、再エネの創出を推進

◆中小企業向けに、脱炭素化を踏まえた経営戦略の策定と取組に
ついてＰＤＣＡ支援を実施

既存住宅の省エネ改修と太陽光発電設置を促進

官民連携で省エネ・再エネ住宅の普及を推進

都と住宅関係団体等が連携したプラッ
トフォームを設置し、普及を推進

‣都民に対する普及啓発活動
‣相談窓口の設置
‣中小事業者への技術支援講習 等

サーキュラーエコノミーへの転換・資源循環を促進
３R・廃プラスチック・食品ロス対策、先進的取組の社会実装

エネルギー消費量：部門別目標案（2000年比）

9.9％ 25％程度削減業務部門

51.4％ 65％程度削減運輸部門

2.2％ 30％程度削減家庭部門

2019年度
（速報値）

2030年

カーボンハーフの政策目標

まちづくりを通じてゼロエミ地区を創出
エネルギーマネジメント、再エネ・水素など先端技術の活用

◆断熱性能の高い窓・ドアへの改修や蓄電池等の設置補助を大幅に
拡充し、太陽光発電設備の上乗せ補助を新設
（窓・ドア断熱改修：各50,000戸、蓄電池：8,000件）

◆住宅の省エネ性能を向上させる省エネ診断・設計、断熱化工事や設備
効率化に対する補助制度を構築

◆省エネ性能の高い家電へ買い替えを促す「ゼロエミポイント」を延長

◆建築物環境計画書制度の強化により、太陽光発電設備と高い
断熱性能・省エネ設備を備えたマンション等の建築を推進

（2000年比）

（2000年比）

◆「東京ゼロエミ住宅」基準の多段階化等による補助拡充と、
税制面での優遇措置の創設などにより、再エネ・省エネに
優れた高性能な住宅の導入を促進（約4,600戸→約15,000戸）

再エネ100%電力
に切替え

★★★★★★★

窓・ドア
断熱改修

★

省エネ家電
★

太陽光
発電設置

★★★★★

— 災害にも強く健康的で快適な暮らしへ —

高効率給湯機
★★

★：１つにつき年間で約10%のＣＯ２削減効果
３人世帯（年間排出量約3,000kg-ＣＯ２）を想定

※削減効果は都環境局調査、環境省、（一社）家電製品協会ＨＰのデータを基に試算
※再エネ100%電力に切り替え：都内家庭のＣＯ２排出量に占める電力割合から算出

都内CO2排出量
建物関連が約７割

1400万人が暮らす

200万棟の住宅

63万の事業所
・オフィスビル ・テナント
・飲食店、学校など

190万t-CO₂

3.4%
廃棄物部門

2,382万t-CO₂

43.3%
業務部門

940万t-CO₂

17.1%
運輸部門

381万t-CO₂

6.9%
産業部門

5,505万t-CO₂

2019年度
（速報値）

1,612万t-CO₂

29.3%
家庭部門

（出典）「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（2019年度速報値）」
（令和３年６月東京都環境局）より作成
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◆「都市開発諸制度」を活用した大規模な都市開発時に、環境負荷の

低減に寄与することを条件とし、地区・街区単位での高い取組を誘導

✓先進的な環境技術や高レベルの省エネ仕様、再エネ利用の促進
✓未利用エネルギーの活用やエネルギーの面的な有効利用を促進
✓駐車場へのＥＶ等充電設備を設置

まちづくりを機にゼロエミ地区を都内に広げる

都市開発を通じてゼロエミ地区を形成

自動車の脱炭素化・水素モビリティを拡大

ＺＥＶ等の普及を強力に後押し 水素社会実現に向け、水素モビリティとインフラを拡大Ｈ₂

◆「自動車環境管理計画書制度」等の強化
により、事業者の計画的な導入を促進

◆水素ステーション整備を促進

◆「地域エネルギー有効利用計画制度」による、まちづくりと一体と

なった地域エネルギー対策の強化に向けた検討を推進
✓脱炭素化に向けた動きを牽引する大規模開発の誘導

✓先進的な大規模開発の創出につなげる情報発信

◆島しょ地域の再生可能エネルギー導入

を拡大し、エネルギー自給率を向上

✓母島に太陽光パネル等を

設置する実証により、島

しょ再エネ100％電力供

給システムの構築を推進

（2023年度）

✓伊豆・小笠原11島の港湾用地・施設で

の太陽光発電等設置に向け、2022年度

から順次調査を実施

充電器の整備促進 ＥＶバイクの普及拡大

◆駐車場附置に係る「地域ルール制度」の地域貢献策の
取組事例に充電器設置を例示し設置を誘導

✓ＦＣバスに水素を販売するステーションに対し、水素販売価格
低減のための補助を新設

✓バス対応の水素ステーション整備の補助上限を引上げ

✓土地利用コストを緩和するため、土地賃借料の補助率を引上げ
（補助率1/4 → 大企業4/5、中小企業10/10）

✓ガソリンスタンドなど限られた省スペースでも設置可能な

小型の水素ステーション整備の補助を新設

◆ＦＣモビリティの社会実装を推進
✓ＦＣトラックの導入支援により、商用分野での実装を加速

✓ＦＣフォークリフトを現場で利用する調査等を行い導入拡大を推進

✓燃料電池ごみ収集車を多摩地域で運用し普及を促進

ゼロエミッションアイランド 東京港のカーボンニュートラル 東京ベイeSGプロジェクト

◆ＦＣバスの導入を強力に後押し

◆車両導入の支援メニューを拡充

✓ＥＶ・ＰＨＶの補助台数を拡大
（ＺＥＶ２万台→約2.5万台）

✓ＥＶバイクの補助台数を拡大

✓環境性能の高いＵＤタクシー等への買替えを促進

✓優良ＨＶトラック・バスへの補助額・補助台数を拡大

✓事業者が営業所等に水素ステーションを整備し、一般車を受け入
れる場合、新規導入するＦＣバスの車両価格の自己負担分を
実質概ねゼロに

✓５年以内に５台以上のＦＣバス導入計画を策定する事業者に
導入時の補助額を上乗せ

対象

強化
項目

●非ガソリン車の導入義務率新設：乗用車20%

●特定低公害・低燃費車の導入義務率を強化
：15％ ➡ 30％

●200台以上の自動車を使用する事業者©日産自動車
株式会社

▲ＦＣトラック ©トヨタ自動車株式会社

◆助成要件等を大幅に見直し整備を加速

✓将来需要を見据え補助メニューを新設
・超急速充電器（公共用100基）・既存戸建住宅用（4,800基）

・小型ＥＶトラック用充電設備（50施設）

✓助成要件から建物用途を廃止し、補助件数を拡大

補助対象

補助件数
（2021年比）

急速充電器 普通充電器 受変電設備 集合住宅における
太陽光発電設備

235件
（＋100件）

520件
（＋100件）

200件
（＋195件）

100件
（＋90件）

晴海水素ステーション

✓都有施設や家庭・企業等に太陽光パネル

と蓄電池を設置し、都有施設の再エネ電力

100％化と再エネの地産地消を推進

◆先行プロジェクトを開始し、

最先端再エネ技術の社会実装

を目指す

浮体式太陽光発電

舗装式太陽光発電

垂直軸型風力発電

＜最先端再エネ技術例＞

◆ＥＶバイクシェアリングなど、ＥＶバイク
の新たな利活用を促進する先駆的取
組を公募し、需給両面
からバイクの非ガソリン化
を推進

◆走行距離や充電時間
などの課題解決に向け
て、バッテリー交換イン
フラの普及を後押し

22か所 （2025年度末）

水素ステーション
設置箇所数を

2025年度までに
倍以上

（2021年度末）

+30か所

93台 （2025年度末）

ＦＣバスの導入を
2025年度までに

倍以上

（2021年度末）

+100台

◆カーボンニュートラルポート形成計画を策定
◆施設の改修等に合わせてふ頭施設への太陽

光発電施設の設置を推進（2022年度）

船舶への次世代
エネルギー供給体制

施設上部を活用した
太陽光発電

荷役機械への
燃料電池導入

船舶への
陸電供給 水素ステーション

分散型発電設備

次世代エネルギー
燃料船舶の普及促進

トレーラー等への
燃料電池導入

ブルーカーボン
の活用

バッテリー交換機

©本田技研工業株式会社

©本田技研工業株式会社

©トヨタ自動車
株式会社

◆南大沢地区にて展開しているＶＰＰ※の仕組みを

活用した事業において設備運転を開始し、地域の

再エネ電力を軸としたエネルギーシェアリングを推進
※：ＩｏＴやクラウドを活用し、あたかも１つの発電所のように、需要、発電、
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カーボンハーフの実現を支える基盤づくり

サーキュラーエコノミーへの転換に貢献する資源の循環利用を促進

グリーン投資を推進

◆Tokyo Green Finance Initiativeの推進

✓ 金融機関と連携し中小企業のサステナブルファ

イナンスを推進するほか、グリーンファイナンスに

取り組む金融系外国企業への重点的・集中的

支援により、参加プレーヤーの裾野を拡大

✓ 都の環境施策に資金使途を限定する「東京

グリーンボンド」の発行を通じ、グリーンファイナン

ス市場の発展を牽引

◆脱炭素スタートアップ支援

✓ 都が出資するファンド・オブ・ファンズを

通じ、脱炭素化に貢献するスタート

アップを支援

研究・教育活動

◆調査・研究

✓ 「ＴＭＵサステナブル研究推進機構」において、
都立大の研究力を結集し、ＥＳＧ投資、
水素エネルギーの活用などの調査研究を推進

◆学校での環境教育

✓ カーボンハーフスタイルを推進する教育資料

や学習指導案を配布するとともに、

推進教育フォーラムを実施

様々な主体との連携

◆区市町村

✓ 地域の実情に即した、環境課題解決
に資する取組への支援メニューを拡大

◆九都県市

✓ 再エネ電力を低価格で
利用できるグループ購入
事業を推進

✓ 省エネ家電への買替えキャンペーンなどの
普及啓発を展開

◆世界諸都市

✓ Ｃ40などの国際ネットワークへの参加
✓ 気候危機行動ムーブメント

「TIME TO ACT」の展開

技術力を育成・活用

先進的な取組を社会に展開

◆「東京サーキュラーエコノミー推進センター（仮称）」の開設
資源循環の情報発信・連携拠点として、都民・事業者等
からの相談をワンストップで受け付けるとともに、主体に応じた
効果的な取組をコーディネート

◆TOKYOエシカルアクションプロジェクトを開始

エシカル消費の推進に積極的な企業や
団体等と協働し、都民の行動変容に
つながるプロジェクトを実施

◆多様なプラスチックを分別するリサイクル体制を強化

容器包装プラスチックに加え、2022年4月から法律でリサイクルを強化する
製品プラスチックについて、区市町村による分別収集の取組強化を支援

◆先進的技術を活用し、食品ロスを削減

フードテック（Food×Technology）の活用で、
従来廃棄されていた食品を原料とし、新たな付加
価値をもつ製品を作るアップサイクル企業を公募し、
食品ロスの高度循環利用を促進 新たな

食品・製品

売れ残り
食品

廃プラスチック・食品ロスの循環利用を推進

◆革新的技術・ビジネスの実装を促進

プラスチック資源循環の新ビジネス創出を目指す有志
企業グループの取組を支援し、連携や共創を促進
✓社会実装に向けた具体的プロジェクト構築を推進
✓プロジェクト実装への技術検証やスタートアップを支援
✓オンラインセミナーやビジネスマッチングイベントを開催

◆中小企業が持つ技術力を活用

✓ 脱炭素分野へ参入を図る中小企業に、

大企業等とのマッチング機会提供や事業

化支援などを実施

✓ ゼロエミッション産業・市場参入に関する

専門家や脱炭素経営マネージャー等に

よる総合的なハンズオン支援を提供

◆モビリティ分野の技術開発を支援

✓ 自動車の非ガソリン化に伴う業界の構造

転換に対応するため、都立産業技術研

究センターで技術支援を実施

✓ モビリティ関連企業と連携したワークショッ

プやセミナーにより人材育成を加速

分別収集

対象品目

現在 2022年４月～

容器包装プラスチック

○ペットボトルのキャップ、ラベル

○パック類

○トレイ など

製品プラスチックも対象に追加

○ストロー

○歯ブラシ

○ハンガー など

◀「みんなでボトル

リサイクルプロジェクト」

使用済みボトル等の

回収ボックスイメージ▲Re&Go

（容器のシェアリングサービス）

情報発信・交流ポータル

本事業で得られた成果などを
シンポジウムで広く共有

相談・マッチング

行動変容の促進

シンポジウムの開催

地域の多様な主体による行動
変容促進活動を支援

・サーキュラーエコノミー施策の調査
・２Ｒ定着に向けた情報発信等

地域のエコイベントや飲食店の
リユース・食品ロス削減等への助言等

◆太陽光パネルのリサイクルを推進

✓パネルの取り外しから処理までの各工程で取り組む具体策
を検討会で取りまとめ、リユース・リサイクルルートを構築

✓ルートに関係する事業者等と連携し、高度循環利用に
向けた取組を推進

◆家庭での環境配慮行動を推進

✓ 子供が主役になって楽しみながら
家庭で省エネやごみ・食品ロス
削減に取り組む「我が家の環境
局長」事業を実施
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

【建物対策】
新築住宅等のゼロエミッション化

「東京ゼロエミ住宅」基準の多段階化

太陽光発電設置義務の検討開始

【建物対策】
新築大規模建物のゼロエミッション化

建築物環境計画書制度強化の検討
開始

【ＺＥＶ】水素ステーションの整備促進
整備・運営に係る補助の実施

（累計22か所整備済）

【資源】サーキュラーエコノミーの推進
革新的技術・ビジネスモデル

の実装化推進

【都庁率先行動】
都有施設の太陽光パネルの設置

設置ポテンシャルのある施設の調査

「東京ゼロエミ住宅」の普及拡大

設置指針等の策定と並行して、先行的に設置

３か年のアクションプラン（主要）

支援策の拡充により整備を加速

「東京サーキュラーエコノミー推進センター

（仮称）」の開設
センターによる情報発信・連携の推進

都内のエネルギー消費量の４％を占める「大規模事業者」として、「隗より始めよ」を実践

【都有施設のゼロエミッションビル化】
‣新築・改築等時には「省エネ・再エネ東京仕様」の省エネ技術や

再エネ設備を最大限導入

‣既存施設の省エネ推進のため、省エネ手法と効果を定めた

「省エネ更新基準」を新たに策定

【庁有車の更新】
☞庁有車※の100％非ガソリン化

‣乗用車を更新時に原則ＺＥＶ化（2022年度：警視庁、環境局ほか）
‣ＥＶバイクへの転換（2022年度：警視庁、東京消防庁ほか）
‣都営バスへＦＣバスを追加導入（2024年度までに累計80台）

【廃プラスチック対策】

☞都庁舎から排出する廃プラスチック焼却量を削減

（2024年度△20%（2017年度比））

‣都有施設で「ボトルtoボトル」を開始

‣卸売市場においてプラスチックリサイクルの高度化を促進

都有施設のゼロエミッション化 ＺＥＶの導入促進

資源の循環利用

【再エネ電気調達の促進】

☞2030年までに都有施設（知事部局等）の使用電力を100％再エネ化

‣都内で発電された再エネ電力を活用する「とちょう電力プラン」の対象を拡大

東京都公文書館

【食品ロス対策】

‣食堂・売店等における食品ロス発生抑制の取組を推進

‣賞味期限の近づいた防災備品食品をフードバンク等で活用

都営バスにおけるFCバスの活用

都庁の率先行動

乗用車（2024年度まで）／ 二輪車（2029年度まで） ※特種車両等を除く

ライフライン施設

【インフラ整備】
‣都有施設への公共用充電設備の整備方針を踏まえ、設置を加速（2024年度までに300基以上）
‣都有地を活用して水素ステーションを拡充（2022年度：移動式水素ステーションによる充填や普及啓発事業を実施）

【水道施設】

‣浄水場や給水所に、太陽光発電設備や
小水力発電設備を導入

‣送配水ポンプ設備等を省エネ型へ更新

【下水道施設】

‣エネルギー自立型汚泥焼却炉を導入

‣水処理工程及び汚泥処理工程で省エネ
ルギー型機器を導入

取組を加速し、順次導入

制度の検討・構築を進め、中小規模建物での太陽光発電の設置を拡大

制度強化の検討を進め、大規模建物での高いレベルの省エネと再エネ導入を推進

【太陽光発電設備の設置拡大】

☞2030年度までに設置可能な都有施設へ100％設置

‣既存施設へのパネル設置指針を策定し、設置可能な都有施設

（知事部局施設、警察庁舎、消防施設、都立学校）から順次設置

‣知事部局等所管の都有施設への太陽光パネル設置目標を更新

累計設置量 12,000kW→20,000kW（2024年度まで）

都営住宅では、新しい工法で大容量の太陽光パネルを先行設置し、

今後の設置拡大に向け、導入手法を最適化
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ベイエリア

都心部(大丸有)

都心部(竹芝)

都心部(豊洲)

南大沢
西新宿

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

スマートサービスの実装 ―

東京データプラットフォームの構築 本格運用開始試験運用開始

実装促進（３年間で60件）

３か年のアクションプラン（主要）

 先行実施エリアのスマートサービスの充実に加え、都内各地のスマートサービスの創出促進、デジタルツインの基礎となる３Ｄ地形データの都内全域で
の整備、区市町村との連携強化により、都内の様々な地域においてデジタルの力によるＱＯＬ向上を実現

デジタルツインの基礎となる３Ｄ地形データを都内全域で整備

 都内全域の３D地形データを2022年度中に取得し、順次、デジタル

ツインに反映

区市町村との連携強化

 都内区市町村との連携を強化し、東京全体のデジタル化を加速する

共同研究・調査を実施

デジタルデバイドの是正に向けた地域の取組支援

 地域のスマートフォン教室等の取組を支援する人材について、新たな認

証制度「TOKYOスマホサポーター（仮称）」を創設

都市のデジタルツインのイメージ

デジタルツインの注力９分野

防災

「スマート東京」先行実施エリアの取組強化・横展開

先行着手分野

東京データプラットフォームの本格運用に向けた取組を推進

 本格運用開始に向けてデータ連携基盤の構築を進めるとともに、試験運

用によりユースケースを創出

多様な主体と連携したアセット開放

 ５Ｇ基地局整備を加速させるため、国や区市町村との連携に加え、

民間企業と協定を締結し、アセット開放を促進

都内通信環境の調査及び通信困難地域の解消

 都内の通信基盤の状況について、エリアごとに定期的に調査を行うと

ともに、通信困難地域の解消等に向け、基地局施設等の整備に係

る町村負担分を支援

「スマート東京」先行実施エリア

３Ｄデジタルマップ作成済エリア
（2021年度末までの見込み）

・・・

・・・

島しょ地域

先行実施エリアの成果事例の共有及び各地域における取組支援

 先行実施エリアの成果事例を都内区市町村等と共有するとともに、Ｗｅｂサイト等で広く発信

 先行実施エリア以外の地域のスマート化に向けた取組を促進するため、財政的支援やコンソーシア

ム組成に対する支援等を実施

・大学と連携した５
Ｇ活用サービスの
創出 等

西新宿

・都市ＯＳを活用
した分野横断的な
サービス実装 等

都心部

・地域課題を踏ま
えた、モビリティサー
ビスの創出 等

南大沢

・自動運転や空飛
ぶクルマの実現に向
けた取組の推進 等

ベイエリア

・島民や観光客向
けのデリバリーサービ
スの導入 等

島しょ地域

５Ｇ 自動運転

スタートアップ

リアルタイムデータ

モビリティ スタートアップ集積

島しょ地域の
社会課題解決都市ＯＳ

ローカル５Ｇ テクノロジーの実装

先行実施エリアにおけるスマートサービスの充実

デジタルツインの実現に向けた基盤整備を加速

防災分野での先行的活用

 ３Ｄ都市モデル等の上で浸水や土砂災害の被害状況をシミュレートし、

行政機関の効果的な災害対応のオペレーションにつなげる

 他の８分野については、各地域の特性等を踏まえ、今後優先的にサー

ビスを実装すべき分野を決定

まちづくり モビリティ

エネルギー 自然 ウェルネス

教育 働き方 産業

「つながる東京」の早期実現
オール東京でのＤＸ推進

スタートアップの機動力を活かし、新たなスマートサービスを多数実装

 民間事業者を通じ、スタートアップの掘り起こしや、スタートアップとエリア構成企業との協業促進・

ＶＣとのマッチング支援等により、新たなスマートサービスの実装事例を３年間で60件創出

東京データ
プラットフォーム
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

帰宅困難者対策オペレーションシステムの
構築

システムの設計・開発

都立学校の一人１台端末の整備
生徒所有方式による端末整備に

向けた仕組みの構築

スマートフォンによる都税証明電子申請 サービス内容・システム仕様確定

生徒所有方式による端末整備
【１年生】

３か年のアクションプラン（主要）

セーフ シティ

３Ｄ地形データを活用した防災対策

戦略10
スマート東京 ver.up

都内の高校で一人１台端末を実現

リモートによる障害者のスポーツへの参加

ＶＲ映像を活用し、手術業務を高度化 オンラインによる新たな芸術文化の鑑賞体験を提供

オンライン上で商談が完結する機能を導入

ダイバーシティ スマート シティ

 ライブカメラ、衛星データ、ドローン等の様々
なデジタルツールを活用し、施設情報や災
害情報等を取得

取得した情報を集約・一元化するプラット
フォームを構築し、災害対応等に活用

３Ｄ地形データを活用し、崩落の恐
れのある山岳道路斜面や、土石流
の危険性がある渓流などの対策を早
期かつ計画的に推進

外出困難な重度障害者等に対して、遠
隔操作が可能な分身ロボットを活用しパラ
スポーツの体験や他の参加者と交流できる
機会を提供

都立病院に、臓器の構造を３Ｄ化しＶ
Ｒ映像での共有が可能なソフトウェアを導
入し、手術業務の高度化・効率化を実現

 2022年度新入生より学習用端末の
一人１台体制を実現するため、都立学
校・私立高校ともに端末購入費用の補
助等を実施

江戸東京博物館の収蔵資料や展
示模型等に基づき３D空間を構築

両国の賑わいや娯楽、隅田川の周
遊など江戸東京を疑似体験できるア
プリを展開

本人確認や手数料決済を
含め、スマートフォンで完結
できる都税証明電子申請
サービスを導入

災害復旧の迅速化

生徒所有方式による端末整備
【１・２年生】

生徒所有方式による端末整備
【全学年】

システム構築・サービス開始 サービスの拡充

デジタル機器を活用した高齢者の健康づくり

離島港湾情報
プラットフォーム

離島港湾ＤＸによる災害対応の迅速化

 都民のＱＯＬ向上に向けて、あらゆる分野におけるデジタルテクノロジーの活用を強力に推進 ＜2022年度の取組例＞

⇒

都税証明申請をスマートフォンで完結

スマートフォンに最適化されたシンプルな入力画面

入力 署名 決済 完了

都民のニーズを踏まえた「伝わる広報」

 ユーザーの属性や興味関心に応じて、レコ
メンドした情報の提供を行うポータルサイト
を新たに構築

高度なパーソナライズ等を行う本格運用に
向けて、β版サイトを実験運用

アプリイメージ

道路や一時滞在施設の混雑状況
等をＧＰＳ等により把握し、帰宅
困難者に対してリアルタイムに情報
を発信

ＧＰＳ情報等を活用した帰宅困難者対策

レール計測車による地下鉄軌道管理の高度化

 レールの探傷検査や波状摩耗の計測など、複
数の検査を１台で実施可能な「レール計測車」
を新たに導入し、検査精度を向上

計測車により取得した検査データ等を活用し、
軌道の最適な維持管理を実現

順次実装・改良・機能向上

※画像は現在導入し
ている保守用車両

（画像提供）株式会社パスコ

▼三次元レーザー測量のイメージ

官民の入札・調達情報を一元的に
集約したマッチングサイト「ビジネスチャ
ンス・ナビ」において、オンラインで企業
間の商談が完結できるよう、新たに電
子契約機能を搭載

健康長寿医療センター等と連携し、高齢者に血圧
や脈拍等を計測できるスマートウォッチ等を配付し、
収集したデータ等を活用することで、健康状態や病
気の予兆を把握できるアプリの開発等につなげ、高
齢者の健康を増進
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 保全活動を担うボランティア人材の強化
・「保全地域サポーター」によるボランティア団体への支援を開始し、緑地保全活動
の活性化を促進

「緑を増やす」取組

●緑あふれる東京基金（令和２年３月創設）
ゆとりと潤いのある東京の実現に向け区市町村の緑の保全・創出の取
組を支援するために創設。特に緊急の対応が求められる、東京の緑が
直面する課題解決のために活用

＜充当事業の例＞
・公園緑地等の整備費補助
・生産緑地を活用した公園整備や、生産緑地
の買取・活用支援 など

 区市町村の緑施策を支援する取組
●「東京の緑の保全・創出支援プログラム」（令和３年９月策定）

緑の創出・保全を推進する区市町村を後押し。補助メニューの拡充など、プロ
グラムの継続的なバージョンアップを図り、区市町村を強力に支援

 「生産緑地2022年問題」に取り組む区市への支援、「緑農住」まちづくりの実現や、都立公園の新規開園、東京2020大会レガシーとなる海上公
園の整備など、あらゆる機会を通じて「緑を守る」取組や「緑を増やす」取組を多面的に展開

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

生産緑地の活用（区市事業分） 約1.6ha（８か所） 約2.3ha（７か所）

都立公園の新規拡張整備 開園面積 7.5ha

「緑あふれる東京基金」を活用した生産緑地の買取

練馬城址公園・高井戸公園・六仙公園等、事業認可取得・用地取得・整備推進

３か年のアクションプラン（主要）

累計開園面積 都立公園：2,038ha、海上公園：873ha （2021年３月時点）

高井戸公園

 海上公園：有明親水海浜公園（仮称）
東京2020大会で使用された競技会場に隣接する海上公園

であり、オリンピック・パラリンピックの感動・記憶を形に残すととも
に、広く都民がスポーツに親しめる空間創出を目指し、整備中

 都立公園：高井戸公園
「空の景を感じ、スポーツを楽しむみどりの拠点づくり」を基本理念に

整備を推進。健康増進、防災機能、周辺の緑とのネットワーク形成な
ど、地域のまちづくりにも寄与。令和３年６月に新たなエリアを追加開
園。継続して整備を推進中

凡例：
都立公園

海上公園

「緑を守る」取組

 生産緑地問題への対応
・区市と連携し所有者に対し、特定
生産緑地指定の働きかけを継続

・区市が買い取る際は、農的な活
用や公園整備等に対する支援を
実施

区市町村で整備した例
（赤塚植物園農業園）

 農地を生かしたまちづくり
・農地が有する健康・レクリエーション、防災、景
観形成等の機能の評価や、区市町村による
緑や農地を生かしたまちづくりを進める際の
方策等を示した「緑農住まちづくりガイドライ
ン」を策定し、区市町村の取組を支援

・農の風景育成地区制度や地区計画等の活
用に向けた取組など、区市町による農地の保
全活用の取組を支援

➡農地を生かしたまちづくりを展開

➀特定生産緑地
の指定を促進

②買取り意向時
の区市町村支援

 身近な緑の見える化
・農地や緑道、屋敷林など身近な緑を可視化し、認知度を高める手法を検討
・より多くの人に利用されるコンテンツを発信し、身近な緑の大切さの再認識を促す
➡緑の確実な維持や確保へ繋げる

例）動画による公
園の魅力PR

 2022～2024年度
の新規開園予定

・都立公園：約27ha
（練馬城址公園、高井戸

公園、六仙公園など）
・海上公園：約69ha
（海の森公園、有明親水海

浜公園（仮称）など）

戦略13
水と緑 ver.up

有明親水海浜公園（仮称）

※2021年７月時点

指定意向
無・未定等 11%

生産緑地 約2,431ha
（平成４年指定対象）

※目標年度 都立公園：2030年度、海上公園：2028年度

都立公園、海上公園の主な整備予定箇所※

新鮮・安全な食料

コミュニティ防災

「緑農住」まちづくり イメージ
生きがい・健康づくり

涼しい環境づくり
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 長期的には、玉川上水の水を元の多摩川から引き、本来の玉川上水の姿に甦らせる可能性を展望

 当面は、外濠への必要な導水量を確保するための水源・水量の確保及び暗渠区間の改良や導水路の整備に着手するとともに、玉川上水の調査等
の実施や多様な主体との協働に関する方策を検討

 歴史的財産である外濠の水質改善を進め、都心で働く人々に癒しの場を提供するとともに、品格ある景観を形成し、魅力あるまちづくりへとつなげる

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

人々が憩う外濠の水辺再生 詳細調査・基本計画検討※１ 必要となる施設の基本設計・詳細設計

多摩川からの通水の可能性の展望

雨水流入対策※２ 累計150万m3 １万m3 （累計151万m3） 19万m3 （累計170万m3） ー

基本設計・詳細設計・工事施工など

※１：玉川上水暗渠部等の活用可能な既設水路や導水施設の新設が必要となる区間の調査・検討 ※２：降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設等の整備、ただし、貯留量は区部における累計値を示す

戦略13
水と緑 ver.up

玉川上水の構造物健全度調査等

STEP １
下流部で施設改良・管路新設等を行い下水再
生水の供給余力を活用して導水

おおむね５日で濠水を入れ替え、
アオコの発生を抑制

外濠浄化の取組

プロジェクトの推進に伴い、下流
の日本橋川等の水質改善にも
一定の効果を見込む

当面の間、外濠の暫定的な
水質改善対策にも取り組む

STEP ２
荒川の河川水を活用し、STEP１と合わせ浄化
に必要な量を導水

下水道吐口からの雨水流入対策を講じる
ことで、外濠の水質改善を推進

雨水流入対策

東京の歴史ある財産を活かした
魅力ある空間を創出し、都心で
働く人々に癒しの場を提供する
とともに、品格ある景観の形成に
より地域全体の活性化を図る

 外濠を中心とした魅力あるまちづくり

玉川上水の構造物健全度調
査等の実施や、多様な主体と
の協働に関する方策を検討

 多摩川からの通水の可
能性の展望

羽村取水堰

四ツ谷大木戸

導水実現により、防災面
での活用を検討

 水辺環境の大切さを学
ぶ、子供向け勉強会の実
施将来にわたり「水と緑の空間」を残して

いくために、外濠や玉川上水など歴史
的財産の価値や維持管理の大切さを
伝える、子供向け勉強会を実施

導水に向け必要となる施設の基本設計に着手
国や地元区とも連携し、水質改善を着実に進める

 人々が憩う外濠の水辺再生

３か年のアクションプラン（主要）
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 歩行者中心のゆとりある道路空間への再編等、公共空間の活用促進を図り、都市のにぎわいや魅力を創出

 国や区市町村、民間企業等と連携し、地域の特性に応じた施策や自転車ネットワーク整備を推進することで、自転車利用環境の更なる充実を目指す

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

自転車通行空間の整備
（優先整備区間）

25km整備
海岸通り・川崎街道 外27箇所

26km整備
船堀街道・井ノ頭通り 外24箇所

26km整備 28km整備

３か年のアクションプラン（主要）

「パーク・ストリート・東京」の更なる展開

・道路空間等を活用したにぎわい創出事例の紹介や、ＰＲ等を積極的に実施

・2021年度：自治体等に向けた「歩行者中心の道路空間活用マニュアル」を策定

→ 2022年度：取組地区の拡大に向け、自治体等に対し、マニュアルの積極的な活用を

促すとともに、課題の共有や解決に向けた助言等を実施

歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）制度の活用によるにぎわい創出

2022年度に都心部で実施予定≪ほこみち制度のポイント≫

ポイント①：歩道等に歩行者の利便増進
（にぎわい）空間の設置が可能

ポイント③：事業者の公募による選定が可
能（最長20年の占用）

ポイント②：特例区域では、テラスやベンチ、
イベントなど多様な道路空間の活用が可能

人が歩いて楽しむまちの創出を促進

・国や区市町村、交通管理者などと連携し、連続した自転
車通行空間の整備を推進

・年間の整備ペースを大幅に増加させ、2030年度に向
けて新たに600km*の整備に取り組む

・道路幅員構成の再編による自転車通行空間の確保につ
いても検討

自転車ネットワークの形成に向けた取組

自転車利用環境の更なる充実

自転車活用推進重点地区での取組 自転車活用推進重点地区（先行実施地区）

施策例（業務・商業地における自転車活用推進重点地区）

・各地域の特性に適した施策をパッケージ化することで、より良い自
転車利用環境の創出につなげていく

・３地区を先行実施地区とし、2021年度に整備計画を策定、
2022年度から集中的に取組実施。順次、重点地区を拡大

多言語案内や通行空間の確保等、住みやすく、余暇や観光を楽しめ
るまちの実現を目指す

≪取組イメージ≫

吉祥寺・三鷹・武蔵境地区 新宿地区

晴海・豊洲・有明等地区

中央区

港区

江東区

（出典）国土交通省Ｗｅｂサイト

イメージ

道路空間の再編イメージ 整備イメージ（井ノ頭通り）

*既設道路における整備約250km（優先整備区間）、無電柱化事業等に合わせた整備約350km

・サイクルポートの導入拡大
・路外駐車場、荷捌きスペースの確保
・無電柱化や再開発と連携した自転車通行
空間の整備
・地域と協働した安全対策 等
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

民間活力を活かした都立公園の整備
（明治公園）

事業者選定

新宿駅直近地区土地区画整理事業 土地区画整理事業の計画、設計、工事

３か年のアクションプラン（主要）

都立公園・海上公園のにぎわい創出

・明治公園：都市のレガシーとなる
100年の杜づくり

（2023年オープン予定）

指定管理者制度やP-PFI制度等を活用し、都心の自然豊かな空間で
憩い、にぎわうことができ、多様なアクティビティを楽しめる場を創出

【品川駅・泉岳寺駅周辺】
・次世代型交通ターミナルや、歩行者ネットワークの
整を行うとともに、鉄道施設や幹線道路等、都市
基盤一体的なまちづくりを推進

【民間活力を生かした都立公園・海上公園の整備】

・晴海ふ頭公園：コワーキング、 地域コ
ミュニティ活動等に対応した施設整備

（2022年オープン予定）

 駅前のデッキ整備や既存施設を活用した歩行者空間の創出など、楽しく快適に歩けるまちづくりを推進

 都立公園や海上公園において、P-PFI等、民間活力を生かした多面的な活用を推進し、人が集まり、憩える空間を創出

回遊性を高める広場やデッキの整備

【新宿駅周辺エリア】
・線路上空への歩行者デッキ新設等による回遊
性を高める整備の実施

・2022年より西口駅前広場の工事に着手

・東京高速道路（KK線）上部空間を歩
行者中心の公共的空間として再生

・再生方針（2020年度策定）を踏まえ、
2021年度～2022年度にかけて、事業
化に向けた方針を策定

【Tokyo Sky Corridorの実現】

【旧晴海鉄道橋の遊歩道化】

・歴史的な価値を有する旧晴海鉄道橋の遊
歩道化について、2025年度中の完成を目
指し、水辺の歩行空間の整備を推進

既存施設を活用した歩行者空間の創出

戦略９
都市機能 ver.up

（出典）国土交通省Ｗｅｂサイト

（出典）三菱地所プレス資料

整備工事 オープン

整備イメージ

【東京駅周辺】
・大規模開発に併せたゲート性のある広場空間の
創出
・東京駅南部東西自由通路について、2022年度
より本体工事に着手

〇事業計画決定

〇工事着手

・都立公園において、大花壇やＬＥ
Ｄイルミネーションで演出する「花と
光のムーブメント」により、都民生活
に安らぎと彩を提供

・臨海部と都立公園で、
人々が親しめる噴水
を通じて、にぎわいを
創出

（代々木公園等）
（出典）環境省Ｗｅｂサイト

和田倉噴水公園に
おける整備事例
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④グローバル 世界から選ばれる金融・経済・文化都市
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先行プロジェクトの展開

スマート東京先行実施エリア（臨海副都心エリア）

 東京ベイｅＳＧプロジェクトで目指す「自然」と「便利」が融合する持続可能都市の実現に向け、その先駆けとして「先行プロジェクト」を実施
 尖端的なプロジェクトを展開・実装することにより、東京ベイｅＳＧプロジェクトの理念をベイエリア全体に波及

エリアの課題である「にぎわい」「移動」「安全」等を解決する最先端テクノロ
ジーをまち全体で実装するとともに、スタートアップをエリアに集積し、積極
的に活用

＜展開事業＞
・次世代技術の実装：５Ｇを活用した自動運転サービスや、ＸＲイベントなど
新たなライブ・エンタメを展開

・５Ｇ・デジタル基盤の整備：台場・青海地区を中心とした５Ｇネットワークや
データプラットフォームを整備

・スタートアップの集積：エリアの社会課題解決に資するスタートアップを集積

最先端テクノロジーの巨大実装エリア（中央防波堤エリア）

広大な埋立地というメリットを活かし最先端テクノロジーの実装に着手
2022年度に事業者を公募・決定

＜実装を図るテクノロジー＞
・ゼロエミッションの実現に向けた最先端再生可能エネルギー
（例：浮体式太陽光発電、垂直軸型風力発電 など）

・エリア内外の移動を充実させる次世代モビリティ
（例：空飛ぶクルマ、マイクロモビリティ など）

・サステナブル都市の実現に資するテクノロジー
（例：カーボンネガティブ、アップサイクル、水質向上 など）

都市型森林
レクリエーション

オリパラレガシーを活かした
国際大会開催

レガシー施設

プロジェクトが目指すエリアの展開イメージ

 次世代モビリティーや再生可能エネルギー等の最先端テクノロジーの実装を図り、東
京が目指す未来のまちをショーケース化

 テクノロジーの実装だけではなく、ベイエリアの特長である水辺や緑、大会レガシーも
活用し、安らぎやワクワク感を体感でき、みんなが行きたくなるフィールドとする

スタートアップの集積

データプラットフォーム
などの基盤整備

具体的な取組 2021年度末
（見込み）

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

次世代技術の実装

５Ｇ・デジタル基盤整備

スタートアップの集積

・DIC協議会の
立ち上げ、開催

・事業展開に
向けた検討

次世代モビリティ

ＸＲイベント検討・実施

ワンストップ窓口開設 スタートアップを集積し、まちの課題を順次解決

人流データ等を活用したデータプラットフォーム構築

具体的な取組
2021年度末
（見込み）

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

テクノロジーの巨大実装
エリアを活用した実装

事業分野・
公募要項の検討

事業者選定
インフラ
整備

最先端テクノロジーの実装

ＸＲイベント

最先端再生可能
エネルギー

ブルーカーボン 有明アリーナ有明体操競技場

海の森水上競技場

最先端テクノロジーの
ショーケース

エリア間の
アクセス充実

豊富な水辺、緑

※東京ベイｅＳＧプロジェクトが目指す理念をベイエリア全体に波及させるために
「東京ベイｅＳＧまちづくり戦略」が始動（2022年３月予定）

ｅＳＧは本来の「ＥＳＧ」（Environment、Social、Governance）の概念に加え、以下の想いを込めています
✔ｅ＝ エコロジー（ecology）、経済（economy）、 新時代を切り拓く画期的な技術（epoch-making） ✔ ＳＧ＝渋沢栄一、後藤新平の精神を受け継ぐ（Shibusawa、Goto）

ＸＲイベントの拡充

センサー設置・検討

国内最大級の
野外フェスなど

誰もが気軽に
オリパラレガシーを体験

最先端テクノロジーの
巨大実装エリア

スマート東京
先行実施エリア
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東京ベイｅＳＧパートナー 《多様な主体との連携》

東京ベイｅＳＧパートナー

 プロジェクトで描くサステナブルな未来の東京を共に創造するプラット
フォーム「東京ベイｅＳＧパートナー」を立上げ

トップランナーヒアリングを踏まえた今後の方向性

戦略９
都市機能 ver.up

ネットワーキング

スタートアップや企業、投資家、大学、
研究機関等の異業種・異分野の
出会いの場

都が設置するＨＰ等の媒体を通じ、
パートナーの名前やその取組等を
国内外に周知

パブリシティ

エキシビジョン

東京都が出展する国際展示会等に
おいて、パートナーが持つ技術等の
展示や紹介

先行プロジェクトに参画するパート
ナーは、都との協働により更なる飛
躍の機会

コラボレーション

１．目的
 東京ベイｅＳＧプロジェクトに賛同する企業や大学等

とプラットフォームを形成し、プロジェクトの理念や取組
を国内外に広く発信

 多様な交流や発信の場を提供し、新たな技術・サービス
の開発につなげ、先行プロジェクトの効果を向上

２．登録のメリット
 都と協働することにより様々なメリットを享受

※東京ベイｅＳＧプロジェクトの理念に賛同する企業、ＮＰＯ、
学校、その他これらに類する法人が登録可能（2022年３月受付開始予定）

 各界で活躍するトップランナーから幅広い意見を聴取しプロジェクトに反映
 未来の都市像の実現に向け、Ｚ世代・α世代の意見の積極的活用や世界

への発信による国際プレゼンスの向上を図る

トップランナーヒアリング（東京ｅＳＧ戦略ボード）の知見

 政策を立案していく上では、行政だけではなく市民の協力

を得ていくことが必要。そのためには、市民を信頼することが

必要であり、スマートシティではなく、スマートシチズンという

考え方が重要

 メタバース（仮想現実）等を活用し、デジタル空間をより

良いコミュニケーションの場とすることが重要

 将来の世代にとって完璧ではなくても、十分に良い先祖で

あるということが大切。50年・100年先の主役である若

者たちや子どもたちの力が必要

 Ｚ世代・α世代の意見の積極的活用
• トップランナーに加え、未来を担う若い世代の意見をプロジェクト

が目指す都市像の実現に向け活用

• 大きな可能性を持つ子供たちの自由な発想やアイデアを引き

出せるよう、デジタルを生かした政策提言や都市づくりのコンテ

ストなどを検討

 世界への発信
• プロジェクトが目指す持続可能な都市モデルを世界に発信

• 「ワン・ヤング・ワールド サミット 2022」等の国際イベントの

機会を捉え、東京の魅力をはじめ、自然と調和したまちづくりや

ベイエリアの持つポテンシャルなどを積極的に海外へ発信

ヒアリングで得られた知見や国際的な情報発信の枠組みを施策へ反映

■最先端テクノロジーや未来を体感できるツールとして展開すると同時に、都市サービスを支える
インフラとして実装

■スマートシチズンや人間の感性価値といった視点も重視し、海の森や大会のレガシーなども活用
しながらプロジェクトを展開

2021年11月29日開催の東京ｅＳＧ戦略ボードより

レゴブロックによる未来のまちづくり
（2021年11月）

国際イベント（イメージ） 79



01 「国際金融都市・東京」構想 2.0 －熾烈な都市間競争を勝ち抜くための新たな指針－

Green Digital Startup脱炭素に向けた国際的な潮流は増幅し、巨額
の投資マネーを集める成長分野の筆頭に

デジタルテクノロジーの活用による生産性の向
上やイノベーション創出が成長のカギ

スタートアップが社会経済に与える影
響は増大し、グリーン・デジタル分野に
おける役割期待も大きい

グローバルな潮流を読み解き、機先を制する一手を打つ

 「グリーン」と「デジタル」を基軸とした世界の潮流は巨大化しており、「スタートアップ」がその潮流を一層加速させるプレーヤーとして存在感を増している。
世界経済のダイナミズムを捉えてヒト・モノ・カネ・情報を引き寄せる取組を強化し、世界一オープンで、強い経済・金融都市に向けた歩みを大きく進める

グリーンファイナンスの推進 金融インフラ×デジタル

01 グリーンファイナンス市場の発展
都が保有する企業のＥＳＧ情報等に関するポータルサイトを整備
 「ソーシャルインパクト投資ファンド(仮称)」を通じ市場を活性化

 「サステナブルエネルギーファンド」で再生可能エネルギーの導入等を促進
 グリーンボンド発行により市場を牽引しつつ、他発行体への補助を実施

02 参加プレーヤーの裾野を拡大
金融機関と連携し中小企業のサステナブルファイナンスを活性化
個人投資家を取り込む環境を整備
 グリーンファイナンスに取り組む金融系外国企業を誘致

03 環境施策・技術の情報発信とＥＳＧ人材の育成
都の先進的な環境施策や、企業の優れた環境技術を発信
 「ＴＭＵサステナブル研究推進機構」でグリーンファイナンスの活性化に向け

た研究を推進

01 フィンテック企業の誘致・創業・成長を支援
海外・国内のフィンテック企業に対し、成長ステージに応じた切れ目

のない支援を実施

02 資金の繋ぎ手のデジタル化を促進
 ピッチイベント等でフィンテック企業と金融機関の協業を促進
資産運用業者等に対しデータ利活用を普及啓発
 デジタルで完結する事業環境を整備

 「フィンテック支援ファンド」を通じフィンテック企業を支援

03 キャッシュレス化を推進
都政や都内へのキャッシュレス決済導入・普及を促進
 ブロックチェーン等先端技術を活用した民間の取組を支援

01 資産運用業者等を誘致
必要な税制・規制の見直し等を国に要望し、ビジネス環境を整備

特区の活用で多言語対応のサービスアパートメント等の生活環境を整備
 Access to Tokyo等において都の誘致施策等を発信

02 資産運用業者の創業・成長を支援
資産運用業者の創業に係る補助金制度を創設
新興資産運用業者育成プログラム等により成長を支援

03 金融系人材の育成・金融リテラシーを向上
東京都立大学等と連携し、法務・コンプライアンス人材を育成

国や関係機関との人材交流を通じ都職員を育成
 「Tokyo Sustainable Finance Week｣を通じ都民向けに普及啓発

 FinCity.TokyoやJETRO等と連携したプロモーション活動や、 ＡＩを活用した「ｅビジネスコンシェルジュ」の構
築等による発信強化、企業の英語による情報発信の支援等により東京への投資の呼び込みにつなげる

Tokyo Green Finance Initiativeの推進 金融のデジタライゼーション 多様な金融関連プレーヤーの集積

東京をハブとする巨大なインベストメント・チェーン※を構築し、世界をリードする国際金融都市へ
※顧客・受益者から投資先企業へと向かう投資資金の流れ

Global Financial City: 

Tokyo

情報発信

2030年に向けたＫＰＩ

世界のサステナブル投資に対する日本のシェア 15％

国内公募グリーンボンド発行金額 ３兆円

ＥＳＧ投資に関心がある都民の割合50％

都内フィンテック企業数 400社
都内キャッシュレス決済比率 80％

都内資産運用業者数 900社

都内ＧＤＰの押上げ効果（2019年度対比） 累計10兆円

金融系企業・人材の集積
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03 産業の基盤を担う中小企業の持続的発展を後押し02 社会経済の新たな展開を切り拓くスタートアップを輩出

コンソーシアムの強化とスタートアップとの協働等により、

世界へ羽ばたくスタートアップを輩出

グリーンとデジタルを軸とした、新な成長産業への進出を促進

ＤＸへの投資等による産業のスマート化

グリーンイノベーション創出によるゼロエミッション東京と経済成長の両立

脱炭素を踏まえた経営推進

脱炭素による競争力強化を図

る中小企業に対し、戦略の策定

から実行まで支援

モビリティ産業への技術支援

都立産業技術研究センターでの技術

支援に加え、関連企業等と連携した

研究会の開催や人材育成を支援

脱炭素スタートアップ支援

都が出資するファンド・オブ・ファン

ズを通じ、脱炭素化に貢献するス

タートアップを支援

企業変革推進支援

コロナ禍で業績が悪化した中小

企業に対し、経営計画の再編・

事業化を２年間にわたり支援

サプライチェーンの維持確保

部品・原材料の不足の状況を踏まえ、

専門家派遣や受発注商談会の実施

等により企業活動の回復をサポート

知的財産の戦略的活用

スタートアップの知的財産活用を

促進するため、経営・知財両面で

の戦略策定や特許取得等を支援

企業経営の強靭化で経済をＶ字回復させ、成長軌道へつなげる

企業戦略の変革による経営強靭化

戦略11
スタートアップ ver.up

戦略12
稼ぐ東京 ver.up

ＶＣや大手企業など多様な主体と連携し、協働の取組を更に推進

 スタートアップ等が入居する支援拠点へ都職員を派遣するなど、幅広い協働の取

組を支える仕組みを構築

 ワンブランドでの情報発信など、スタートアップと都職員とのコミュニケーションを深化

社会課題解決に向け、「スタートアップ協働戦略 ver.1.0」を推進

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

Tokyo Green Finance Initiativeの推進

金融のデジタライゼーション

多様な金融関連プレーヤーの集積

スタートアップの輩出
｢スタートアップ協働戦略 ver.1.0｣
策定 等

経営の強靭化と成長産業への参入 －

アンカー発行体として市場を牽引、企業のＥＳＧ情報等に関するポータルサイト整備、グリーンボンド発行補助、参加プレーヤーの裾野拡大、ＥＳＧ人材育成 等

フィンテック企業の誘致・創業・成長支援、キャッシュレス化の推進 等

３か年のアクションプラン（主要）

継続的な規制緩和要望、金融系外国企業・人材誘致、都立大等と連携した法務人材等の育成、「Tokyo Sustainable Finance Week」の開催 等

東京コンソーシアム 情報プラットフォーム構築 等 グローバル拠点都市としての地位を確立するための各種取組の推進

ソーシャルインパクト投資ファンド(仮称)の組成

脱炭素を踏まえた経営推進支援、モビリティ分野試験環境整備・技術支援、ファンドを通じた脱炭素スタートアップ支援 等

デジタルツール導入支援助成 500件/年

金融系外国企業・人材誘致 等

フィンテック支援ファンドの組成

ソーシャルインパクト投資ファンド(仮称)を通じた市場形成

「ＴＭＵサステナブル研究推進機構」でのグリーンファイナンスの活性化に向けた研究

サステナブルエネルギーファンドの組成

ディープ・エコシステム形成

海外展開を視野に入れた有望なス

タートアップに対し集中支援を実施

国際的な発信を強化

海外ＶＣ等を呼び込むイベントを開催するほか、

エコシステムに係る指標をダッシュボード等で公開

ＷＧ・ＰＴの組成を支援

会員間のコラボレーションを支援

し、産官学が連携するエコシステ

ムを形成

情報プラットフォームを構築

オンラインコミュニケーションツールを活

用し、会員同士が相互につながる場

を創出

イノベーション・エコシステムの深化

エコシステム内外への情報発信
支援情報を一元的に発信

都のスタートアップ支援メニューをまと

め、分かりやすく可視化

「スタートアップ・エコシステム 東京コンソーシアム」等の重点強化

グローバルイベントを開催

エコシステムの発展や海外からの投資、企業誘致等を目指し、

2022年度にグローバルイベントを開催

04 外国企業誘致

デジタルツール導入支援

デジタルツールの導入を支援し、

中小企業の事業活動のＤＸに

向けた取組を促進

デジタルを活用した受注拡大

ビジネスチャンス・ナビに、商談から契約

までオンラインで完結する機能を整備

ＤＸ人材育成支援

企業の課題を踏まえた従業員のリ

スキリング計画の策定から、ＤＸ

講習まで一体的な支援を実施

企業誘致や英語力の向上に向けた施策の展開

外国企業・外国人の誘致、海外への情報発信を一層促進する

ため、実用的な英語力の向上に向けた取組等を推進投資呼び込み
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商 工業 雇 用就業農 業商 農 雇

 新型コロナにより深刻な影響を受けた産業と雇用情勢の立て直しのため、産業の活性化や新たな成長のための支援機能の充実、様々な主体とのネット
ワークの形成等により、都内経済を支える産業の担い手を強化・育成し、産業のサステナブル・リカバリーの実現と都内経済の持続的発展につなげていく

 農業への関心の高まりや、農業の
担い手の多様化の動きがみられる

 農家数減少と共に農業者の高齢
化が進み担い手不足が懸念される

（資料）「農林業センサス」（各年３月 農林水産省）より作成

（資料）「食料・農業・農村白書」（2021年５月 農林水産省）より作成
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 副業としての就農のニーズの高まりや、別の仕事を
しながら農業をする｢半農半X｣の拡大に向けた取
組を行う自治体がみられる

 雇用情勢は依然として厳しい状況

 失業者が増加した一方、人材需要
の高まりが見込まれる職種も存在

 商工業を取り巻く課題は加速度的
に多様化・複雑化が進んでいる

 イノベーションの創出は、多種多様
なプレーヤーによって支えられている
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（資料）「労働力調査」（各月 総務省）及び「一般職業紹介状況」
（各月 厚生労働省）より作成

（資料）「IT人材需給に関する調査」（2019年４月 経済産業
省）より作成

ＤＸ、ＳＤＧｓ、危機対応、サプライ
チェーン管理、働き方、技術革新 等

コロナ禍

経営課題の量・質

〈経営環境のイメージ〉

 危機を乗り越え、持続的発展を実現するに
は、加速する環境変化に応じて絶えず経営を
イノベートし続けていくことが不可欠

価値
提供

市場
導入

資金
調達製造開発

〈イノベーションのプロセス例（イメージ）〉

 優れた事業シーズを有する中小企業、業界全
体を俯瞰するコンサルタント、深い知見を有す
る専門家、経験豊かなマーケター、多くのリソー
スを持つ大企業、必要な支援を的確に届ける
行政 等

観 光観

 観光業界は特に厳しい状況が長
期化している

 ３密回避や近場への旅行など観光
のトレンドに変化がみられる
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（資料）「国内旅行市場におけるオピニオンリーダー層の意向調査」
(2021年３月 JTBF)より作成
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多様な主体が結集し、時代の変化
を先取りした上で企業経営の変革
を支え続ける体制の強化が必要

支援機能の集積により
イノベーション経営を支援

観光関連事業者の経営基盤の
強化と旅行者ニーズの変化等を
踏まえた観光振興の推進が必要

事業者の経営基盤強化と
観光振興を推進

従来の枠にとらわれない就農の

ニーズを担い手の裾野拡大につな
げることが必要

多様な担い手を育成する
フィールドを構築

新型コロナ等の影響により離職を
余儀なくされた方を、現場の即戦

力となる人材に育て、着実な再就
職へ結びつけることが重要

社会のニーズに合った
人材育成・雇用創出

（％）

（万人）
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（資料）「新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響につ
いて」（国土交通省）等より作成

※2021年１月、２月は2020年比の減少率



具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

多様な担い手をつなぐプラットフォームの構築 －

○○○ 業務・商業・交流等の支援の充実 －

就職支援と訓練を一体的に運用する体制整備 －

ワンストップ支援センターの設置・運営 －

○○○○○○

○○○ ○○○神奈川県

山梨県

各産業の支援拠点

中小企業経営支援拠点

雇用就業支援拠点

新規就農者等支援拠点

観光関連事業者支援拠点

東京農業アカデミー

東京しごとセンター多摩

多摩職業能力開発センター

東京障害者職業能力開発校

多摩産業交流センター

（東京たま未来メッセ）

埼玉県

城東職業能力開発センター

東京観光財団

中北・城北
職業能力開発センター

都域を超えた広域産業連携と「リーディング
プロジェクト」の展開による多種多様なプレー
ヤーの集積により、多摩地域のポテンシャルを
活かしたイノベーション創出を促進

多摩イノベーションパーク構想

農業

商工業

雇用
就業

観光

体制構築

ワンストップ支援センター設置及び
総合支援ウェブサイト開設

新たな仕組みの構築に向けた分析等 新たな仕組みの構築に向けた取組を推進

都内産業基盤を支える総合的支援体制

各機関との情報共有の場を運営

観光需要の回復ステージに応じた支援メニューの提供や経営相談を実施

戦略５
働き方 ver.up

戦略12
稼ぐ東京 ver.up

戦略15
文化・エンタメ ver.up

マッチング機能と訓練機能を一体的に運用する体制の構築によ
り、再就職に向けたフォローアップ体制を強化
⇒ 未就職者・長期失業者等の再就職等を促進

 訓練業種等での就職面接会を実施
 マッチング支援や職業訓練の情報等を

発信する専用アプリの構築・運営 等

フォローアップ事務局

再就職等に向けたフォローアップ体制を整備

３か年のアクションプラン（主要）

基本構想策定 プラットフォームの構築に向けた取組を推進

城南職業能力開発センター

東京しごとセンター

様々なプレーヤーが協働し、イノベーションを生み出すハブとなる機能を強化
⇒ 中小企業が時代の変化に対応することで東京の持続的な成長を実現

中小企業経営を総合的に支える新たな機能を構築

各支援機能の結集により、事
業化までの支援のシームレス
化、スピードアップを実現

中小企業と大企業・支援機
関等多様な主体とを結び付
け、オープンイノベーションを
促進

支援機能の強化・連携 多様な交流の創出

イノベーションを
創出するハブ機能

経営面への支援
・支援メニューの提案
・専門家の派遣 等

効果的な情報発信
・観光経営セミナー
・ウェブサイトの開設 等

経営相談と各種支援メニューの提供をワンストップで行う総合的
な支援体制を整備

観光事業者に対する総合的な支援体制を整備

事業者
のニーズ
に応える

⇒ 都内観光産業の早期復活・持続的な成長を実現

区市町村等と連携し、副業的農業希望者や援農ボランティア希望
者等の多様な主体を育て、農業への参画を促す体制を整備
⇒ 担い手を確保・育成し、農地保全・農業の持続的発展を実現

東京都

区
市
町
村
等

東京農業との
新たなつながりを生み出す

プラットフォーム

農業者

農地所有者

ボランティア等新規就農者

事業連携
・

情報発信

農業の多様な担い手をつなぐプラットフォームを構築

副業

大学・研究機関等

開設・運営

連携
技術支援

東京しごと
センター

職業能力開発
センター
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 コロナ禍において飛躍的に進展したテレワークのより一層の普及を図るため、導入が難しい業種等への支援の充実や、自宅に限らないテレワーク環境の
整備を推進

 働き方への意識の変化を捉え、一人ひとりが希望に応じて働くことができる環境を整備するため、副業・兼業等の多様で柔軟な働き方への支援を充実

 学び直しの潜在ニーズに応え、行動につながるプラットフォームを構築し、社会人のスキルアップやキャリアチェンジ等に向けた学びの環境を充実

導入をハンズオンで支援 実施環境の充実
テレワークの導入が難しい業種の中小企業等に対し、コンサルティングや助成
金により、導入から定着まで伴走型の支援を実施

小規模テレワークコーナーや宿泊施設など、多様なテレワーク環境の整備を後押し

自宅以外の身近な場所でテレワークができる
環境を整備するため、地域の店舗や商業施設
等に小規模テレワークコーナーを設置する中
小企業等を支援

自宅
導入が難しい業種の

中小企業等

経
済
団
体

業
界
団
体

東
京
都

連携

企業訪問
■ 企業等へ直接訪問
■ 導入に向けたアドバイスを実施

コンサルティング
デジタルの専門家等が、導入から定着まで、業務の棚
卸や機器・ツール選定、規定の整備等をアドバイス

ハンズオン支援助成金
コンサルティングを受けた企業に対し、機器・ソフト等の
費用を支援

サテライトオフィス

ホテル等の
宿泊施設

商業施設等

テレワーク環境 小規模テレワークコーナーの充実

ワーケーションに対応する環境整備

仕事と休暇を組み合わせた新たな働き方に
対応するため、宿泊施設のテレワーク環境
の充実等を支援

伴走型支援

中小企業等における働き方改革を促進

 中小企業の経営者等を対象とした働き方改革に関する相談窓口を設置するとともに、関係法令や事
例、社内で推進する上でのノウハウ等を体系的に学べる講座を開催

 社内における働き方改革の推進をサポートする社労士等の専門家を派遣

「同一労働同一賃金」の理解と
事例・判例の紹介と解釈について

フレックス・時差通勤・テレワークなど多様な
働き方と新型コロナウイルス等感染対策

「時間外労働の上限規制」
の理解と進め方

集中講座
の例

担い手の確保
農業の持続的な発展

副業的農業など柔軟な働き方を支援

働き方の
選択肢の広がり

 都民の生活スタイルの多様化が
進む中で、半農半Ｘなど副業的な
就農を後押しするため、人材育成・
マッチング等を支援

企業の状況に応じてきめ細かな支援を展開

テレワークの更なる推進

多様で柔軟な働き方への支援

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

導入ハンズオン支援 ―

小規模テレワークコーナーの設置支援 支援件数 200件

コンサルティング・助成金 300件コンサルティング・助成金 300件

支援件数 200件 支援件数 200件

コンサルティング・助成金 300件

支援件数 200件

３か年のアクションプラン（主要）
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戦略５
働き方 ver.up

社会人等を対象に、ＡＩやデータサイエンスが学べる講座を提供
【2022年度~】

起業に関心のあるシニア層を対象に、必要な知識やスキルを短期間で
習得できるシニアスタートアッププログラムを実施

学び直しに資する都の関連施策 ーより深い学びへ誘導ー

オープンユニバーシティにおいて、歴史・文学等の文化探求や外国
語、科学など様々な分野の公開講座を幅広く提供

都民の「学びたい」ニーズに応え、多様な教育コンテンツを掲載

※東京リカレント（仮称）画面イメージ

学び直しのヒントを提供し、深い学びへつなげるためのポータルサイト 「東京リカレント（仮称）」 2022年３月末開設予定

連 携

区市町村
等が実施し
ている学び
直しにつなが
る施策や講
座等

東京都のリカレント教育に関する幅広いコンテンツを掲載

 都や都立大等が展開する学び直しに資する講座等の情報を分野別にわかりやすく紹介

 希望する講座等の情報を簡単に探し出せるような検索機能を導入

ＤＸ活用によりサイトの情報鮮度を維持

 ポータルサイトに掲載している都立大等の講座情報を自動的に収集する機能を導入し、
講座情報を定期的に更新

ミニッツ動画
の例

視聴者が復習から発展的な学習内容まで、習熟度や
興味・関心に応じて学べる英語動画教材を、TOKYO 
ENGLISH CHANNELウェブサイトで提供

「首都・東京をフィールドに学ぶ」をテーマとした独自のカリ
キュラムにより、歴史や心理学、土木工学、栄養学等の幅
広い科目を提供

エンジニアや学校教員、中小企業の経営者など様々な層を対象に、情報セキュリティ等
に関するスキルアップ・キャリアチェンジを支援

技術者を対象に、ＡＩ技術等をＩоＴ機器に実装し、医療機器開発に応用できるスキ
ルを身に付けられる医工連携ビジネスプログラムを実施

スキルアップや資格試験受験対策等のため、キャリアアップ講習を実
施。ＤＸ関連の講座を拡充

区市町村等

データサイエンス 【都立大】

英語学習

情報セキュリティ等 【都立産技高専】

起業・創業 【都立産技大】

生涯教育 【都立大】

ものづくり 【都立産技高専】

プレミアム・カレッジにおけるシニア教育 【都立大】 スキルアップ・キャリアアップ講習

• 資格の取得や成長分野等のスキルの習得のためのｅラーニン
グと合わせて、職業紹介等の就職支援を一体的に実施

• ＤＸ人材の育成に向け、企業の課題を踏まえた従業員のリスキ
リング計画の策定からＤＸ講習まで一体的な支援を実施

成長産業分野等におけるキャリア形成

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

東京リカレント（仮称）プロジェクト ポータルサイトを構築
動画コンテンツ等を拡充

３か年のアクションプラン（主要）

区市町村等との連携

動画コンテンツ等を拡充、利用者の声を踏まえた機能の拡張

最先端技術

東京の歴史・文化

語学・教養ものづくり

起業・創業

就業・ビジネススキル

情報セキュリティ

芸術・カルチャー 経済・経営 金融工学

ミニッツ動画等の視聴をきっかけに、さらに深い学びへ誘導

 リスキルの重要性等を説明する動画を配信し、学び直しの気運を醸成

 有識者等が専門的な内容を分かりやすく解説するミニッツ動画を配信

スキルアップ・キャリアチェンジ等の可能性をひろげる社会人教育を充実
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 観光需要の回復フェーズを見据え、新型コロナによる深刻な影響を受けた観光産業の活性化と旅行者ニーズの変化等を踏まえた観光振興策を推進

 飲食事業者の回復とともに、東京の「食」の魅力を更に磨き上げるため、食の祭典を中心とした魅力発信と食材・サービスの提供体制整備を加速

新
し
い
観
光
の

浸
透

環
境
や
地
域
資
源

に
配
慮
し
た
観
光

オリパラレガシーを活用
➼競技会場等を周遊するイベントを展開し東京へ

の来訪を促進

夜間・早朝の観光資源を充実
➼外国人にニーズのある夜間・早朝イベントの

開催支援、ＷｅｂやＳＮＳによる情報発信

東京から日本各地への観光を促進
➼東京と日本各地を結ぶツアー造成の働きか

けや海外へのＰＲを推進

サステナブル・ツーリズムを推進
✤多摩・島しょの環境に配慮したツアー造成やアド

バイザー派遣・広報に係る支援を実施
✤小中高生を対象とした地域の文化や環境などを

学ぶモニターツアーを造成し、ガイドラインを展開

緊急対策・観光再開に向けた取組 国内旅行活性化のための取組 インバウンド再開を見据えた取組

バーチャルスポーツを活用した観光ＰＲ
➼都内の観光地をバーチャル空間に再現して紹介

し、東京の魅力を発信

✤父島 小港海岸
（小笠原諸島）

➼東京と日本各地
の観光ルート等を
発信するＨＰ

観光需要の回復フェーズを捉えた、先手を打った施策を展開

シビックプライド
※
を醸成

✤都民が地域の魅力を再発見する参加型キャン
ペーンを開催し、東京への愛着と誇りを高め、観
光への理解を促進

世界自然遺産を活用した観光振興
✤ＳＤＧｓやマナー啓発等の視点を盛り込んだ

ＰＲを実施

環境に配慮したＭＩＣＥ開催
✤ＣＯ₂測定ツールで会議開催に伴う

排出量を把握し、環境に配慮した国
際会議の誘致を推進

デジタルマーケティング
➼都の有するデータを集約したダッシュボードを作成

し事業活動への活用を促進

何度でも訪れたくなる
観光都市・東京

世界に冠たる
グルメ都市・東京

「観光」の復活を図り、
東京の「食」が持つ魅力との相乗効果で、

再び世界中の人々が訪れる都市へ

観
光
産
業
の

活
性
化 新たな旅行者ニーズに対応した宿泊施設整備

✦長期滞在等のニーズに適した施設整備等を支援
観光事業者が連携した旅行ツアー造成
✦旅行業者と地域の事業者の連携を促進し、特別

な体験型コンテンツ等を充実

インバウンド回復に向けたＰＲ
✦インフルエンサーを招聘し新しい日常における東

京の「新たな旅のスタイル」を発信

国内旅行者向けプロモーション
✦旅行者の多様な関心・志向を踏まえたテーマで、

国内向けに東京の旅行先としての新たな魅力を
発信

ワンストップ支援センターを設置
✦観光事業者からの相談にワンストップで対応でき

る窓口を設置し、ニーズに合った支援を提供

国際会議誘致・開催支援の重点的支援
✦主催者への誘致・開催に係る経費助成などの支援

を一層拡充

※「シビックプライド」は株式会社読売広告社の登録商標です。

ドローンを活用した観光振興
➼ドローンを操作してリアルな観光をリモートで誰もが

楽しめるコンテンツを創出するなど、アクセシブル・
ツーリズムを充実
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

ワンストップ支援センターの設置・運営 ―

中食における東京産食材ＰＲ ―

Tokyo Tokyo Delicious Museum ―

東京味わいフェスタ ―

毎年春に開催 毎年春に開催 毎年春に開催

戦略15
文化・エンタメ ver.up

戦略12
稼ぐ東京 ver.up

「食」の担い手支援による食材とサービスの質・量の向上

「食」の魅力を磨き上げ、将来に向けた成長を後押し

✽東京しゃも ✽キンメダイ

✽内藤かぼちゃ

✽奥多摩ヤマメ

✽寺島ナス

発信力を強化

TOKYO GOURMET FESTIVAL

東京味わいフェスタ 秋
東京の「食」のブランディング・魅力発信による需要喚起

「食の祭典」
を開催

開催日：2022年５月（予定） 初開催
会 場：シンボルプロムナード公園

ＴＦＴビル
✽東京の多彩な食を楽しむことができる出店
✽食に関わるワークショップを開催
✽料理デモンストレーション動画を配信

開催日：2022年10月、11月（予定）
会 場：丸の内・有楽町・日比谷エリア

更にエリアを拡充
✽有名店による江戸東京野菜メニューなど、東京産

食材を使用したメニューの提供、特産品を販売
✽日本各地のご当地グルメ等を販売

「食」のブランディング ✽東京の「食」をブランディング化するための調査等を実施

都オリジナル品種のブランド力強化
TOKYO X生産者への指導体制強化により品

質を維持・向上
都オリジナル品種の付加価値向上策を推進

競争力のある水産加工品の開発支援
◆常温保存可能商品や冷凍加工商品など競争

力のある商品の開発や量産体制の確立支援

食材の競争力向上

好
循
環 供給体制強化・販路開拓

✽アユ ✽馬込半白キュウリ ✽金町コカブ

「新しい日常」に対応したサービス展開
◆「非接触」「省人化」等の新サービス創出と成

果事例の発信により、打撃を受けた飲食事業
者等の新たな事業展開を支援

「食」×先端技術活用
◆事業者のＩｏＴ・ＡＩ・ロボット等の導入、活

用支援により生産性向上を更に後押し

飲食提供サービスの強化

食の体験

✽千住ネギ

✽東京おひさまベリー

東京産新鮮食材の受発注システムを構築
受発注及び集荷配送の仕組みを新たに構築し、

新鮮な東京産食材の都内での地産地消を拡大

販路拡大・多角化支援
◆東京都ＧＡＰのバイヤーへのＰＲ等を強化し、認

知度向上による販路開拓を支援
◆水産物の海外販路開拓のため、海外店舗でのプ

ロモーションを推進

PR動画やCM、SNSによる発信
✽東京産食材の魅力を伝えるＰＲ動画を
動画サイトで配信し、ＳＮＳと連動

✽電車や街頭大型ビジョンでＣＭを放送

企業活動を通じた新たなＰＲ
✽企業や業界団体等ならではの企画を公

募し、これまでにない効果的な手法でPR

中食における東京産食材ＰＲ
✽デパ地下等のテイクアウト専門店で東

京産食材の使用を支援し、訴求効果
が高い大型商業施設でのＰＲを強化

豊洲市場等における魅力発信
✽豊洲市場や千客万来施設等において

食の魅力を発信し、賑わいを創出

毎年秋に開催
（丸の内、有楽町、日比谷）更にエリアを拡充

毎年秋に開催 毎年秋に開催

都心部を中心にテイクアウト店を支援
（100店舗程度）

都心部を中心にテイクアウト店を支援
（100店舗程度）

都心部を中心にテイクアウト店を支援
（100店舗程度）

Tokyo Tokyo Delicious Museum春

ワンストップ支援センター設置及び
総合支援ウェブサイト開設

観光需要の回復ステージに応じた支援メニューの提供や経営相談を実施

３か年のアクションプラン（主要）
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 ポストコロナを見据え、東京2020大会の経験を生かしながら、芸術文化による、感動や新たな価値の発見、賑わいを創出する取組を展開するとと
もに、東京の魅力を世界に発信するハブ拠点の形成や芸術文化のエコシステムの構築等を推進

誰もが芸術文化に身近に触れ、感動や新たな価値の発見、賑わいを創出

デジタルテクノロジーを活用し、芸術文化を楽しむ環境整備

江戸東京博物館でバーチャル・ミュージアムを展開し、新たな鑑賞モデルを発信

・収蔵資料や展示模型等に基づき３D空間を構築
・両国の賑わいや娯楽、隅田川の周遊など江戸東京を疑似体験できる
アプリを展開

だれもが文化でつながる国際会議 ”Creative Well-being TOKYO“を新たに開催

・国際会議、短期集中キャンプ、ショーケース、ネットワーキングの４つのプログラムを一体的に展開
・都民、障害者、ＮＰＯなど多様な主体が参加し、東京のダイバーシティ・インクルージョンの取組を国内外に発信

国際会議

人々の芸術文化・エンターテインメントを楽しむマインドの回復や芸術文化の鑑賞機会の創出を目的として、民間の大規模イベントを支援

多くの都民が楽しめる民間の大規模イベントを支援

東京2020大会の経験をレガシーとして発展させ、多様性・包摂性を高めるプログラムを展開

・アーティストと福祉施設の
利用者・施設スタッフ等が
共働でプログラムを展開

サラダ
音楽祭

・年齢や障害の有無に
関わらず鑑賞・参加で
きるプログラムを展開

◆民間のソフトパワーを最大限に活用し、芸術文化の鑑賞機会を創出するため、大規模イベントに助成を実施

◆民間の工夫で多くの都民が楽しめるフェスティバルを創出

◆誰もが鑑賞しやすい環境整備や新たなテクノロジーを使ったプログラムの実施などを促進

TURN

最先端技術を活用した
シンボリックなイベントを展開

民間等のコンテンツを最大限に
生かした大規模参加・体験イベント

東京の様々な
ソフトパワーを発信

都のイベントの魅力を
磨き上げる

ユニークベニュー
での特別な演出

つなげる

東京のソフトパワーを結集した大規模フェスティバルを開催

東京2020大会のレガシーである「ダイバーシティ＆インクルージョン」を、芸術文化を通じて推進

（ｃ）東京都交響楽団 ©六本木アートナイト実行委員会 東京大茶会

©Rikimaru HottaＴＵＲＮフェス５（2019年）
撮影：加藤甫

アートの新たな楽しみ方を広げ、アート市場を拡大

アートウィーク東京におけるギャラリー周遊事業を開催
◆都内に点在する主要アートスポットを巡るアートバスを運行し、作品購入までのステップを体験

ルート例

デジタルを活用したアート・エンターテインメントの創造・発信拠点を整備

短期集中キャンプ ショーケース ネットワーキング

アプリイメージ

現代美術入門の
レクチャー

美術館 ギャラリーＡ ギャラリーB ギャラリーC

画廊オーナーとの交流 アーティストとの交流 若手の作品購入へ

誰もがデジタルアートを
体験

デジタルアート等を
広く発信

アーティスト・クリエイターの
創作支援

※上記の国際会議の写真：「Innovative City Forum 2019 アジアセンターセッション」（主催：森記念財団都市戦略研究所、森美術館、アカデミーヒルズ・国際交流基金／2019年）
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国内外キュレーターによる
メンタリングを実施

東京の文化資源をつなぎ、世界を魅了する創造性を生み出す

世界とつながる「TOKYOアート・ハブ」

■アーティストと東京の多様な文化資源を結びつけ、新たな創造を生み出し、東京の
アートやアーティストを世界に発信するハブ機能を強化

レジデンス

芸術系大学

地域の
コミュニティ・ハブ

企業

アトリエ
稽古場

地域コミュニティ
との連携

アトリエで制作した
作品を発信

アーティストの
育成・交流の場

日本の注目作家を
海外へ紹介 芸術文化を楽しむ層の裾野を拡げ、アートシーンを活性化

芸術文化のエコシステムを構築

芸術文化の担い手をソフト・ハードの両面から育成

新人アーティスト等の新た
な創作活動費用を支援

新しい作品が
次々と生み出される

中堅新人 若手

■コロナ禍でアーティスト・団体等の活動の脆弱性が浮き彫りとなったことを踏まえ、
芸術文化の担い手が、継続的に活動できる仕組みづくりを推進

「Tokyo Contemporary Art 
Award」の受賞者の海外活動を支援

展示設営やＰＲ冊子の作成支援など、企画展をサポート

■国内アーティストに制作・宿泊場
所としてＴＯＫＡＳレジデンシー
を提供し、海外キュレーターと交流

■アートブックフェア等で、若手
作家等の自作ＰＲ機会を提供

最先端で魅力的なアートショーケース 最新テクノロジーでイノベーションを創造

交わり、新たな発想が生まれる 担い手を育成・支援する

TOKYOアート・ハブ

戦略15
文化・エンタメ ver.up

ハンズオン支援

創作環境 発表の場担い手を重点的に育成

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

だれもが文化でつながる国際会議
”Creative Well-being TOKYO“

ー

東京のアートハブ機能の強化 ー

ＴＯＫＡＳ国内レジデンス・ＴＯＫＡＳ
キュレーターインレジデンスの実施

スキーム構築 公募・支援を実施

開催
（国際会議・ショーケース等の実施）

シンポジウム・国内を中心とした
ショーケース等を実施

調査を実施 世界に発信するハブ機能の構築に向けた取組を推進

３か年のアクションプラン（主要）

開催
（国際会議・ショーケース等の実施）

海外文化機関

美術品に関わるセミナー
を開催し、作品購入や管
理方法をレクチャー

企業間交流イベントを開催
するなど、芸術文化のビジ
ネスへの活用を促進

民間の先進事業と連携し、公共
空間への作品展示等を通じて、
アートに触れる機会を提供

イベントの開催支援等を通じてアート市
場活性化の取組を後押し

芸術文化分野のプロボノ等を増やす仕
組みの構築に向けて、取組を推進

<アートハブの機能イメージ>

■世界から注目される東京のアートシーンの発信拠点

■企業とのマッチングイベントでアーティストの活躍の
場を拡大

■アーティスト×デジタルテクノロジーの実験場

■アート人材の育成拠点
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

都立公園でのスケートボード広場の整備 ―

東京辰巳アイスアリーナ（仮称）の整備
・運営

実施設計

自転車の大会等の開催 調査・調整

基礎調査・基本計画 基本・実施設計 整備工事

３か年のアクションプラン（主要）

戦略16
スポーツ ver.up

様々なスポーツの魅力を体験できる環境整備 ＤＸを推進し、新たな楽しみ方を拡大

分身ロボットを活用し、重度障害者等が遠隔で
スポーツに参加する機会を提供

民間の最先端技術を活用した
新たなスポーツ体験機会を提供

操作用
タブレット

遠隔操作

スポーツを身近に楽しめる機会を拡充

子供たちがトップアスリートの
活躍に触れ、スポーツの価
値を学ぶ場を提供

「東京ボランティアレガシーネットワーク」により、活動情報や交流の場を継続的
に提供するとともに、「TOKYO障スポ&サポート」を活用し、パラスポーツと支える
人材をつなぐことで、多彩な活動フィールドを提供

都立スポーツ施設
にリモート観戦が
可能な映像配信
システムを導入

※詳細はP63へ

都立公園でスケートボードを
楽しめる環境整備を推進

大会施設等を戦略的に活用
し、18施設のネットワークで
ポテンシャルを最大限発揮
するとともに、各施設の特性
を活かし多様な活用を推進

東京辰巳国際水泳場
（アイスリンクへ転用）

５Ｇ等の最先端
技術の導入による
新しい観戦、体験
機会を提供

ボランティア気運の高まりを活かし、スポーツの支援の輪を拡げる

国際大会の誘致やDXを推進し、スポーツ観戦の新たな楽しみ方を創出する

スポーツの様々な魅力を体験し、楽しめる「場」をまちに拡げる

実施設計

施設運営計画の策定・公表

改修工事

指定管理者募集・選定準備

改修工事（2025年度開業予定）

指定管理者募集・選定

・都民が気軽に参加できるスポーツイベント等
を開催

・様々なスポーツイベントにおいてボランティアの
活躍の場を提供

スポーツを「する」

スポーツを「支える」

スポーツを「みる」

・地域スポーツクラブの設立・育成等を総合的
に支援

・「東京都スポーツ推進企業認定制度」により
企業によるスポーツ活動等を促進

▶大会では、最先端テクノロジー
を活用したＶＲシアターなどの
新たな観戦体験等を提供

▶大会では、ボランティアの真摯
な活動が人々を笑顔に

▶パラリンピック期間中に2020 
FAN PARK/2020 FAN  
ARENAで競技体験を実施

・新規恒久施設の整備、既存施設の機能強化
に加え、身近なスポーツの場の整備を支援

大会の周年イベント等にDXを導入し、リアルと
バーチャルのハイブリッドで楽しめる環境を創出

 大会の成果を最大限活かすとともにＤＸの推進により、東京中にスポーツを「する・みる・支える」ための様々な環境整備を加速

大会を通じたスポーツとのつながり

競技団体の誘致活動や開
催に向けた取組をサポートし、
大会の誘致・開催を促進

大会を契機に関心が高まった
パラスポーツや都市型スポーツ
等、スポーツを楽しめる環境整
備に取り組む区市町村を支援

©Tokyo 2020

・国際大会の誘致支援等トップレベルのスポーツ
大会の観戦機会を創出

競技団体との連携や大会競技施設等を活用し、国際スポーツ大会の
更なる誘致・開催を推進

バーチャル空間において自転車等で
走り楽しめる機会を創出

東京のアスリートの競技力を高め、アスリートが
経験を基に大会や地域でも活躍

DXを推進し、スポーツの新たな楽しみ方を創出

©Tokyo 2020 / Uta MUKUO

©Tokyo 2020 / Erika SHIMAMOTO

パラスポーツの更なる普及に向けて
「パラスポーツ月間（仮称）」を定め
るとともに、競技体験会を各地で実施

 「東京レガシーハーフマラソン」を創設し、障害
の有無に関わらず誰もが参加できる機会を創出

地域と一体となった、誰もが楽し
める自転車のライドイベントなど
の実施や大会等を開催

スポーツジム等と連携し、子供や高齢
者が楽しく取り組めるフィットネスを紹介

ライドイベントなどの実施

大会等開催に向けた計画策定
2023年度以降に大会等の開催90



 東京2020大会に向けて進めてきた海外発信や国際ネットワーク構築の取組を一層強化し、国際的なプレゼンスを向上

戦略20
構造改革 ver.up

●「持続可能な開発のための国連ハイレベル政治フォーラム」のイベント

で、都のＳＤＧｓの実現に向けた施策等を取りまとめた自発的自治体

レビュー（ＶＬＲ）を発出 2021年7月13日

●東京2020大会期間中、

取材活動を行う

国内外のメディア

の取材拠点

●オンラインサービスを基軸

とし、大会関連情報や東京

の魅力等を発信

2021年7月21日～8月9日
／8月23日～9月5日

●東京2020大会における

多面的な取組により

創出されたレガシーを

わかりやすく発信

2021年9月～

東京2020大会を通じて、東京の魅力を世界にアピール

●文化面から東京2020大会

を盛り上げるための多彩

なプログラムを展開

2016年9月19日～2021年9月5日
（リオ大会後～東京大会終了日）

世界的な課題に果敢に挑戦する政策を世界へ発信

●サステナブル・リカバリーの実現を世界に

提唱するため東京2020大会期間中に開催

●環境や文化を切り口に意見交換を行い、

世界４都市と「東京宣言」を採択

2021年8月7日

2021年10月14日

●2030年カーボンハーフに向けた取組

の加速をテーマに具体的な行動につい

て議論し、世界に発信

➤水素モビリティの社会実装推進

➤持続可能な建築物とファイナンスの連携

東京発 気候危機行動ムーブメント “TIME TO ACT”

●気候変動問題に先進的に

取り組む大都市首長や

有識者とともに、脱炭素

化に向けた行動の加速に

ついて共同メッセージを

発信 2021年2月17日

●国際会議等で職員のプレゼンやブース出展を行う機会を創出

●パリ2024大会を見据えた仏語対応環境を整備するなど庁内多言語対応体制の強化

国際展開を支える人材育成を推進

キックオフ会議

東京の魅力や先進的な取組を世界へ強力に発信

●東京や海外主要都市の‟強み・弱み“や国際世論の関心事項の調査・分析を実施し、都の強み

や魅力を戦略的に発信する海外向け都政プロモーションを展開

Light and Sound Installation 
“Coded Field” (2019)

写真提供：ライゾマティクス

Sustainable Recovery Tokyo Forum（サステナブル・リカバリー東京会議）

東京都メディアセンター TOKYO FORWARDTokyo Tokyo
FESTIVAL

「Tokyo Sustainability Action」

（賛同都市は現在34都市（2022年１月20日））

●首長級会議を新たに立ち上げるとともに、実務者級会議・担当者向けウェビナーを毎年開催

し、継続的かつ強固な関係を構築

●在京大使館等とのネットワークを活用した情報収集・発信を強化

東京の強みを活かした国際ネットワークを構築

“東京発”国際会議 デジタル発信 東京の魅力

◆世界30都市程度との首長級会

議を開催し、コミュニケを発表

◆次世代リーダーが国際課題

を議論する「ワン・ヤング・

ワールド サミット2022」

での発信 ◆未来の東京の姿や様々な

東京の魅力をバーチャル

空間にて発信

◆江戸の歴史・文化を軸と

した東京の魅力を発信

◆「TOKYO GOURMET

FESTIVAL」として、東京

の食を発信

◆だれもが文化でつながる国際

会議 「Creative Well-being 

TOKYO」を新たに開催

都の国際展開力を底上げするプロジェクトを推進

サステナブル・リカバリーを実現する新たな「東京」を世界へ発信

Climate Action Forum
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鉄道ネットワークの整備

交通政策審議会で位置付けられた各路線について、調査の実施や関係者との調整を行い、事業を推進

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

鉄道ネットワークの整備 関係者との協議・調整

３か年のアクションプラン（主要）

 東京2020大会開催とその先を見据え実施してきた取組を発展させ、都市インフラが高度に発達した国際都市を実現

羽田空港アクセス線新設、新空港線新設、都心部・臨海地域地下鉄新設、東京８号線延伸、都心部・品川地下鉄新設、東京12号線延伸、多摩都市モノレール延伸、
中央線の複々線化など各路線について、鉄道事業者をはじめとする関係者との協議・調整を加速し、調整が整った路線から順次事業に着手

答申において「検討などを進めるべき」とされた路線 国など関係者と連携し、仕組みづくりを進める路線

事業化に向けた
現況調査や基本
設 計 等 を 実 施
(2020年度より)

2021年７月に公表された交通政策審議会答申第371号におい
て、東京８号線の延伸及び都心部・品川地下鉄の新設は「早期
の事業化を図るべき」、都心部・臨海地域地下鉄の新設は「事業
化に向けて関係者による検討の深度化を図るべき」とされた

＜地下鉄ネットワークのあり方等に関する国の答申＞ ＜多摩都市モノレールの延伸（箱根ケ崎）＞

2021年１月、本計画ルートのうち「田
町（東山手）ルート」について、ＪＲ東
日本が国土交通大臣から新設区間の
鉄道事業許可を取得

＜羽田空港アクセス線の事業許可＞

≪国の交通政策審議会答申において位置付けられた路線≫

羽田空港アクセス線の新設

関係者との協議・調整を加速
田町ルートは、ＪＲ東日本が
新設区間の事業認可を取得

多摩都市モノレールの延伸
（箱根ケ崎方面）

早期事業化に向けた
取組を加速

新空港線の新設（蒲蒲線）

事業化に向けた関係者の
取組を更に加速

東京８号線の延伸
（有楽町線）

早期事業化に向けた
取組を加速

都心部・臨海地域地下鉄の新設

事業計画の検討を進め、
路線の具体化を更に加速

都心部・品川地下鉄の新設

早期事業化に向けた
取組を加速

中央線の複々線化

国など関係者と連携し、
仕組みづくりを進める

多摩都市モノレールの延伸
（町田方面）

関係者と事業化について
協議・調整を進める

東京12号線の延伸
（大江戸線）

関係者と事業化について
協議・調整を進める

羽田空港
国内線ターミナル

蒲田

住吉

田町

東京テレポート
大井町

光が丘大泉学園町

上北台

箱根ヶ崎

多摩センター

町田

京急蒲田

大鳥居

白金高輪

品川

豊洲
新木場

押上

四ツ木

亀有

葛西臨海公園

赤羽

新宿

八王子

田園調布

登戸

鷺沼

溝の口

調布

笹塚

東京

松戸

新百合ヶ丘

あざみ野

上溝

相模原

東所沢

秋葉原立川
三鷹

多摩都市モノレールの延伸
（箱根ケ崎方面）

東京12号線の延伸
（大江戸線）

中央線の複々線化

多摩都市モノレールの延伸
（町田方面）

東京８号線の延伸
（有楽町線）

都心部・臨海地域
地下鉄の新設

都心部・品川
地下鉄の新設

羽田空港アクセス線の新設

新空港線の新設
（蒲蒲線）
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交通ネットワークの整備

港湾機能の強化

交通渋滞の解消に資する幹線道路整備や連続立体交差事業を着実に推進し、快適で利便性が高く、環境負荷の少ない都市を実現

2040年代を見据えた長期構想を踏まえ、船舶の大型化、港のＤＸ・脱炭素など、東京港を取り巻く情勢変化に対応

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

幹線道路の整備
６か所事業化(補助第143号線など)、

６か所開通(環状第２号線など)、
８か所完成

９か所事業化、４か所開通、８か所完成 ６か所事業化、１か所開通、３か所完成

３か年のアクションプラン（主要）

物流 環境

【連続立体交差事業の主な効果】

 2022年度～2024年度の３か年で幹線道路を更に21か所事業化、11か所開通

戦略９
都市機能 ver.up

施工状況：西武新宿線（東村山）

・既存ふ頭再編、Ｙ３・Ｚ１拡充整備
・外貿、内貿ふ頭の接続強化
・最先端技術の活用（手続き電子化、
AI・IoT活用による効率化、荷役機
械の高度化、自動運航船への対応）

機能強化イメージ

カーボンニュートラル化の取組を推進

荷役機械への
燃料電池導入

トレーラー等への
燃料電池導入

水素ステーション
等の整備

コンテナふ頭等の機能強化

 2022年度～2024年度は、Ｙ３ふ頭整備、防潮堤や内部護岸の耐震対策、大井地区等の緊急輸送道路で無電柱化を実施

防災・維持管理

・港湾施設の耐震強化
の推進

・気候変動を踏まえた海
岸保全施設の整備

・東京港内全域で無電
柱化を加速

観光・水辺のまちづくり

・クルーズ客船等の需要、
寄港ニーズへの対応

・地域資源を活かした水辺
の魅力向上

・舟運や自動運転モビリティ
等による回遊性向上

幹線道路の整備 連続立体交差事業

踏切遮断による交通渋滞や踏切事故の解消

最大滞留長：380m

高架化前 高架化後

最大滞留長：0m(解消！)

整備効果事例（京成押上線）

空港機能の強化

・ビジネスジェットの受入体
制の強化など、空港の機
能拡充を通じて増大す
る航空需要への対応を
強化

羽田空港の機能強化

横田基地の軍民共用化

・日米協議を進展させるよ
う、継続して国に働きか
ける

・６路線７か所で整備を推進

駅周辺のまちづくりによる地域の活性化

整備事例（ＪＲ中央線）

事業前 事業後

長期構想（2022年１月）の方向性

８か所事業化(多摩３・１・６号
南多摩尾根幹線など)、

９か所開通(補助第26号線など)、
８か所完成

・３路線４か所で事業化の準備を推進

東武東上本線（大山駅付近）
⇒ 2021年12月事業認可取得（～2030年度）

西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）
⇒ 2021年11月都市計画決定

：埼玉県境

：鶴川街道交差点

【所要時間の調査日】
2010年：11月18日（木）17時台
2019年：Hondaインターナビ・フローティングデータ10月平日17時台から算出

【整備状況の経過】
2011年～2015年 三鷹・武蔵野区間順次交通開放、2013年東伏見区間４車線交通開放、
2013年～2015年 保谷区間順次交通開放、2015年未開通であった埼玉県境までの区間を交通開放し調布保谷線は全線開通
2015年～2019年９月 三鷹・武蔵野区間の暫定２車線となっていた区間を順次４車線交通開放

→ （北行き）

半減‼

約75分

事業前の状況

整備後

→ （南行き）

約67分

約4割減‼

南北方向の
アクセス性が向上！

幹線道路整備による効果事例
（多摩地域の南北主要５路線である調布保谷線）
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今後の竣工予定事業
（一部）

■品川駅北周辺地区（建物竣工予定：2024年度）

■八重洲一丁目北地区（建物竣工予定：2032年度）

防災性向上と
高い環境性能

新駅整備と連携した
広場・交流空間

文化・ビジネスの
育成・創造・発信機能

 世界から人が集まり、交流する、魅力と活力あふれる国際ビジネス拠点の形成に向けた取組を推進

 都市再生や開発に関する様々な制度を活用し、優良な民間開発を誘導することで、市街地の持続的な更新や都市インフラの整備、東京の活性化に
資する様々な都市機能の導入を推進

戦略９
都市機能 ver.up

■浜松町二丁目４地区（建物竣工予定：2029年度）

■新宿駅西口地区（建物竣工予定：2029年度）

ウォーカブルな
まちづくり

水辺に面した
まちづくり

国際金融人材
サポート施設

日本橋川沿いの低層部イメージ

■神宮外苑地区（建物竣工予定：2036年度）

ウォーカブルな
まちづくり

東京2020大会
レガシー

都市と緑
の融合

防災性向上と
高い環境性能

グランドターミナル
の実現

ビジネス創発
拠点の整備

新宿駅西口地区開発計画（小田急電鉄㈱・東京地下鉄㈱） 基本設計者：日本設計、低層部デザイン：Laguarda.Low Architects（ラグアルダ・ロウ アーキテクツ社）

観光プレ体験施設の整備

防災性向上と
高い環境性能

国際化に対応した
交通結節機能の強化

東京の
魅力発信

■東京2020大会後の選手村（建物竣工予定：2025年度）

マルチモビリティ
ステーション

東京2020大会
レガシー

水素の活用

マルチモビリティ
ステーション

水素ステーション

様々な場所で地域特性を
活かしたまちづくりが進展

東京の至る所に
魅力的な拠点が形成

賑わい施設・
ビジネス創発拠点滞留空間
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⑤チルドレンファースト 子供の目線からの政策展開
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 「子どもの権利条約」の精神に則り、子供を権利の主体として尊重し、

子供の最善の利益を最優先にするという基本理念を明確化

 多岐にわたる子供政策の基本的な視点を一元的に規定

 子供施策に係る総合的推進体制の整備について規定

コロナ禍で深刻化した子供・子育てをめぐる様々な課題や、東京都こども基本条例を踏まえ、
総合的な子供政策を推進する体制を構築

東京都こども基本条例

都政の政策全般を子供目線で捉え直し、子供政策を総合的に推進する体制を構築

安全安心
遊び場・
居場所

学び・成長 権利擁護
子供の
権利

参加・
意見表明

子供の
貧困

不登校
心の悩み
・自殺

子供・子育てをめぐる様々な課題

子育て
の孤立

少子化児童虐待

 子供が抱える困難は、子供自身や家庭環境等の様々な要因が重なり合

い、多様な形で顕在化

 コロナ禍はこうした困難や課題を深刻化させ、その影響が長く続くことが懸念

「子供政策連携室」を核に、各局が連携し、子供目線で先進的な施策を展開

機能２

 子供に係る複合的課題への対応など、課題に応じて、関係局との連携体制を
構築

機能３ 民間等と連携し、従来の枠組みに捉われない「先進的なプロジェクト推進」

 民間やＮＰＯ、大学等と連携し、福祉や教育の枠組みに捉われない幅広い視
点で事業を立案・実践

幅広い行政分野に関わる子供施策を全庁的に推進する「総合調整機能」

機能１ こども基本条例を所管し、子供政策全般の総合的な「企画立案機能」

 国内外の先進事例調査等をもとに、都政の政策全般を子供目線で捉え直し、
子供政策を企画立案

＜子供政策連携室の機能＞

子供政策連携室

安全安心
遊び場
居場所

参加
意見表明

権利擁護 子供の権利

学び・成長

関係各局

こども未来会議

総務局
（人権・防災）

福祉保健局
（少子化対策）

教育庁
（学び・成長への支援）

建設局
（遊び場）

連携

新設

環境局
（環境学習）

デジタルサービス局
（デジタルの利活用）
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子供や子育て家庭が抱える様々な困難に寄り添い、子供目線に立って、全ての子供の笑顔を育む
チルドレンファーストの政策へとバージョンアップ

戦略２
伸びる・育つ ver.up

ハード・ソフトのあらゆる分野において、子供の参加や子供との対話、子供向けの情報
発信等の取組を強化するとともに、東京都こども基本条例に関する普及啓発を推進し、
子供目線に立った政策を展開

様々な困難を抱える子供に対し、一人ひとりに寄り添い、政策分野の垣根を越えて、
切れ目のない支援を重層的に展開

福 祉教 育

地 域

公園 教育 文化

医療的ケア児等
日本語を

母語としない子供 ヤングケアラー

社会的養育の
必要な子供

いじめ・不登校
子供の貧困など

児童虐待

官民一体となった「こどもスマイルムーブメント」を戦略的に展開

子育て世代に寄り添い、妊娠・出産・子育てを全力で応援

子育て世代の悩みや不安に寄り添いながら、妊娠・出産のサポートや保育サービスの更なる
拡充など、様々な視点から子育ての支援を強化

妊娠前 妊娠期 出産 子育て期

現在と未来の子供の笑顔につながる「こどもスマイルムーブメント」を幅広く展開し、 「子供を
大切にする」ことを最優先とする、チルドレンファーストの社会に向けたマインドチェンジを加速

子育て世代を全力応援

様々なステージを切れ目なく応援！

ＤＸや社会の力を一層活用し、新たな「東京型教育モデル」を強化

子供の参加・対話を通じて、政策の質を向上

誰一人取り残さない視点から、子供へのサポートを強化

チルドレン
ファースト

まちづくり 福祉

子供目線

誰一人
取り残さない

子育て世代に
寄り添う

伸びる・育つ
を応援

労働
団体

企業

著名人

ＮＰＯ

東京都

経済
団体

大学
・

学校

区市
町村

こどもスマイルムーブメント
の参画主体

キックオフ・アクションの様子

デジタル技術と外部人材の更なる活用により、子供たち一人ひとりの状況に合わせた多様
な学びの充実と、新しい時代を切り拓く人材育成の一層の推進を図り、新たな「東京型教
育モデル」を強化

一人１台端末
の実現

個性や能力
を伸ばす学び

新 た な

東 京 型 教 育 モデル インクルーシブな教育
の推進

戦略１
子供の笑顔 ver.up
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 ハード・ソフトのあらゆる分野において、子供の参加や子供との対話を通じて、子供目線に立った政策を展開

 子供向けの情報発信や子供の意見表明の取組を強化するとともに、東京都こども基本条例や子供の権利に関する普及啓発を推進

福祉 スポーツ

あらゆる分野において
子供の参加・対話を通じて、

子供目線に立った政策を展開

税財政

 都内の小中高等学校で
出前授業による租税教
室を実施

 東京都の仕事とお金の使
い道を解説したこども向け
予算書を作成

 子供の外遊び運動等を
促進するため、遊び方や
気を付けるべきルール等の
動画を作成・発信

 パラスポーツのエキシビ
ションマッチを開催し、観
戦機会を提供

タックス・
タクちゃん

住宅

 子供の安全性を考慮した設
計や遊び場などを備えた子供
の生活環境に着目した「東京
都子育て支援住宅」を普及

 住情報発信サイトに、子供が
住まいへの理解を深める住教
育のためのウェブページを新
たに作成

子供目線に立ったまちづくりを推進

子供の学び・育ちをサポートする取組を様々な分野で充実当事者である子供の意見を聴きながら政策を推進

まちづくり 公園・遊び場

 ベイエリアにおける持続可能な未来の
都市について、絵やレゴブロックで表現した
子供の意見を聴取

 東京ベイeＳGまちづくり戦略策定にあた
り、子供の意見を聴取

 通学路等での安全対策の実施や、通過
交通を抑制するための道路整備等により、
子供の交通安全を確保

 インフラ整備の現場見
学等の機会に合わせて、
子供の意見を聴取

 海上公園の施設整備やイベント
実施にあたり、子供の意見を聴取

交通

 「子育て応援スペース」を都営地
下鉄の全路線へ展開し、導入車
両を順次拡大

文化環境

水素イメージ
キャラクター「スイソン」

 水素を楽しく学べる施設
「東京スイソミル」を運営

水道・下水道
 水道水ができるまでの仕組

みや水道水の役割等につい
て理解を深めるための「水道
キャラバン」を実施

 「でまえ授業」などで学んだこ
とを発表する場として「小学
生下水道研究レポートコン
クール」を開催

 三味線や日本舞踊などをプロの
実演家から学ぶ「キッズ伝統芸
能体験」を実施

 「サラダ音楽祭」において、
東京都交響楽
団の楽員等が
子供の演奏を
指導

水滴くん

アースくん

産業・デジタル
 都内の小学生や中高生等

を対象とした地域の文化や
環境などをテーマにしたモ
ニターツアーを実施

 ５Ｇ等の最先端テクノロ
ジーを体験できる都民向けイ
ベントで、子供向けのコンテン
ツを充実

安全・安心
みまもりぃぬ

 子供の事故防止のため商品安全に関する消費
者と事業者のプラットフォーム構築を支援

 商業施設等の事業者と協定を締結し、協働で子
供を守るための取組を実施

 「都立病院の子ども患者権利章典」に基づき、子
供の成長や発達を考えた医療を提供

 「東京マイ・タイムライン」など、家族で学び、備
えにつながる防災コンテンツを提供

 警視庁防犯アプリ「デジポリス」で、子供が犯罪被
害にあわないための情報を発信

 災害のＶＲ映像を東京消防庁公式アプリ等で
配信し、防災教育を推進

 都立公園の遊具などの整備・改
修にあたり子供の意見を聴取

教育

 都立学校の校則等に子供や保護者の
意見を取り入れるための施策を実施

 中・高校生からアイデアを募集
し、都立工業高校の学校名
称を新しい工業高校にふさわ
しい名称に変更

 特別支援教育の長期計画策定にあたり、子供
向けに計画の内容を公表し、子供の意見聴取
を実施

 予防のための子供の死亡検証（チャイルド・デス・
レビュー（ＣＤＲ））について、関係機関ヒアリン
グや状況調査等を実施

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

 子供・子育て支援に関する計画の中間見直
しにあたり、子供向けのパブリックコメントや出
前授業の実施などで子供の意見を聴取

 子供会議の運営など、子供の意
見表明や参加促進の環境整備、
権利擁護の促進に取り組む区市
町村を支援

 児童相談所が関わる子供の意見表明に
ついて、子供アドボケイトをはじめ、子供の
権利及び利益を擁護する仕組みの充実
に向けた検討を推進

学校への
出前授業

児童館等の
施設での
インタビュー

© 東京都交響楽団

 コロナ禍における学校行事の中止等を踏まえ、
全公立・私立学校の児童・生徒を対象に、
スポーツや芸術文化など、多様な体験活動
の機会を提供する「子供を笑顔にするプロ
ジェクト（仮称）」を展開
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 家庭の省エネなど環境配
慮行動に楽しく取り組め
る「我が家の環境局長」
事業を実施



具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

広報東京都子供版の作成 事業開始に向けた準備

子供の権利に関する広報・啓発 事業開始に向けた準備

前年度の実施実績に基づき、テーマ設定、構成、レイアウトなどを必要に応じて見直して実施
事業開始

アクセス解析、アンケート調査の実施
「東京都こども基本条例」の内容を分

かりやすく伝える冊子の発行
冊子を活用した普及啓発の実施

３か年のアクションプラン（主要）

子供目線に立った情報発信や双方向のコミュニケーションを強化

子供の意見表明の取組を推進

子供と都政をつなぐ
東京都こどもホームページ

こども基本条例の普及啓発を推進

こども未来会議における議論
 こども未来会議において子供との対話を実施し、

子供の意見を議論に反映

 「東京都こども基本条例」の
内容を分かりやすく伝えるリー
フレット（冊子）を作成

 有識者による検討に加え、
子供の意見を直接聴く出前
授業を実施

 小・中・高・大人向けを作成
し、多言語に対応するなど、
様々な工夫を実施

出前授業を実施し、
条例や冊子案への
子供の意見を聞き取り

 小学校への出前授業を実施し、多くの
子供たちから意見やアイデアを聴取

 公募で選ばれた子供たちの意見やアイ
デアを取り入れるほか、アンケートサイトを
通じて、幅広く子供の意見を募集

 一人１台端末など様々なチャネルを活
用し、子供たちに効果的に情報を発信

 ホームページ公開後も、随時、子供の意
見を取り入れ子供が日常的に利用した
くなる魅力的なホームページへと進化

広報東京都子供版の発行

こども相談チャットボットの開設

 子供が都政に関心を持ち、考える
きっかけとなる、広報東京都の「子供
版」を発行

 小学校高学年を主なターゲットとして、
都政や東京に関するテーマを分かり
やすく解説

 WEB版と学校等掲示用の印刷版
で展開

 子供の悩みに応じて各種相談窓口につ
なげるチャットボットを開設

 小学生から高校生まで、年代に合わせた
分かりやすい表現で窓口を案内

子供たちによるまちの紹介

子供向けの発信コンテンツを充実

 都政等のテーマを、小中学生の
視点で分かりやすく発信する動画
を制作

 子供たちが、地域の魅力や学校の
活動についてレポート等を作成し、
発信

こどもシンポジウムの開催
 子供・子育て支援施策について、中学・高校生がグルー

プで研究活動を行い、成果を発表

 都審議会「東京都子供・子育て会議」において、子供た
ちの提案に対する意見を聴取し、施策への反映につな
げ、結果を子供たちにフィードバック

 子供たちが知事とオンライン
で都政について議論

オンラインで議論・
成果発表

発表内容を報告

東京都子供・
子育て会議

結果を
フィードバック

各局の
施策に
反映

知事とキッズトーク（仮称）の実施

子供の権利
子供の

意見の尊重
子供に

やさしい東京

編集・検討委員会において、
冊子の構成やデザイン等を検討

など

戦略１
子供の笑顔 ver.up

作成過程に
子供が参加

子供目線の
情報発信

 各局が作成する子供向けのサイ
トや動画等を分かりやすく集約・
発信するコンテンツを構築

広報東京都
子供版

東京都こどもホームページの
イメージ
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 様々な困難を抱える子供に対し、一人ひとりに寄り添い、政策分野の垣根を越えて、切れ目のない支援を重層的に展開

様
々
な
支
援

居
場
所

相
談

▶ 子供向けの相談事業について、電話・対面に加えＳＮＳ等を積極的に活用し、子供が相談
しやすい環境を整備

▶ 子供の悩みに応じて各種相談窓口につなげる、こども相談チャットボットを開設し、一人１台
端末を活用するなどして効果的に発信

▶ 小中高生に向けて相談窓口を記載したポケット相談メモを長期休業前に配布するなど、子供
へのきめ細かな周知を一層推進

▶ 学校における児童・生徒等へのカウンセリングの実施やスクールソーシャルワーカーによる福祉
の関係機関等とのネットワークを活用した支援等を推進

小学生版のポケット相談メモ

▶ 子供食堂への支援を拡充し、身近な地域における子供の居場所づくりを一層推進

▶ 小学校における放課後子供教室の実施により、地域の方々の協力の下、学習やスポーツ・文
化活動等の機会を提供するなど、安全・安心な子供の居場所づくりを推進

▶ 区市町村がＮＰＯ等と連携し、様々な事情を有する子供・保護者を支援する居場所づくりを
後押し

▶ 不登校や中途退学等を経験した生徒などに対し、学び直しから大学進学支援まで多様な学び
の場を提供するチャレンジスクールを拡充

▶ フリースクール等に通う児童・生徒及びその保護者への必要な支援等を把握するため、保護者
に協力金を支払い、授業料等を支援するとともに現状や課題を分析

▶ 生活困窮世帯の子供等を必要な支援につなげるため、区市町村における専任職員の配置や、
子供支援団体の事業立ち上げを支援する等、子供の貧困対策を推進

▶ ＳＮＳやネットとの関わり方について、児童 ・生徒が主体的に考え、学ぶための補助教材「ＳＮ
Ｓ東京ノート」を作成し、情報教育ポータルサイトで公開

子供目線に立った相談・支援・居場所づくりを進め、福祉・教育・地域が一丸となってサポート

一人ひとりに寄り添い、政策分野の垣根を越えて、切れ目のない支援を重層的に展開

子供が抱える困難は多様化・複雑化

※上記グラフ等は以下の資料を基に東京都政策企画局において作成。いじめ・不登校・日本語を母語としない子供については、小～高校生までを対象。
いじめ・不登校：東京都教育委員会「児童生徒の問題行動・不登校等指導上の諸課題に関する調査」及び東京都生活文化局「都内私立学校の児童生徒の問題行動・不登校等の実態」、虐待：東京都児童相談所「事業概要2021年（令和3年）版」、自殺：厚生労働省「自殺の統計：地域における
自殺の基礎資料」、医療的ケア児：厚生労働省HP「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策 医療的ケア児について」掲載資料、日本語を母語としない子供：文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」、ヤングケアラー：三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング「令和２年
度子ども・子育て支援推進調査研究事業 ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」

虐待

児童虐待相談対応件数（都）

12,494件

25,736件

Ｈ28年度 Ｒ２年度

自殺

20歳未満の自殺者数（都）

67人

96人

Ｈ28年 Ｒ２年

日本語を母語
としない子供

日本語指導が必要な児童生徒数（都）

2,796 人

4,586 人

H24年度 Ｈ30年度

外国籍 日本国籍

ヤングケアラー

世話をしている家族のいる
中高校生の割合（全国）

約20人に1人

医療的ケア児

在宅の医療的ケア児の推計値
（０～19歳）（全国）

18,272 人
19,238 人

H28年 R２年

福祉

いじめ

いじめの重大事態発生件数（都）

38件 35件

Ｈ28年度 Ｒ２年度

不登校児童・生徒数（都）

不登校

17,226人
22,494人

Ｈ28年度 R２年度

教育

地域

複
合
的
に
施
策
を
推
進

子供の困難に寄り添い、

様々な地域資源を活用しながら、

必要な支援に繋げる

地域のプラットフォームづくりを推進

2022年度 小台橋高校
（足立地区チャレンジスクール）開校

ＳＮＳ東京ノート

放課後子供教室子供食堂の様子
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

フォスタリング機関事業 １児童相談所管内で実施

渋谷区にサテライトオフィスを整備

３児童相談所管内で実施 効果検証の上、拡大

３か年のアクションプラン（主要）

特に支援を必要とする子供への支援を一層強化

児童虐待 社会的養育が必要な子供

医療的ケア児等 日本語を母語としない子供 ヤングケアラー

医療的ケア児支援センターを整備
▶ 医ケア児に関する相談拠点として、区部・多摩に各１か所を整備（予

定）し、保護者や関係機関からの相談支援、人材育成等を実施

▶ 支援制度等をわかりやすく情報発信するポータルサイトを開設

日本語教育を推進
▶ 学校において、外部人材や様々な教材等を

活用し、子供一人ひとりに応じた効果的な指
導を実施

▶ 区市町村やＮＰＯ等による地域における日
本語教育の実施を支援

多機関連携による早期把握と支援を強化
▶ 有識者や支援団体・関係機関等が参画するヤング

ケアラー支援検討委員会（仮称）を新たに設置
し、支援の充実に向けた取組を進め、ヤングケアラーの
状況や把握・支援のポイント等を記載した、福祉・教
育・介護・医療等の関係機関向け支援マニュアルを
策定

児童相談体制の強化
▶ 区市町村の子供家庭支援センター（子家セン）に、都児童相談所

（児相）のサテライトオフィスを順次設置

▶ よりきめ細かな支援を可能とするため、都立練馬児相(仮称)を新設

▶ 多摩地域への都立児相設置のための調査を実施

▶ 保護需要の増大を踏まえ、一時保護所の改築等を推進

▶ ＡＩを活用した音声マイニングシステム、スマートフォンの内線化など、
デジタルを活用し児相業務を効率化

▶ 様々なリクルート活動や、新たに設置するトレーニングセンターにおける
実践的な研修の実施等により、児相の人材を確保・育成

家庭と同様の環境における養育を推進
▶ 里親制度の普及や里親への支援を充実するため、民間の力を活用し

たフォスタリング（里親養育包括支援）機関を新たに２か所設置する
とともに、障害児の養育に不安を抱える里親への支援を拡充

▶ 家庭で適切な養育を受けられない新生児の里親委託について、リア
ル・オンラインでの新生児里親サロンを実施し、委託後のアフターフォロー
の取組を一層強化

▶ 特別養子縁組成立後の真実告知や生い立ちの整理に関する支援を
充実するため、縁組成立後の里親等に向けた個別支援プログラムを
実施

相談・アウトリーチ支援
▶ 「子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京」にて子供や保護者への相談支援を実施

▶ 未就園児等のいる家庭への全戸訪問による安否確認の取組を推進し、児童
虐待の早期発見・早期対応の取組を強化

▶ 妊娠期から子育て家庭に対し積極的なアウトリーチ等を実施し、家庭のニーズ
やリスク要因等を早期に把握して支援する、予防的支援を推進

社会的養護施設の児童等の自立を後押し
▶ 施設等に入所している高校生の学習塾への通塾や大学受験に係る費

用を支援するなど、進学への支援を強化

▶ 自立援助ホームに入居中又は退居した児童等の就労定着支援等を手
厚く行う体制を整備するとともに、社会的養護施設退所後における居住
費の支援や施設職員等によるきめ細かなアフターケアを実施

▶ 都教育相談センターにおける外国語通訳を介した高
校等進路・教育相談の実施

▶ 都立高校における在京外国人生徒募集枠の更なる
拡大に向けた取組を推進

児童虐待防止推進キャラクター
OSEKKAIくん

都児相 子家セン
職員

施設供用

○日常的な情報共有
○ケース引継ぎの円滑化
○迅速な一時保護
○人材育成 など

より適切な支援の実施

学びの支援・放課後の居場所確保等
▶ 医ケア児の通学のため、看護師同乗の専用通学車両の運行を拡充

▶ 入学前から健康観察を行い、医療的ケア実施に向けた手続に着手
することで、保護者の付き添い期間を短縮化

▶ 就学中の障害児に対する放課後等デイサービスの質の向上に向け
て、経験豊富な職員の加配などに取り組む事業者を支援

▶ 医ケア児等の受け入れに取り組む保育所等や学童クラブの体制強
化を推進

（専用通学車両）
日本語教材

都児童相談所と区市町村との
児童相談共同運営（サテライトオフィス）

練馬区・台東区において
サテライトオフィスを運営

戦略１
子供の笑顔 ver.up

里親制度の普及

里親サロンの実施

里親の研修・支援

里親と子供のマッチング

子供の自立支援

など

里親制度普及啓発キャラクター
さとぺん・ファミリー

民間のノウハウを活かした
フォスタリング機関

▶ ヤングケアラーが悩みなどを共有できるオンラインサロンやピアサポート、
家事支援ヘルパー派遣等の支援を民間団体と連携して推進

▶ 都立高校におけるユースソーシャルワーカーを充実するとともに、ＮＰ
Ｏ等と連携した学びの支援や居場所の提供等を充実

▶ スクールソーシャルワーカーを配置する区市町村を一層支援し、関
係機関等とのネットワーク構築や家庭訪問などの支援を推進

順次設置

2024年度

サテライトオフィスイメージ

学びや生活等への支援
▶ 就学ガイドラインの策定や多言語による就学案内に加え、区市町村

の就学促進に向けた取組を支援

▶ 一人１台端末を活用した日本語指導等の取組を一層充実
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「子供を大切にする」という理念を社会に普及するため、
子供の目線を基軸に捉えたリーディングモデルとなる取組

コア・アクションとは？

幅広い主体が連携した発信力の高い象徴的な取組（コア・アクション）

子供にやさしいまちづくり、
商品・サービスの創出

遊びや学び等、
子供の成長を全力で応援

誰一人取り残されないように
子供をサポート

社会の様々な場面で
子供の参画の機会を創出

子供を大切にする社会の実現
に向けた気運醸成

子育てと無理なく両立できる
働き方の推進

自然体験

子供食堂インクルーシブ公園 子供用スペースの創出

子供向けイベント

男性の育児
休暇取得促進

子供との対話を通じた
事業展開

ＨＰや各種ＳＮＳ等を通じて、子供目線
の取組を効果的に発信

ＳＮＳ等を活用した発信により
子供・若者・子育て世代に訴求

ムーブメントを加速

学び

自然体験、無料
塾など多様な学び
の機会創出 等

遊び・体験

スポーツ選手に
よる教室
都内全域で職場
体験を創出 等

働き方

育児休業の取得
を一層後押し
学生にモデル
企業発信 等

くらし

若者に人気のある
店舗等での子供
割引実施 等

若年世代への
リーチ

出産・子育て情報
・ライフプランシミュ

レーション提供
等

参画企業・団体の特性や強みを生かした様々なアクション

子供の笑顔につながる子供目線に立った様々なアクションを展開

子供向け大学講義
子供の参加した

公園づくり 子供向けホームページ

安全性を追求した商品 働き方フォーラム

チルドレンファーストの社会へ

 社会のあらゆる主体と連携して、「現在」「未来」の子供の笑顔につながる「こどもスマイルムーブメント」を幅広く展開し、 「子供を大切にする」ことを最優
先とする、チルドレンファーストの社会に向けたマインドチェンジを加速

子供を大切にする
気運の高まり

社会全体で
子供を大切にする気運を醸成

労働
団体

企業

著名人

ＮＰＯ

東京都

経済
団体

大学
・

学校

区市
町村

こどもスマイルムーブメントの

参画主体

2022年１月24日時点

1,154団体が参画

幅広い主体の連携により、戦略的にムーブメントを展開

民間企業・ＮＰＯ等

子育て世代等のニーズを踏まえ

斬新なアイデアを具体化

専門的知見から提言

有識者

戦略的ムーブメントの展開に向け議論

官民推進チーム

多様なノウハウや斬新なアイデアを活かし
子供目線に立った様々なアクションや

効果的な情報発信を具体化

経済団体

経済団体からの提言や

会員企業への周知

102



具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

こどもスマイルムーブメントの展開 キックオフ・アクションの開催等 こどもスマイルムーブメントの取組を加速

３か年のアクションプラン（主要）

戦略１
子供の笑顔 ver.up

子供の笑顔あふれる社会の実現に向け、あらゆる場面で「子供の目線」を大切にすることを共通認識とするきっかけとして実施

子供による「未来の東京」に関する活動内容の発表

チルドレンファーストの社会に向けたクロストーク・子供との対話

未来のベイエリアを絵やレゴブロックで表現

全てのこどもが今と将来への希望を持って、伸び伸びと健やかに成長できるよう、全力でサポートする

社会全体で「こどもを大切にする」気運を醸成し、安心して働き、子育てができる環境づくりに取り組む

 こどもが社会の一員として様々な場面で参画できる機会の創出に努め、こどもの目線に立った取組を推進する

こどもスマイルムーブメント宣言
（「チルドレンファーストの社会」の実現に向けた参画企業・団体等の行動指針）

「理想の未来の東京像」を議論 「東京都こどもＨＰ」の制作に参加 社会全体で子供を育てることについて、様々な角度から意見交換を実施

当日参加人数：3,584人 YouTubeアーカイブ視聴：9,505回（１/24時点）

こどもスマイルムーブメントのスタートアップイベントとしてキックオフ・アクションを開催

多くの子供たちや企業・団体等が参画し、社会へ強力に発信
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具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

とうきょうママパパ応援事業 58区市町村

待機児童の解消

７自治体

３か年のアクションプラン（主要）

妊娠前 妊娠期 出産 子育て期

全区市町村で実施

早期に解消し、その状態を継続

※１ 2021年４月１日

※２ 2021年５月１日

11自治体 15自治体 事業実施区市町村の増加

保育 969人 ※１
学童 3,361人 ※２

区市町村の先駆的・分野横断的取組を
包括的に支援

待機児童数

 コロナ禍における子供や子育てへの影響を踏まえ、子育て世代の悩みや不安に寄り添いながら、妊娠・出産のサポートや保育サービスの更なる拡充など、
様々な視点から子育ての支援を強化

 「とうきょう子育て応援ブック」の内容を活用した
子育て相談のチャットボットを導入し、子育て支
援情報の入手をサポート

子育ての経済的・精神的負担感妊娠・出産に関する不安 将来への不安

コロナ禍においても安心して子供を産み育てられるよう、

妊娠・出産・子育てを全力で応援

社会からの孤独感

相談窓口を選べます

カテゴリを選択してください

子育ての相談をしたい

妊娠を考える方等への支援を拡充 保育サービスを質・量ともに充実妊娠・出産を徹底的に応援 様々な視点から子育てをサポート

 中高生等の思春期特有の健康上の悩みや妊
娠を考える男女を対象とした健康管理（プレ
コンセプションケア）などについて、相談支援や
理解促進など、福祉・教育分野が連携して取
組を推進

 妊娠適齢期等について、ＳＮＳ等を活用した
広報の展開や機会を捉えた取組により、効果
的な普及啓発を実施

 不妊・不育に関する相談体制を拡充し、若年
層に対する普及啓発を拡大

 不妊症・不育症に悩む方への支援の充実に
向けた体制等に関する新たな会議体を設置

 特定不妊治療・不妊検査、不育症検査に関
する費用への助成の実施

 予期せぬ妊娠等に対するＳＮＳ相談「妊娠し
たかも相談＠東京」について、若年層への普
及啓発を強化

 「妊娠相談ほっとライン」で様々な悩みに対応
するとともに、継続的支援が必要な方に対する
医療機関等への同行等支援を実施

 コロナ禍における妊産婦が
抱える不安の増大に対応
するため、助産師による訪
問・電話・オンライン相談
を実施

 「東京都出産応援事業～コロナに負けない！
～」の実施

 多胎児の妊娠に関する健診の支援や、専門
職による妊婦全数面接、産前・産後のサポート
など、多面的にサポート

 待機児童の大半を占める１歳児の保育受入
れ体制を拡大

 夜間帯における保育やベビーシッターの利用
を支援し、子育て世代の多様な働き方に応じ
た保育サービスを強化

 在宅ワークの普及等を踏まえ、自宅で病児を
保育する家庭への相談支援を実施

 自然環境の活用など子供の主体性や想像力
を伸ばす保育の普及等、保育の質を向上す
る取組を推進

 とうきょうママパパ応援事業を拡充し、１歳児・２
歳児のいる子育て家庭を対象として、育児パッ
ケージの配布とともに、保護者交流会や子育てセ
ミナー等を開催

 学童クラブの待機児童解消に向
けた計画策定と環境整備を行う
区市町村を支援

 認証保育所において小学生を受
け入れる新たな仕組みを整備

 ベビーシッターによる一時預かりの
利用支援を、小学生まで拡大

小学生の放課後の居場所を確保

 卵子凍結について、助成対象疾
患拡充のため、専門医にヒアリン
グを実施するとともに、正しい知識
の普及啓発を実施

 妊娠期から就学前にかけて、子供と家庭に寄り添
い、あらゆる支援をコーディネートする「とうきょう子
育て応援パートナー」制度を創設

 産後家事・育児支援として、家事
支援用品の購入支援や家事支援
サポーター派遣を実施

 子育て支援の充実のため、高校生
相当年齢の医療費助成制度の開
始に向けた取組を推進

104



戦略１
子供の笑顔 ver.up

子育てに全力で取り組む区市町村の先駆的・分野横断的取組を東京都が徹底的に支援

町田市

小規模公園を活用した
子供の遊び場・地域コミュニティの場の創出

多様な芸術体験・制作ができるパークミュージアムの整備

公園活用アイデアの抽出・共有

クルマにお絵かき

 体験工房の整備により多様な芸術を気軽に体験・制作

 地域住民が交流しながら、公園活用実験を企画・実施

吹きガラス 陶芸体験

 地域住民とともに公園を育てていく「井戸端会議」の開催

公園で宿泊キャンプ

 インクルーシブ遊具・モバイル遊具の設置や、子供たちが土いじり
をできるコミュニティガーデンの整備・活用

 移動式の図書館・遊具の貸出・カフェなどに
利用できるパークトラックの巡回

インクルーシブ遊具 おもちゃ倉庫 コミュニティガーデン

座って本を読める
大階段

身体性に出会う
大型遊具

カフェ、テレワークスペース

野外遊び場における
子供の仕事体験・居場所づくりの推進

 子供の遊び場に「駄菓子屋」と「カフェ」を開設し、
子供が店員として仕事体験

子供や子育て世代のニーズを踏まえた
子供目線の新たな公園づくり

 ボール遊び広場の整備や乳幼児に特化したエリア
の整備

公園イベントやプレーリーダー配置を通した

子育て環境の整備

 子供が遊びながら学ぶ力を伸ばす
プレーリーダーを各地区の公園に
配置し、遊び方のノウハウを動画
配信

複合公共施設を核とした幼児教育の推進

 児童館・多目的ひろば・スタディコーナーなどの機能を持つ
複合公共施設を整備し、まちぐるみ・地域ぐるみで子供達
の心豊かな子育てを支援

 子供が地域の大人と触れ合う場を設け、多世代が関わる
ことにより、非認知能力に着目した幼児教育をレベルアップ

幼児教育×福祉×交流

子育て支援×デジタル×交流

地域みんなで子供を育てる拠点づくり

 妊娠・出産、産後、育児、就学支援の拠点となる子育て
ネウボラ施設の開設

 アトリエでの創作活動・作品のデジタルを活用した掲示など、
多様な取組や他者とのコミュニケーションにより、子供たちの
感性・自主性を育む

ボール遊び広場 乳幼児エリアのある公園

スタディコーナー多目的ひろば

野外遊び場と子育て支援施設を併設

子供目線の政策・子育てに優しいまちづくりを複合的・重層的に推進

☞ パークトラック

国分寺市

豊島区

大田区

江戸川区

公園・遊び場×学び×福祉×交流

国立市

渋谷区

「子育てに全力で取り組む区市町村徹底支援プロジェクト」2021年度採択事業 最大３か年にわたって都がソフト・ハード両面から包括的に支援
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起業家教育プログラムの策定を支援

各小中学校における起業家教育
プログラムの策定・実施を支援

 デジタル技術と外部人材の更なる活用により、子供たち一人ひとりの状況に合わせた多様な学びの充実と、新しい時代を切り拓く人材育成の一層
の推進を図り、新たな「東京型教育モデル」を強化

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

「社会の人材を活用した教育」を実現する
ための授業支援

―

都立高校等における探究的な学びの充実
事業

―

高校等での実施

全都立高校で外部人材を活用した探究活動を実施

東京の強みを活かし、子供目線を大切にする「学び」への転換

「社会の力」を活用した教育を充実

授業支援プログラムの開発・実施のため、
専門高校等に協力企業等の人材を派遣

小学校の外国語活動や体育等の授業で、
外部人材を特別非常勤講師として活用

教科担任制を導入

小学校教科担任制等推進校において、理
科・体育について専科教員が授業を担当

 他の教科は、学級担任による授業交換等
を実施

教員研修を充実

 動画研修やオンライン
研修の拡充により質の
高い研修と教員の働き
方改革を両立

外部人材を活用 小学校教科担任制 教員の資質向上

一人ひとりの個性や能力を最大限に伸ばす学び

都立高校初の理数科を設置

理数教育プログラムを充実

Society 5.0時代の人材育成

様々な分野に特色・強みをもつ大学との連携

 都立大、東京農工大、電気通信大、東
京学芸大と連携し、教育プログラムを実施

高大連携教育プログラムを推進

グローバルに活躍できる人材を育成

誰一人取り残さないきめ細かな教育

区市町村との共同研究を実施

 荒川区・福生市・国立市と連携し、認知的な
能力・非認知的な能力・教育と福祉の連携に
ついて、共同研究を実施

幼小連携プログラムを展開

都立高校等における探究的な学びを充実

 「探究的な学び」において、一人ひとりに応じ
たよりきめ細やかな指導を充実するため、大
学院生等を探究アドバイザーとして派遣

東京都の面積の４割を占める森林や重要な
産業である林業等の探究学習を推進

 コンソーシアム等において、指定校を中心とし
た大学、企業等との連携により、地域探究
活動を推進し、成果発表会等を開催

自ら考える探究的な学びを展開

新 た な 東 京 型 教 育 モデル バージョンアップの全体像
～個性や能力に向き合いきめ細かくサポート～

協力企業募集関係準備 協力企業登録

全都立高校で外部人材を活用した探究活動を充実

理数探究プログラムを構築し、理数分野
に興味・関心のある生徒に探究活動の
機会の提供と、継続的な指導を実施

 理数分野に得意な才能を持つ生徒に対
する高度な理数教育プログラムを構築

３か年のアクションプラン（主要）

理数系分野において幅広い素養を持ち、
新しい価値を生み出す人材を育成するた
め、「創造理数科」を立川高校に設置

公立として全国初の小中高一貫教育を実現

 立川国際中等教育学校に附属小学校
を開設

新たな体験型英語学習施設を開設
 多摩地域における体験型英語学習施設

を開設
実践的な英語学習を体験できる機会を提供
 島しょの児童・生徒が学校にいながら英語

学習できる、ＶＲを活用したバーチャルに
よるＴＧＧ特別プログラムを構築・提供

社会全体で子供を支える

チャレンジスクールを新設

不登校や中途退学を経験した生徒等に多様
な学びの場を提供するため、小台橋高校
（足立地区チャレンジスクール）を開校

奨学金を拡充
都立高校生等の一人１台端末の購入を

支援するため、給付型奨学金を拡充
聴覚障害特別支援学校の情報保障

聴覚障害特別支援学校において、デジタル
式の集団補聴システム等を導入

医療的ケア児への支援強化

 特別支援学校の医療的ケア児童・

生徒の通学支援のため、看護師を

同乗させた専用通学車両の運行を拡充

教育のデジタル化

一人１台端末を実現
都立学校において、一人１台端末の実現

に向けた補助等を実施
＊私立高校においても補助制度等を整備
 TOKYOデジタルリーディングハイスクール事

業により、学習履歴等のデータ分析・活用
等を研究

子供・若者の起業家精神を醸成
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 一人１台端末等の整備を都立高校全校に展開するとともに、データ活用の研究や統合型校務支援システム等の稼働を開始し、子供たちの学ぶ意欲に
応え、子供たちの力を最大限に伸ばすための体制を強化

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

学び方改革
生徒所有方式による端末整備

に向けた仕組みの構築

教え方改革

働き方改革

教育用ダッシュボードの調査・研究・開発 開発・稼働・拡充

３か年のアクションプラン（主要）

生徒所有方式による端末整備【全学年】

学
び
方
改
革

教
え
方
改
革

働
き
方
改
革

教育のデジタル化 現在

一人１台端末を実現

〇 都内公立小中学校で
一人１台端末を導入

〇 都立学校でＢＹＯＤ※

方式により、端末を導入

通信環境を整備

〇 都立学校に無線ＬＡＮ
を整備完了【2021年度】

教育のデジタル活用に向けた体制整備

○ 授業でのデジタル活用を助言・サポートするデジ
タルサポーターを全都立学校に常駐化

○ 都内全公立学校の中核教員を対象として、教
育イノベーションを実現する教員研修を実施

○ 東京都教職員研修センターにおける教員向け
研修のデジタル化の推進

定期考査採点・分析システム

○ 定期考査等の試験の採点業務を効率化す
るシステムを全都立高校に導入

拡大期

一人１台端末を実現 【 2022年度～ 】

○ 一人１台端末体制に向け、都立学校の通信
回線を増強

通信環境を増強

データを活用した教育を充実

○ 学校単独ではなく、データ利活用班や大学、専門家との連
携体制を構築し、デジタル利活用を一層推進

教育ダッシュボード開発・実装

○ 各種データをＡＩでリアルタイムに
分析し可視化するダッシュボード
の稼働を段階的に開始

【 2023年度～ 】

統合型校務支援システム等 ○ 成績や出欠、保健情報等の校務系データな
どを一元管理・蓄積するシステムの稼働を開
始し、教員の教え方改革・働き方改革を推進

データを蓄積

普及期

TOKYOスマート・スクール・プロジェクト

【 2022年度～段階的に稼働】

データ利活用委員会（仮称）設置

大学との
共同実施

推進校での実践等
（ TOKYOデジタル・リーディング・ハイスクール）

ダッシュボード開発

データ利活用班

【 2022年度～ 】

【 2022年度～】

全学年へ
順次拡大

高速通信ネット
ワークの実現

＋

TOKYOデジタルリーディングハイスクール事業

ビッグデータの活用・分析
による授業改善

学習ログを活用した
エビデンスベースの指導

を展開

個別最適化された学びや
主体的・対話的な学びを実現

新
た
な
学
び
の
創
造

生徒所有方式による端末整備【１・２年生】生徒所有方式による端末整備 【１年生】

段階的に稼働

【デジタルサポーター】 【教員のオンライン研修】

統合型校務支援システム 設計・開発

ハイブリッド学習研究校事例

〇 授業前にオンデマンド教材で講義
を聞き、基礎的な知識を持った上
で、授業で実験や意見交換を実施

学習履歴等のデータ活用のメリット

〇 学習履歴の活用により、児童・生徒一人
ひとりの実情に応じたアドバイスが可能

〇 児童・生徒の成績や出欠、保健情報等
のデータの活用により、日々の記録等を
教師間で共有し、きめ細かな指導を実現

端末活用事例

〇画面共有機能等を使って、
学校にいる生徒と在宅中の生
徒が協働して美術作品を作成

〇授業等の質問を生徒が投稿
し、他の生徒が答えることで、

デジタル上での学び合いが実現

特別支援学校

都立高校

※ＢＹＯＤ（Bring Your Own Device）
…生徒が所有している端末を学習に活用

データを連携

○ 区市町村立学校におけるデジタル利活用をサポートする人材の配置を支援
○ 各区市町村における「ＧＩＧＡスクール運営支援センター」整備を国の補助に上乗せして支援

○ 学習用端末の購入費用の補助制度等を整備
【2022年度都立学校入学生から実施】

○ ＡＩ教材やﾃﾞｼﾞﾀﾙ教科書等ﾃﾞｼﾞﾀﾙを活用した学びや学習履歴等の
ﾃﾞｰﾀ分析・利活用、先端技術の活用に関する実践的な研究を実施

戦略２
伸びる・育つ ver.up

デ
ジ
タ
ル
活
用
拡
大
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社会を生き抜くために必要となる力を育む教育を展開

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

理数科による理数教育の推進 ―

多摩地域における英語学習環境の整備 事業者公募・選定

高度な理数科教育実践システムの構築

３か年のアクションプラン（主要）

開設準備・開設 運営

 国際交流の本格的な再開を見据え、国際感覚を醸成させる英語学習の更なる充実や、ハイブリッドな環境整備を推進

 Society 5.0時代を捉え、理数教育を一層推進し、新しいものづくりを牽引する人材等の育成のために構築した教育カリキュラムを着実に実施

将来の技術人材を育成

工業系教員による企業や研究機関
への視察や意見交換等を通じて、
先端技術の研究及び企業等との
連携を支援

情報活用能力を育成

研究協力校６校において、読解
力や自ら学ぶ力、認知特性の実
態調査を実施し、「学びの基盤教
育プログラム」の開発を推進
【2021~2023年度】

グローバルに活躍できる人材を育成

立川高校に「創造理数科」を設置

工業高校において、デザイン分
野・機械加工分野のＤＸ実
習設備を導入

老朽化した設備を最新のＤＸ
実習設備に更新

理数教育の展開

教員による先端技術研究

エキスパート人材

応用基礎の習得

ＡＩリテラシー

デジタルものづくり技術者を育成 高度なＡＩスキルを持つ専門人材を育成理数教育を一層充実

理数系分野において幅広い素養を持ち、
新しい価値を生み出す人材を育成するた
め、「創造理数科」を立川高校に設置
【2022年度】

生徒の才能を伸ばし、世界を牽引するトップ
層の科学者・研究者を育成するため、理数
分野に得意な才能を持つ生徒を対象に、
高度な理数教育プログラムを構築

高度な理数教育実践システムを構築 理数探究プログラム（ＳＩＰ） 得意な才能を伸ばす教育 スタートアップ事業

都立高校４校を拠点校として、
理数分野に興味・関心のある
生徒に探究活動の機会を提供
し、継続的な指導を実施

 コース再編により、都立産技高専に設置した
「ＡＩスマート工学コース」と「情報システム
工学コース」の授業を開始 【2022年度】

 AIを活用し、スマート化技術で「もの」をつくる
「デジタルものづくり」技術者を育成

都立大大学院において、高度なＡＩス
キルを有する専門人材の育成を推進

都立大で、数理・データサイエンス副専
攻プログラムを開講 【2022年度】

都立大の全学生にＳＴＥＭ教育を
展開 【2022年度】

Society 5.0時代に羽ばたく人材を育成

リアルな英語学習を充実

体験型英語学習

多摩地域に体験型英語学習環境を展開するため、多くの学校が利
用しやすい施設を整備し、地域の特色を踏まえたプログラムを提供
【2022年度中開設】

島しょの児童・生徒が学校にいながら英語学習できる、ＶＲを活用し
たバーチャルによるＴＧＧ特別プログラムを構築・提供

豊かな国際感覚を醸成

立川国際中等教育学校に附属小学校を設置し、
公立として全国初の小中高一貫教育を実現
【2022年度開校】

港区白金地区に、国際関係に関する学科を有す
る専門高校として新国際高校(仮称)を設置予定

高度な学習機会を創出

都立高校生の課題研修に対する個
別指導「高校生研究員プロジェクト」
等、高度な学習機会を英語で提供

都立高校生等を対象に、「バー
チャル留学」などオンラインを活
用した海外交流イベントを実施

 これまで都が作成してきた英語
教材をウェブサイト上で一元的
に掲載

東京におけるグローバル人材
育成に関する施策や取組の
認知度を向上させるための新
たなポータルサイトを構築し、
情報へのアクセシビリティを向
上

都立高校の海外留学等支援事業を充実し、
2024年度募集から新たなスキームでの募集を開
始予定

都立大と海外大学間の留学生の派遣・受入体
制を充実

・対面とオンラインによるハイブリッド型プログラムを
構築

・秋入学の導入に向けた取組を推進

次世代リーダーを育てる海外留学を支援デジタル技術を活用した英語教育を推進

TOKYO ENGLISH CHANNEL Tokyo GLOBAL Student Navi

工業高校３年間と専門学校２年間の接続を
図り、ＩＴ系企業の実務家等からの支援によ
り、５年間の教育プログラムでＩＴ人材を育成
・荒川工業高校と府中工業高校への導入
に向けた取組を推進

情報教育研究校７校により、効果
的な情報教育を実践的に研究

情報教育ポータル「東京の情報教
育」で、プログラミングや情報モラル教
育等の事例や教材等を情報発信

ＤＸ実習設備を整備Tokyo P-TECH事業 学びの基盤プロジェクトを推進
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 子どもたちのステージに応じて、多様なサポート体制や学習の機会を確保するとともに、障害のある児童・生徒への学びに向けた支援を強化

ＳＮＳを活用した相談対応

 都内在住又は在学（国公私立学校）の中高生等
の子供本人を対象に、午後３時から午後11時まで
ＳＮＳを活用した相談対応を実施

 長期休みなどには回線数を増やして対応

外国人児童・生徒への支援

 来日間もない児童・生徒のために、東京の学
校の文化や習慣について理解できるビデオ教
材を制作

 外国人生徒への日本語指導を充実させるため、
教員向け日本語指導ハンドブック（高等学
校版）を作成 【2022年度】

「家庭と子供の支援員」を配置
 民生・児童委員や退職教員、心理学系大学生等

を小・中学校に配置し、児童・生徒や保護者からの
相談に対応

通常学級への支援員配置を促進

 小中学校への特別支援教育支援員の配置
を促進するため、区市町村に対する補助要件
を緩和

 新型コロナで財政状況が厳しい区市町村が
円滑に支援員を配置できるよう、補助率拡大
の特例措置を延長

特別支援学校に通う児童・生徒への
支援強化

 保護者付き添い期間の短縮化を推進するた
め、特別支援学校入学予定者に対して、医療
的ケアの実施に向けた一連の手順を入学前
から着手

 校内医療的ケア児童・生徒の通学支援のた
め、看護師を同乗させた専用通学車両の運
行台数を拡充

 肢体不自由の児童・生徒の通学時の乗車時
間を一層短縮するため、スクールバスの運行
本数の増加やルートを見直し

都立高校と特別支援校の連携強化

 都立高校と近隣の特別支援校を結ぶネット
ワークを構築

 特別支援学校の教員が都立高校を訪問し、
助言を行うことなどを通じ、教員の発達障害教
育に関する理解やスキルを向上

デジタル技術の活用を推進

 聴覚障害特別支援学校において、デジタル式
の集団補聴システム等を導入し、児童・生徒
一人ひとりの障害の状態等に応じた最適な情
報保障を実現

職業教育・就労支援を強化
 知的障害特別支援学校における職能開発科の

設置数を拡大
【2023年度】青鳥特別支援学校
【2024年度】練馬特別支援学校

南多摩地区特別支援学校
 民間人材等と連携した「職場定着（就労移行

支援）チーム」を編成し、企業就労した卒業生
の職場定着を支援

具体的な取組（主要）
2021年度末

(見込み)

年次計画

2022年度 2023年度 2024年度

多様な学習機会の確保

医療的ケア児への支援

３か年のアクションプラン（主要）

インクルーシブな教育を推進

多様な学びの環境を整備

心の悩みや生涯の健康に関する支援を強化

教員の理解・支援スキルを向上
 高等学校の教員向けに、通級指導において、発

達障害のある生徒への支援方法等を学べる動
画を作成

中・高生対象

通級※ の指導を充実外国人生徒への支援

チャレンジスクール※を開校
 多様で特色ある教科・科目の選択を可能とする小台橋高

校（足立地区チャレンジスクール）を設置【2022年度】

小台橋高校（足立地区チャレンジスクール）開校
教育支援センターへの支援（規模拡大） ～2025年度まで教育支援センター機能強化補助

事業を実施

小・中学生対象

奨学金支援を充実

 都立高校生等の一人１台端末の購入を支援する
ため、給付型奨学金を拡充【2022年度】

高校生対象

高校生対象

高校生対象

小・中学生対象

高校生対象小・中・高生対象

※大部分の授業を小・中・高等学校の通常の学級で受けなが
ら、一部、障害に応じた特別の指導を特別な場で受ける
指導形態

小・中・高生対象 小・中・高生対象

本格実施に向けた取組を推進
医療的ケアを要する児童・生徒のための専用通学車両を運行

医療的ケア児の保護者付き添い期
間の短縮化に向けた事業を実施

全校で事業を実施

教育支援センターへの支援を拡大
 区市町村が設置する教育支援

センターの新規設置や機能強化の
支援を拡充

小・中学生対象

スクールカウンセラーによる相談体制
を充実
 スクールカウンセラーに対し助言を行う、知識・経

験が豊富なシニア・スクールカウンセラーを配置
し、カウンセリング体制を充実【2022年度本格実
施】

高校生対象

バーチャルラーニングプラットフォームを構築

小・中・高生対象

 教育支援センターやフリースクール等と連携し、オンライン
を活用した学習活動を実施できるよう、コンソーシアムを
設立【2023年度設立予定】

都立通信制高校におけるデジタル活用

 デジタル活用による利便性の向上を推進するとともに、
新宿山吹高校において、Ｗｅｂ学習コース（仮
称）の運用を開始【2022年度】

高校生対象

戦略２
伸びる・育つ ver.up

※不登校や中途退学を経験した生徒等を主に受け入れる総合学
科・単位制・三部制(午前・午後・夜間)の学校。区部（足立
区）、多摩地域（立川市・2025年度開校予定）に新たに設置

生涯の健康に関する理解促進・相談支援を教育・福祉が連携して推進
 中高生等の思春期特有の健康上の悩み等について、相談の実施方法や医療機関との連携、受診支援に向けた取組を実施

 都立高校等を対象に、生涯を通じて自らの健康を管理・改善していくための資質・能力の育成を目指し、産婦人科医と連
携した公開授業等の実施や、性に関する悩み等を相談できる窓口の新設など、希望する生徒に適切な支援を実施

中・高生対象 高校生対象
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⑥都政の構造改革 シン・トセイの加速
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ユーザーとの対話を徹底する01
改革実践のスタンス

03
改革実践のスタンス

ユーザーの声

改善満足度⤴

QOS

DX

制度や仕組みなどの04
改革実践のスタンス

都政の構造改革が目指すのは、QOS（Quality of Service）の向上です。

そして、その答えは都民や事業者などユーザーが知っています。

これまでも、世論調査やパブリック・コメントなどを行ってきましたが、

各種手続のユーザーレビュー機能の実装や、サービス開発の際の

ユーザーテストの実施など、新しい取組が始まっています。

ユーザーとの対話が「非日常」から「日常」へと変化しつつあります。

オンラインのサービス提供、テレワーク、テレビ会議の急速な拡大など、

将来目指す姿としていたものが瞬く間に現実のものとなりました。

ユーザーの多くはインターネットに常時接続され、スマートフォンなどのデバイス、コンテンツ、

求めるニーズやライフスタイルも目まぐるしく変化しています。

今、デジタルの力を梃子に、「不便・面倒・複雑」な行政から脱却し、

より良いサービスを、より速く、より多くの人へお届けしていきます。

QOSを徹底して数値化し、デジタルで爆上げする02
改革実践のスタンス

環境整備

組織変革

意識改革

なぜ都庁がオフィス改革？

職員の働く環境や仕事の進め方を変え、内部事務のムダを徹底的に排除し、

イノベーティブで都民サービスに直結した業務へとシフトを進めます。

あなたの仕事はこれ、働く場所はここ、と

決められた場所で決められた仕事をする時代から、

職員が自らの仕事や働き方を主体的に捉え、

より効率的で付加価値の高い仕事を進める組織へと、転換を進めています。

短期集中で様々なプロジェクトを実践していく中で、

これまでの制度や仕組みなどの

構造的な課題が顕在化しつつあります。

民間や国、区市町村など多様なプレイヤーと連携しながら、

柔軟な発想とアプローチで、これらの構造的な課題へと向き合っています。

 これまで新たな都政「シン・トセイ」に向けた構造改革を推進する中、気づき、体得してきた次の5つのスタンスで改革を更に実践し、
QOS（Quality of Service）の飛躍的な向上につなげていく

働く環境を変えることで、

人を、仕事を、組織を変える 構造的な課題に切り込む

変革をスピードアップし、サービスをいち早く実現する05
改革実践のスタンス

LOW HIGH

デジタルが主流となっている昨今、スピードこそ最大の武器です。

先進的な民間企業、諸外国では、短期間で様々なイノベーションとより多くの革新的なサービスを生み出し、大きな成長を遂げています。

社会環境の劇的な変化にアジャイルに対応するために、都においても、様々なデジタルツールの活用や、仕事の進め方の見直しや創意工夫を行い、

計画立案や事業執行の「年度単位を慣例」とする思考から脱却を図ることで、事業の検討から実施、検証のサイクルを早め、“爆速”経営を実現していきます。
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無
害
化
シ
ス
テ
ム

日常業務でクラウドを活用

Project 1 未来型オフィス実現 プロジェクト Project 2 5つのレス徹底推進 プロジェクト

Project 3 ワンストップ・オンライン手続 プロジェクト

01 全庁展開を見据え
未来型オフィス＋15部門へ拡大

02

03

04 05

01

02

03 04

01

02

＋15部門

02 ver.up

1on1ブース

会議用高機能
大型ディスプレイ

民間シェアオフィス

仮想オフィスツール

プロトタイプ稼働

＋６部門

01

2020

2021

2022

【2022年度末】

分
離

クラウド(SaaS)

LGWAN系

業務に応じ
環境使い分け

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ系

日常業務で
利用を拡大

個人番号
利用事務系

住民情報等
機密性の
高い情報

internet
クラウド利用〇

資料作成
・保存可能

➡ デジタル共通基盤を拡充

（ソフトウェア）
・AI議事録作成ツール
・PDF編集ソフト
・ノーコードツール
・AI-OCR など

（デバイス）
・軽量型ノートPC など

（データ）
・ダッシュボード
・チャットボット など

基礎的なデジタルツールの導入により
DX推進環境を底上げ *ディスプレイなど

04

05 実践的なデジタルツール
の導入により業務を見直し

*クラウドサービスなど

全事業所
対象

先行事業所
を対象

・ディスプレイ（2021年度全庁導入済）

・PDF編集ソフト（全庁導入予定）

・全庁デジタル基盤強化（クラウド

ストレージ等）

・コピー用紙の上限を規制、削減状況を可視化

・「上司は部下に紙で資料を求めない」啓発

・管理職用プリンタを削減するなど

「上司自ら、紙を出力しない」風土を醸成

廃止済
約4,800件

デジタル化などにより順次廃止予定
約10,900件

法令等で
規定あり
約800件

表彰状など
約1,500件

➡ 公印（知事印、局長印など）のはんこレスを進めるため、公印への電子署名活用を先行導入

➡ 都民利用施設（78施設）のキャッシュレス化は完了

（2021年度末見込）、 施設内店舗やその他の施設

も順次キャッシュレス化

➡ Web相談・チャットボット・オンライン配信や事後

閲覧など、非接触・非対面対応の取組を順次拡大

➡ オフィス改革の進捗に合わせて導入したデジタル

ツール等を活用し、事業所のペーパーレス・FAXレス

を順次拡大

新しい職場を支える
オフィスバージョンアップ

全庁のデジタル基盤を強化

全事業所へ基礎的デジタルツール
を導入

ペーパーレス70％達成に向けたデジタルツール導入・意識啓発など

電子署名の導入などデジタル化によりはんこレスを推進

キャッシュレス・タッチレスを加速化 事業所においてペーパーレス・
FAXレスを推進

主要169手続のデジタル化から全ての手続のデジタル化へ

デジタル化推進のための申請基盤の構築・拡充とサービス改善

＜デジタルファースト推進計画＞

➡ 内部手続を除く全行政手続をデジタル化

（約28,000プロセス）

➡ 計画対象の70%を3か年でデジタル化（2021～23年度）

➡ 年間手続件数1万件超の「重点手続」を優先的に

デジタル化

＜新たな電子申請基盤＞

・SaaSによるクラウド型

電子申請基盤を整備

➡約400プロセスで活用予定

（2022年度）

＜補助金等デジタル化＞

・補助金申請システム「jGrants」

によるデジタル化を本格実施

➡約950補助金（約6,800プロセス）

全てを原則デジタル化

＜サービス改善＞

➡各申請基盤にユーザーレビュー機能を実装し、より使いやすいシステムへと継続的に改善を実施

 ペーパーレス▲50％、FAXレス▲98％などシン・トセイの取組を着実に推進。2025年度にデジタルガバメント・都庁の基盤を構築するべく、7つのコア・
プロジェクトを加速させていく

事業所における実践的デジタル
ツールを導入拡大

時間

QOS

（デジタルサービス局）

（政策企画局）
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Project 5 スタートアップ・シビックテックとの協働推進 プロジェクトProject 4 オープンデータ徹底活用 プロジェクト

01

02

01

02

03

04

オープンデータ・ハッカソンの開催により新サービスを創出
ハック（Hack）＋マラソン（Marathon）＝ハッカソン（Hackathon）

➡都が有するオープンデータを活用し、シビックテック等

との協働で新たなサービスを創出する「都知事杯オープン

データ・ハッカソン」を開催（2021年度初開催）、

2022年度は新サービス5件創出を目指す

都民サービス
民間企業

シビックテック等

東京都

01

02

都の公開データから新たなサービスが創出され、

都政のQOS向上につながる好事例を生み、

更なるデータ公開を進める好循環を生み出す

ハッカソン

ラウンドテーブル
02

カタログサイト

カタログサイト・ラウンドテーブルによりデータ活用を促進

➡民間企業、シビックテック等、国・区市町村等が参加し、

データの民間ニーズを聴取する「オープンデータ・

ラウンドテーブル」を開催、意見交換会を継続的に実施し、

官民協働の土台を形成

➡オープンデータ・カタログサイトのデザイン刷新、

データ利活用事例紹介やカタログデータのAPI化など

改善を行い、合わせてニーズの高いデータ公開を進め、

アクセス数1,000PV/日を目指す

都政現場での協働の実施
スタートアップによる
ピッチイベント

スタートアップ支援拠点

スタートアップ協働戦略ver.1.0に基づき協働を深化

協働の実践を積み重ね、スタートアップとの強固な協働スタイルを構築

ユーザーテストの浸透により、より良いサービスを創出

➡ユーザーテストガイドラインに基づくテストを推進する中で、

実施手順をマニュアル化した手順書を作成、テスターを都民に

拡大するほか、改善のための予算を局横断的に活用するなど、

ユーザーテストの本格実施や迅速な改善につなげる

プラットフォームの構築などにより、シビックテックとの協働機運を醸成

シビックテック都、区市町村

地域
課題

情報
登録官民共創

デジタル
プラット
フォーム

➡都内区市町村の地域課題とシビックテックとをつなぐ

課題解決のための新たなプラットフォームの構築を進めるほか、

Tokyo OSS Partyなど各種イベントによりシビックテックとの協働を推進

※OSS (オープンソースソフトウェア)：利用者の目的を問わずソースコードを使用、再利用、修正等が可能なソフトウェア114

➡ 東京都とスタートアップとの更なる協働を進めるため、

ヒアリングを通じて課題を抽出し、取り組む方策案を取りまとめ

戦略１ 様々な協働の取組を更に推進

戦略２ 協働の取組を支える仕組みを構築

戦略３ スタートアップと都職員とのコミュニケーションを深化

今後ver.1.0をベースにスタートアップと議論を深め、

意見を踏まえて戦略として仕上げ、実践していく



Project 7 組織・人材マネジメント変革 プロジェクトProject 6 都政スピードアップ プロジェクト

03

04

01

02

03

04

05 06

多様な主体との交流に向け
・人事交流の方針を策定
・スタートアップ、諸都市
など新規交流先を開拓

グローバルな業務展開に向け
・実践的英語力を身に付ける

体験型研修を導入
・海外への派遣機会を拡充

・東京デジタルアカデミー
により全職員を対象に
育成策を体系的に整備

・ICT職のスキルマップ導入

〇 若手職員の主体的な取組を促進し、発信・共有

「自分たちのオフィスは自分たちで作る」
・オフィス改革のあり方や職場改善のルール作りを

オフィスを利用する職員のチームで議論

〇 職員間の双方向コミュニケーションを充実

職員間で課題を解決しあう
新たなプラットフォーム
「SHIN-QA(シン・カ)」を創設

人事・給与に関する事務を集中化、デジタル化

契約・支出事務をデジタル化

➡旅費事務、通勤手当、年末調整など総務事務センターへ段階的に事務を集約、各種事務のデジタル化を推進

➡引き続き、業務プロセスの見直し（BPR）を実施するとともに、制度の見直しを推進

➡都と事業者間のやりとり等をデジタル化するためのシステム構築（STEP１：事業者ポータルシステム等）に

優先着手、2024年度からのシステム稼働を目指す

※ 2026年度を目途に一連の業務プロセスをデータ連携するシステム等を構築し、事務の最大限の効率化を図る

➡システム化に当たってはBPRを徹底し、事業者・職員双方が使いやすいシステムを構築

様々な主体との交流や協働を推進し、人材に徹底的に投資
〇 多様な主体と相互に交流 〇 グローバルマインドを醸成 〇 デジタル人材を確保・育成

若手の発想やアイデア等を生かし、ベテランの知識・経験との相乗効果を創出

柔軟で多様な働き方を実現し、女性をはじめ全ての職員が輝ける環境を創出

・キャリア・メンター制度の利用
促進、昇任試験の負担軽減等

・男性職員の育休取得目標50%に
向けて分析とフォローアップ

・テレワークに関する各職場の
サーベイを行い、推進ガイド
ブックや要綱等を順次見直し

・民間シェアオフィスの活用

DX推進体制を強化

〇 女性職員の活躍を支援、男性職員の育児参加を促進 〇 柔軟で質の高い働き方を推進

「未来の東京」戦略を支える
組織体制を構築

政策連携団体との協働により
「未来の東京」を創り上げる

01 事業執行の迅速化、弾力化
➡各種デジタルツールの活用等によるシステム開発の迅速化、債務負担行為の活用による各種工事の平準化などにより

事業執行をスピードアップ

➡構造改革推進チームに事業局を加えたチームにより、事業の実情を踏まえた技術面、制度面の課題整理を進め、

各局事業スケジュールの更なる前倒しを実践

（旧：内部管理事務抜本見直しプロジェクト）

事案
決定

締結
請求

契約
納品
請求

支払入札

文
書
総
合
管
理

シ
ス
テ
ム

財
務
会
計

シ
ス
テ
ム

デジタル化により、データを連携する
ことでリモートワークを推進

契約書

納品書
請求書

事業者は、時間や場所にとらわれずに
オンラインでデータ提出が可能

etc..

前工程のデータ連携を基に、
支出関連手続を最大限効率化

ワークフロー、
事案ID等

電
子
調
達

シ
ス
テ
ム

財
務
会
計

シ
ス
テ
ム

審査
支出
命令

契
約
支
出

情
報
管
理

請
求
受
付

支
出
・
審
査
支
援事業者ポータル

都 政策連携団体
双方向型の

人事交流拡大

04-1

「行動指針」
の策定

04-2

東京デジタル
アカデミー

04-3

各局のDX
推進支援

04-4

区市町村のDX
推進支援

更なるＤＸ推進体制の強化

〇 都政のDX推進体制を強化するための土台づくりを加速

02 契約・会計の仕組みの見直し

➡現場や時代のニーズを踏まえ、調達に関する「改革の実施方針」を策定

＜具体的な取組の４つの方針＞

①現場ニーズを踏まえたデジタル化・効率化を推進

②政策目的随意契約等を活用し、スタートアップ等との協働を促進

③アジャイル型開発の効果的な活用

④庁内事務手続におけるキャッシュレス化推進

質の高いデジタルサービスを提供し、都民等の“QOL”を向上

つくる

分かる

使える

115

・「子供政策連携室」を新設
・「生活文化スポーツ局」を設置
・政策企画局「戦略広報部」を設置

課題を解決し、
未来を切り拓く
組織へと転換

・満足度の高いデジタルサービス提供に
向けた「行動指針」を策定

・東京デジタルアカデミーを新設し、
人材育成、先進事例調査、区市町村
連携を一体的に推進

戦略20
構造改革 ver.up



Theme 1 先端技術の社会実装（＋７プロジェクト）

Theme 2 防災対策のDX （＋２プロジェクト）

Theme 3 「伝える広報」から「伝わる広報」への転換（＋２プロジェクト）

Theme 4 行政手続、行政相談など都民サービスの利便性向上（＋３プロジェクト）

Theme 5 業務の高度化・内部事務等の効率化（＋３プロジェクト）

東京都立大学ローカル5G環境を
活用した最先端研究 プロジェクト

【総務局】

スタートアップとの協働に
よるスマートサービス実装
プロジェクト【デジタルサービス局】

TOKYOスマート・カルチャー・プロジェクト
【生活文化スポーツ局】

いつでも・どこでもスポーツとつながる プロジェクト

【生活文化スポーツ局】

南大沢スマートシティ プロジェクト

【都市整備局】

オープンデータ化等による観光マーケティング支援
プロジェクト【産業労働局】

帰宅困難者対策オペレーションシステムの構築
プロジェクト【総務局】

離島港湾DX事業の推進 プロジェクト

【港湾局】

スマートフォン等による体験型自転車安全
利用教育 プロジェクト【生活文化スポーツ局】

統計データのオープンデータ化 プロジェクト

【総務局】

社会福祉施設等に対する指導
検査のデジタル活用推進
プロジェクト【福祉保健局】

「デジタル消防署」による
都民サービス向上プロジェクト

【東京消防庁】

3Dデータ等を活用したインフラ
の建設・維持管理の高度化
プロジェクト【建設局】

地下鉄軌道管理のデジタル化
プロジェクト【交通局】

レール計測車の新規導入と
保線管理システムの再構築
により、地下鉄軌道の維持
管理を高度化

AIを活用した下水処理におけ
る送風量の最適化
プロジェクト【下水道局】

電子契約サービスの導入に
より、事業者の利便性向上
と都の事務の効率化を実現

指導検査におけるデジタル
活用により、事業者の負担
軽減と効率的・効果的な
指導検査を実現

3DデータやAI等を活用し、
道路、河川・砂防関係施設、
街路樹等のインフラ管理等
を高度化

AIを活用した新たな送風量
制御技術の開発による、省
エネルギーと水質改善の
両立を実現

様々な消防行政サービスを
「いつでも・どこでも・
わかりやすく」受けられる
「デジタル消防署」を実現

スマートフォン等を活用した自転車の体験型学習
コンテンツを制作し、自転車安全利用を推進ローカル5G環境を活用した

研究等により、5Gの新たな
ユースケースやサービスの創出
を促進

デジタルツインの実現加速化 プロジェクト

【デジタルサービス局】

GPS情報等による都内の混雑状況等を把握・収集
するシステムを構築することで、帰宅困難者に対して
リアルタイムに情報を発信

電子契約サービスの導入
プロジェクト【財務局】

統計データのオープンデータ化により都民・
事業者のアクセシビリティを向上

離島港湾情報プラットフォームの構築等により、情報発信
や災害対応を迅速化、港湾施設管理を遠隔化・効率化

統計データのダッシュボード化やデジタルマップ
データの活用により、観光マーケティングを支援

庁内データ連携基盤の構築
や点群データの取得・整備を
通じて、デジタルツインの基盤
高度化を加速

スタートアップとエリアマネジメ
ント団体等との協働により、
都市のスマート化に向けた新
たなサービスを実装

驚き盤Webアプリケーション
（制作中）

アプリイメージ

都立文化施設のデジタルシフトにより、誰もが、
いつでも、どこでも芸術文化を楽しめる環境を実現

東京2020大会のスポーツレガシーを最大限
活用し、新たなスポーツ環境を創出

※画像は類似の保守用車両

南大沢地区における先端技術を活用したまちづくり

 組織横断的な連携体制の下、31の各局リーディング・プロジェクトを推進。その過程で得られた成果を他の行政サービスや業務改善へと波及させ、
全庁で切磋琢磨しながら、都政のQOS（Quality of Service）の飛躍的な向上につなげていく
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04 みんなでつくる「未来の東京」
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「多摩・島しょ振興戦略」の更なる推進に向けて

視点１：多摩・島しょが有する資源や特色を活かし、産業・雇用・教育の取組をバージョンアップ

多摩産業交流センター
（東京たま未来メッセ）

TOKYO創業ステーションTAMA

都立大
南大沢キャンパス

都立大
日野キャンパス

○多摩イノベーションパーク構想

 多摩産業交流センター（東京たま未来メッセ）を開業

• 2022年10月八王子市にて開業し、多摩地区最大級の展示室や、
会議室・交流スペース等の複合的機能を提供

• 産学公の広域産業ネットワークの拠点とするとともに、先端技術の
ショーケース、ＭＩＣＥ開催拠点として活用

 成長産業分野への参入を支援

• 脱炭素等の成長分野へ参入を図る中小企業に、大企業等とのマッチング機会を
提供するとともに事業化等を後押し

• 今後需要停滞が見込まれる産業分野において、技術転用等を支援

産業サポートスクエア・TAMA
都域を超えた連携促進

 多摩地域のイノベーションエコシステムを促進

• 多様なプレーヤーが連携し多摩の地域課題解決等に取り組む
「リーディングプロジェクト」を始動し、成功事例を発信

• イノベーションの種を発掘するため、市民参加型のビジネス創出イ
ベントや情報発信を実施するとともに、地域でプロジェクトを創出
するプラットフォームを構築

旗印となる

リーディングプロジェクト

参画 発信
企業等の更なる集積

持続的イノベーション
多様な

プレーヤー

八王子市 山梨県 神奈川県 大学

金融機関地域支援団体国内他自治体等

埼玉県

等

2022年10月開業

 東京都立大学における先端研究を推進

• 日本最大級のローカル５G環境を活用した最先端研究を推進するとともに、
企業や研究機関等へローカル５G環境などを提供し、産学公の連携を促進

• トップ研究者を招聘し、世界的に影響のある高度な研究を推進

○付加価値の高い魅力的な農林水産業を実現

 新規就農希望者の営農準備を支援
• 本格的な就農に向け営農を実践できる環境の整備と経営指

導を行い、就農後の早期経営安定と都内就農の定着を促進

 新しい生活様式に対応する花き等生産者を支援
• 家庭での花き・植木利用の増加など新型コロナで変化する花

き・植木消費に対応する生産者団体の取組を支援

 農業における先端技術の活用
• 島しょ地域でデジタル技術を活用したスマート農業の実装に

向けた取組を加速

農業の活性化 林業の産業力の強化

 収益力向上のための林業機械の活用
• 国内外の先進技術を取り入れた林業機械の検証を行い、

実用可能な林業機械の整備費用を助成

 木材利用ポイントによる多摩産材利用拡大
• 多摩産材を使用して住宅を建築した際、木製品や水産加

工物等、東京の特産品等と交換できるポイントを交付

持続可能な水産業を確立

 水産資源の持続的な利用を推進
• 資源評価の精度を向上するための調査を実施
• 国の支援制度への加入支援等の漁業収入の安定に向け

た取組や魚価等の調査による経営への影響低減策を推進

 漁協荷捌き作業のデジタル化
• 紙伝票で記録していた荷捌き作業を効率化するとともに、正

確な漁獲量の把握による適切な資源管理を推進

 内水面漁業の被害軽減手法を開発
• ＧＰＳの活用によりアユを捕食するカワウの行動を分析し、被

害軽減のための効果的な手法を開発することで経営を支援

 木材・木質製品等の森林認証の活用
• 東京2020大会で認知度が高まった認証の取得及び維

持・更新に係る費用を補助し、販路拡大を支援

◀島しょ地域の
牧場

◀島しょ地域
の切葉生産

◀多摩産材
を使用した木
造住宅

◀リモコン
操作が可
能な油圧
式集材機

◀漁協の荷
捌き作業

◀多摩川
に飛来する
カワウ

（民間企業等による活用例）
５Gを活用したＡＲアプリの作成
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戦略17
多摩・島しょ ver.up

支援規模

250名/年

（2023年~）

支援規模

150名/年

（2023年~）

○多摩地域における雇用・就労支援を強化

• 多摩地域において、セミナーとグループワークを経て、企業内実習やマッチング支援を行うプログラムを提供

ヤングコース
大学卒業後34歳以下で求職中の方

社会人としての心構えやスキルを身に付け、
就職に向けた意欲や自信の向上を図る

ミドルコース
35~54歳の非正規雇用経験者で、
正社員就職を目指す方

実践的な職務能力を身に付け、その後
の正社員化につなげる

 就職チャレンジ多摩

 多摩地域に雇用就業支援拠点を整備  女性の再就職を支援
• 多摩地域において、就業相談会や合同就職面接会、

市町村のニーズに応じたセミナー等を出張型で開催

東京しごとセンター多摩
公式イメージキャラクター

しごたまちゃん

 就職準備度のレベル別にコースを設定
 採用後もジョブリーダーによる職場訪問・

面談を実施し定着をサポート
 採用から６か月後に企業へ奨励金を支給

• 東京しごとセンター多摩を立川に移転し、就業支援機能を強化
• 労働相談情報センター国分寺事務所と八王子事務所を同センターと同じ

施設内に移転・統合【2022年度開設予定】

○多摩・島しょにおける教育を充実

 国際色豊かな学校

島しょ地域におけるデジタル技術を活用した教育を推進 多摩・島しょにおける教育環境を充実

• 理数系分野において幅広い素養を持ち、新しい価値を生み出す人
材を育成するため、「創造理数科」を立川高校に設置【2022年度】

• 公立として全国初の小中高一貫教育を実現（立川国際中等教
育学校に附属小学校を設置） 【2022年度】

第１学年からの英語の授業実施や、小学
生時から第２外国語を学ぶ機会を設けるこ
とで、高い語学力を育成

 体験型英語学習

 都立高初の理数科

「理数探究」など特色ある探究的な学習や大学、企業等の研究機関や
地域と連携したワークショップ等を実施

 特別支援学校を整備

• 特別支援学校「立川学園」を新設【2022年度】

誰一人取り残さない個別最適な学び、創造性を育む学び及び教職員の働き方改革・学校運営の効率化等の
実現を目指し、デジタル技術を活用した教育を推進して、島しょ地域の特性を踏まえた独自の教育を実現

 EdTech※サービスを活用  デジタル教育エヴァンジェ
リスト（仮称）を設置

 小・中・高校のデータ連携による
教育の推進

• 児童・生徒の成績や出欠状況、健康診
断票など校務系の情報を集約した統合
型校務支援システムを導入

• 島しょ地域の小・中・高校において、デー
タ連携によるシームレスな教育を実現

• デジタル教材等を活用し、児童・
生徒の習熟度に合わせて学びを個
別最適化

1人ひとりの習熟度に応じて、授
業・ドリル・テストで繰り返し学べる
ＡＩ教材を導入

EdTechサービス活用の例

中学・高校向けにプログラミ
ング学習教材を活用して
ＳＴＥＡＭ教育を展開

高
校

小
学
校

中
学
校

ＰＣ端末・通信
環境の整備

ＰＣ端末・通信
環境の整備

EdTech
の活用

EdTech
の活用

統合型
校務支援
システム
の導入

2022年度以降の取組

• デジタル教育に重点的に取り組む
学校現場に寄り添った支援ができ
るよう、学校教育とデジタル活用に
関する知見を兼ね備えた「デジタ
ル教育エヴァンジェリスト（仮
称）」を派遣

• “離島ならでは”の特色を生かした
先進的なデジタル教育の事例を
構築し、他の自治体にノウハウを
展開

デジタルに関する技術や情報についてわかりや
すく説明し、啓発する役割を担う専門人材

エヴァンジェリストとは
※ Education（教育）とTechnology（技術）を

組み合わせた言葉。テクノロジーを用いて教育を支
援する仕組みやサービスを指す。

• 多摩地域に体験型英語学習環境を展開するため、多くの学校が
利用しやすい施設を整備し、多摩地域の特色を踏まえたプログラ
ムを提供 【2022年度中】

• 島しょの児童・生徒が学校にいながら英語学習できる、ＶＲを活
用したバーチャルによるＴＧＧ特別プログラムを構築・提供

○職住近接の働き方を後押し

 サテライトオフィスを充実
• 自宅外でのテレワーク環境の確保につながる区市町

村や民間企業等によるサテライトオフィスの設置や、
ワーケーションに資するサテライトオフィスの設置費
用を助成

• 民間サテライトオフィスが少ない多摩地域において都
がサテライトオフィスを運営し、テレワークの利用機
会を提供

地域の方が気軽に
テレワークできる環境を充実

TOKYOテレワーク・
モデルオフィス（府中）

• 都立八丈高校から大学に進学した卒業生をチューターとして、オンラインで八丈高校在校生の相談を受ける枠組みを構築
• 都立学校を対象に指導教諭の授業を撮影・映像化して配信し、島しょ地域の教員の学習機会を確保するとともに、研究協

議を併せて実施
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視点２：地域の活力・魅力を更に向上させるため、「人」に優しく、スマートなまちづくりを推進する

○スマートなまちづくりを展開

• 2021年７月に南多摩尾根幹線（尾根幹東）の事
業認可を取得し、暫定２車線区間の全線で４車線化
の事業着手

• 調布保谷線と接続し、東京の多摩地域と埼玉方面及
び神奈川方面を広域的につなぐ道路ネットワークを構築

 多摩の道路ネットワーク強化

○まちのバリアフリーを加速○地域の交通環境を充実

 地域公共交通を充実・強化

• 2022年３月に策定する「東京における地域公共交通の
基本方針」に基づき、区市町村の主体的な取組や地域
課題の解決に資する取組に対して技術的・財政的に支援

① 区市町村等の取組促進策の充実
• 区市町村の地域公共交通計画の策定を促進
• デマンド交通など、地域ニーズに応じた移動手段の導入を促進

② 都が区市町村と連携して取り
組む先進事例

（先進事例のイメージ）
• 区市町村を跨いだ広域連携の促進
• 地域の輸送資源を総動員
• 地域企業との連携

都内各地へ波及

▲主に多摩広域拠点域のイメージ

出典：「東京における地域公共交通の
基本方針（中間まとめ）」より

トンネル部完成イメージ

陸橋部完成イメージ 埼玉県

神奈川県

南多摩尾根幹線

今回着手
区間

事業中
区間

町田３・３・50号
小山宮下線（事業中）

 南大沢のスマートなまちづくり

• 「南大沢スマートシティ協議会」を通じ、地域の課題に対
応した先端技術を活用したまちづくりを推進

• 社会実装に向けた、新たなモビリティサービス等の展開や
スマートシティ実施計画（Ver2.0）の策定に取り組む

▲モビリティサービスのイメージ例

• 都有施設や家庭・企業等に太陽光パネルと蓄電池を設置し、
都有施設の再エネ電力100％化と再エネの地産地消を推進

• 八丈島の地熱発電所運転開始に向けて八丈町や事業者
の取組を支援（2024年度）

島しょ地域の再生可能エネルギー導入を拡大し、エネルギー
自給率を向上

 ゼロエミッションアイランドを推進

• 母島に太陽光パネル等を設置する実証に
より、島しょ再エネ100％電力供給シス
テムの構築を推進（2023年度）

• 伊豆・小笠原11島の港湾用地・施設での太陽光発電等
設置に向け、2022年度から順次調査を実施

 島しょの通信基盤を整備
• 小笠原における５Ｇ化の取組を促進するため、情報通信基盤を５

Ｇ対応可能な環境に整備
• 携帯電話の基地局施設等の設置を支援し、通信環境を改善

 デジタル技術を活用した島しょ地域の活性化

• ５Gネットワーク等を活用し、島しょ地域の社会課題を解決する
ためのプロジェクトを八丈島において先行して実施し、その成果を
踏まえ、他島へ展開

・ 島内交通の充実

高齢者や観光客の移動の利便性向上
につながる新たな交通システムを導入

・ デリバリーサービスの導入

島民や観光客へのデリバリーサービス（ドローンの活用等）を実施

＜プロジェクト案＞
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 多摩都市モノレール延伸や沿線の取組
• 多摩都市モノレールの延伸（箱根ケ崎方面）

事業化に向けた現況調査や基本設計等を実施
• 交通利便性の向上やバリアフリーの推進、

水と緑豊かな住環境の形成など、沿線市町のまちづくりを促進
• 未来を担う子供たちを守り育てていくため、多くの都民の足である多摩都市モ

ノレールにおいて、小児特別運賃を適用する取組やアンケート調査等を実施

○地域の活力・魅力を向上

▲親子で楽しむ車両基地見学会の開催▲農のある暮らし・農地を活用したまちづくり



視点３：都民の命と健康を守るため、地域特有の課題に応じた防災対策や医療体制を強化する

○災害等の課題に万全の備えを構築

▲優先路線(例)奥多摩町留浦地区
国道411号線崩落箇所(2021年7月18日)▲路線選定３つの視点

被災の影響を
大きく受けた路線

代替路が
ない路線

生活・物流の
中心となる路線

 島しょの港湾等の防災対策

• 地震や津波の後
にも船舶の利用
を可能とするため、
主要な岸壁の耐
震性や耐波性の
向上を実施

戦略17
多摩・島しょ ver.up

• 災害の教訓を踏まえ「３つの視点」で
優先路線を選定し対策実施

• 既設斜面対策施設の経年劣化対策の拡大
• ３D地形データの活用による斜面点検の

高度化

 山岳道路の防災力向上
• 現道拡幅や線形改良、代替ルート等と

なる道路整備により、災害時等における
地域の防災性を向上

• 2021年７月に梅ヶ谷トンネルの掘削が
完了し、2023年度の交通開放に向け
整備を推進

 災害時の代替ルート等となる道路整備

梅ヶ谷トンネルの完成イメージ

災害時の代替ルートとなる道路整備
（多摩川南岸道路の例）

うめがた

• 台風の襲来や低気圧の通過に伴う高波
による被害を低減するため、海岸保全施
設の整備を推進（４海岸で整備推進
中）

 多摩・島しょ地域の無電柱化

• 「東京都無電柱化計画(改定)(2021年６月)」
や「東京都島しょ地域無電柱化整備計画(2022
年１月)」 で示した整備目標の達成に向け、無電
柱化を加速

▲島しょ地域の整備事例（大島町差木地地区）

▲島しょ地域における簡易な構造のイメージ

• 島しょ地域の特性を考慮し、
最適かつ簡易な構造を採用
することでコスト縮減・工期短
縮を図る

○多摩・島しょにおける医療環境を充実

 ドクターヘリの導入など、救急医療体制を更に強化

• ドクターヘリを2022年３月に運航開始し、近隣
県との広域連携に関する協定に基づいた広域訓
練を実施する等、救急医療体制を強化

救急現場
消防署

ランデブーポイント
搬送先

医療機関

基地病院

（杏林大病院）

協力病院
出動
指令

出動
要請

派遣協力

人員
派遣

指令室

◆右図：ドクターヘリの運航体制

発進基地

（多摩航空
センター）

 医療分野におけるＤＸを加速

オンライン診療のイメージ

• 町立八丈病院と都立広尾病院に
おいて、５Ｇを活用した遠隔医療
の実装を推進

• 通信事業者による町立八丈病院へ
の５Ｇアンテナの設置を支援

• 都内の病院・診療所等に対し、情
報通信機器の整備等に係る初期
経費を支援し、オンライン医療相
談・診療の環境整備を一層推進

 ドローンを活用した災害対応

• 災害時に孤立した地域へ、自律
飛行ドローンを活用し、
物資を搬送するための
輸送体制を確立

• 島しょ地域において、被
災状況等をより高精度に
把握するため、様々な環境に
対応可能な高性能ドローンを配備
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視点４：東京の魅力である豊かな自然・生物を大切に守り、活かす取組を強化する

 交通アクセスの利便性向上と島しょ地域の活性化

• 船客待合所や空港ターミナルにおける利用
者の利便性向上等に向けた取組を推進

• 島しょ地域の交通情報提供ツール「東京宝
島うみそら便」の更なる拡充

• 小笠原諸島への航空路開設に向け、各種
調査を実施

○多摩・島しょの魅力を活かした観光振興

▼東京宝島うみそら便 検索画面

○身近な緑を守り、増やす

• 六仙公園等、多摩地域の公園において
新規拡張整備を実施するなど、緑を増
やす取組を推進

 多摩地域の公園整備 農地を生かしたまちづくり

• 区市町村による緑や農地を生かしたまちづくりを進める際
の方策等を示した「緑農住まちづくりガイドライン」を策定

• 農の風景育成地区制度や地区計画等の活用に向けた取
組など、区市町による農地の保全活用の取組を支援

 保全活動を担うボランティア人材の
強化

• 「保全地域サポーター」によるボランティア
団体への支援を開始し、緑地保全活動
の活性化を促進

新鮮・安全な食料

コミュニティ防災

「緑農住」まちづくり イメージ
生きがい・健康づくり

涼しい環境づくり

▼青梅市における実証実験のポスター

 滞在型旅行（ロングステイ）の更なる推進
• コンテンツ開発、プロモーション等の費用の助成

やアドバイザー派遣により、観光関連事業者等
の滞在型旅行に係る取組を促進

 多摩・島しょ地域のＭＩＣＥ誘致の加速
• 2022年に八王子市で開業予定の「東京都立多

摩産業交流センター」等を活用するとともに、地
域におけるＭＩＣＥの普及啓発の取組を支援

• 島しょ地域における誘致・開催経費を助成すると
ともに、誘致プロモーションを展開

 観光型MaaSの実装に向けた取組を推進
• 2021年度に青梅市で実施した観光型MaaSの

実証実験等の結果を踏まえ、社会実装に向けた
支援を継続的に実施

▲共同プロモーションＨＰトップ画像

 世界自然遺産を活用した観光振興
• 世界自然遺産が存在する北海道、青森県、秋

田県、鹿児島県のほか、2021年７月に登録さ
れた奄美・沖縄と連携し共同プロモーションを実施

▲東京都立多摩産業交流センター
（東京たま未来メッセ）完成予想図

○多摩・島しょの魅力を創出・発信

• 意欲的な島内事業者等への
支援強化による取組の加速
化、東京宝島の魅力体験イ
ベントの開催などにより、島しょ
地域の活性化を促進

• 島しょ町村の意欲的な公民共創の取組を支援
する東京宝島 サステナブル・アイランド創造事
業を通じ、島しょ地域の持続的発展や特色あ
る宝物の発掘、魅力を創造

 多摩・島しょ地域への移住定住を促進

• 多摩・島しょへの移住定住に関する相談
窓口を設置し、各地域の魅力・支援制
度の紹介や市町村への橋渡しを実施

 東京宝島の更なる展開

○生物多様性を保全

 生物多様性地域戦略を改定

◀キョン

 希少種・外来種対策を推進

• 都内の外来種による生態系被害や
拡散状況を把握するとともに、キョン
やアライグマ等の対策を強化・継続
し、防除を確実に推進

• 東京の特徴を踏まえた取組や都として果たすべき役割を中長期的・総合
的視点で整理検討し、 「生物多様性地域戦略」を改定(2022年度)

アライグマ▶

• 希少種保全や外来種対策等に関する有識者の意見を踏まえ、ボラ
ンティア等の多様な主体の連携を図りながら、保全地域の生物多様
性や魅力を向上する取組を開始（2022年度５地域）
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全国各地との連携を深め、真の共存共栄を実現

東京2020大会により深まった、被災地をはじめとする全国各地との絆を継承・発展させていく
 東京2020大会では、復興に向けて力強く歩む被災地の姿を発信。大会をきっかけに育んできた全国各地との絆をレガシーとして、復興支援の取組はも

とより、全国各地との連携を深めていく

福島県産水素を活用

福島県内で製造された水
素を選手村や聖火台・聖
火トーチに活用

Tokyo 2020 / Ken Ishii

被災地で競技を実施

宮城県でサッカー競技、福
島県で野球、ソフトボール
競技を実施

Tokyo 2020 / Ken Ishii

メインプレスセンターに「復興
ブース」を開設、メディアブ
リーフィング等を実施

Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI

海外メディアに情報発信

東京2020大会に向けた文
化プログラムを展開し、東京
や全国各地の芸術文化の
魅力も国内外へ広く発信

芸術文化の魅力を発信

被災地からのメッセージを載
せたモニュメントをスタジアム
付近に設置

Tokyo 2020 / Uta MUKUO

復興のモニュメントを展示

スポーツを通じた被災地との交流

 被災地と連携し、スポーツを核とし

ながらも、観光要素を盛り込む等

新たな取組を展開

 東京国際ユースサッカー大会等に

被災県の選手等を招待し、スポー

ツを通じた国際交流の場を提供

職員派遣による復興支援

 都職員を被災自治体に継続して派

遣し、派遣先自治体の職員等ととも

に被災地の復興に貢献

 震災10年、復興五輪という時期を

捉え、復興支援の取組を記録誌と

して総括し、次代へ継承

更なる魅力の発信

選手村のカジュアルダイニン
グでは47都道府県の食材
を使用して日本食を提供

日本の食を発信

Tokyo 2020 / Uta MUKUO

選手村のビレッジプラザに全国
の木材を使用。大会後返却し、
各地でレガシーとして活用

全国の木材を活用

Tokyo 2020 / Uta MUKUO

被災地復興を支援 都からの派遣職員の累計（2022年１月時点）
東日本大震災 34,945人、熊本地震 1,481人

中小企業の受注拡大

更なる産業の育成

 「ビジネスチャンス・ナビ」の利便性向上を

図り、全国中小企業の受注機会拡大を

更に推進

 国産木材の魅力発信拠点「ＭＯＣＴＩ

ＯＮ」にて、全国各地の木製品等を展示

東京2020大会を契機に中小
企業支援機関と連携し、全国
中小企業の受注機会の拡大
や販路開拓を支援

東京2020大会に合わせ、東
京とオールジャパンの魅力を体
験できるイベントを開催

全国の魅力を発信

 福島産直市を拡充し、東北産品の魅力を積極的に発信

 東京2020大会が開催された自治体と連携し、レガシーを

活用した国内向け周遊イベントを展開

 各地の多種多様な芸術・アーティストと連携したプロジェ

クトを展開

ウェブサイト
（2022年１月時点）
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 コロナ禍においては、自治体間で緊密な連携を図り、感染防止対策等の取組を展開してきた。この連携を発展させ、全国知事会や九都県市等の枠組を通
じた課題解決に加え、共通テーマを有する全国の自治体との連携により、各地の魅力向上や活性化を実現していく

コロナ禍の中で培われた新たな連携を発展させ、共通の課題に全国で連携して立ち向かう

デジタル技術の活用を推進し、
全国と共に成長

オンラインを活用して全国の魅力を発信しつつ、新たなコラボレーションを創出

 各自治体との連携事業や都内イベントなどを幅広く紹介するポータルサイトなどを
活用し、連携事業のＰＲと新事業を創出

 日本全国の優れた製品や技術を一堂に展示する「産業交流展」をリアル・オンライ
ンの両方で実施

 連携事業の創出に向け、オンラインも活用しながら全国自治体の職員と議論を深め、
先方自治体のニーズの汲み取りや双方の先進的取組のノウハウを共有

 日本の競争力強化の鍵を握るデジタル人材の育成
について九都県市で議論し、国へ要望

 埼玉県とサテライトオフィスを相互活用し、日頃から
都庁・県庁職員の交流を促進することで、行政間の
垣根を超えた政策課題の解決に向けた取組を推進

 全国の５Ｇネットワークの構築促進に向け、都のワン
ストップ窓口の運営ノウハウを他道府県等と共有

様々な共通課題に連携して対応

 全国知事会国産木材活用ＰＴを通じて、国産木材の需
要拡大を推進

 都有施設において、多摩産材をはじめとする国産木材を活
用した木塀等の設置を推進

 再エネ電力の共同購入のキャンペーンを、首都圏の自治
体と連携して実施することにより、家庭等における再生可能
エネルギー利用のムーブメントを展開

 「女性首長によるびじょんネットワーク（びじょネット）」の
開催を通じて、女性の活躍を後押し

自治体間で緊密に連携し、新型コロナ感染拡大防止に効果的に対処

 生活圏・経済圏をともにする１都３県で、頻繁に情報共有と意見交換を重ね、住民向
けの共同メッセージ発出やテレワーク集中実施・時短要請などの共同取組を実施

 全国知事会や九都県市首脳会議等とも連携して、水際対策の徹底やワクチン接種の
円滑な実施などの課題に対する迅速な対応を国へ要望
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都自らの行動に加え、多様な主体との連携によりＳＤＧｓの取組の輪を広げ、持続可能な社会の実現に貢献していく。

 都政課題の解決に向け、ＳＤＧｓの視点から政策をブラッシュアップし、取組をさらに加速

子供食堂の取組を支援

コロナ禍において、配食・宅食へ

の支援など、子供食堂が地域の

様々なニーズに対応できるよう

サポート

東京グリーンボンドを発行

都有施設への再生可能エネル

ギー導入や公園の整備、調節池

の整備など、幅広い環境整備事

業に充当

環境や地域資源に配慮した観光

を促進

環境の保全や文化の保存・継承等
につながるサステナブル・ツーリズム
や、ＳＤＧｓを踏まえながら世界自
然遺産を活用した観光振興を推進

ＳＤＧｓの目線から都庁が率先して政策を推進する

エシカル消費を推進

エシカル消費の推進に積極的な
企業や団体等と協働し、都民の
行動変容につながるプロジェクト
を実施

脱炭素化の取組を一層加速

建築物や自動車のゼロエミッション
化の推進や資源の循環利用の促
進など、施策を総動員して
「2030年カーボンハーフ」を実現

ＦＣトラック

 中小企業の取組の推進や、都民の気運醸成など、多様な主体のＳＤＧｓの取組を推進

都民・企業・大学など、多様な主体と共に持続可能な東京を実現する

中小企業のＳＤＧｓ経営を促進

都内中小企業がＳＤＧｓ経営の理解を深め、取組を実
行していくために、セミナーやワークショップ等を展開し、企業
の中長期的な成長を促進

大学との連携を推進

• 「ＴＭＵサステナブル研究推進機構」において、都立大
等の研究力を結集し、ＥＳＧ投資、水素エネルギー
の活用などの調査研究を推進

• 大学との定例懇談会の参加大学のＳＤＧｓに関連
する教育・研究を発信するプラットフォームや、「東京都
と大学との共同事業」により、ＳＤＧｓの取組を推進

都民の気運醸成を推進

小中学生向け動画やグッズ等も活用し、ＳＤＧｓ教育や
ＳＤＧｓ関係フォーラム等を展開し、幅広い都民がＳＤ
Ｇｓの理解を深め、身近な取組を始める気運を醸成
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※ＶＬＲ（Voluntary Local Review）：
自発的にＳＤＧｓの取組状況をレビューして国連に提出・公開する国際的な取組

 国際会議への参加や海外発信等を通じて、都の取組を
世界の大都市と共有

 自発的自治体レビュー（ＶＬＲ）※の作成ノウハウを、
「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」等を通じ
て他の自治体に展開するなど、取組の輪を広げていく

全国、そして世界と共に持続可能な社会を実現する

都のＳＤＧｓホームページを充
実。ＢＩツールも活用しながら、
都や区市町村の取組を検索でき
る「東京ＳＤＧｓボード」の内容
を強化し、情報を常にアップデート

取組の見える化と情報共有を強化 区市町村との意見交換を推進

オンラインも活用し、区市町村の
取組状況等を確認するとともに、
ＳＤＧｓの取組に悩みを抱え
る区市町村へ助言等を実施

区市町村向けフォーラム等を実施

ＳＤＧｓに関する先進事例や知
見を共有するフォーラムの実施や、
職員向けのＳＤＧｓに関する研
修などを実施し、区市町村のＳＤ
Ｇｓ推進を後押し

2021年７月、国連ハイレベル政治フォーラムにおいて、都道府県初の自発的自治体レ
ビュー（ＶＬＲ）「Tokyo Sustainability Action」を公表し、持続可能な社会
の実現に向け、都が世界をリードする考えを表明

都内「ＳＤＧｓ未来都市」※：４区市（墨田区、豊島区、江戸川区、日野市）

※ＳＤＧｓ未来都市：優れたＳＤＧｓの取組を提案し、内閣府の選定を受けた自治体

 ＳＤＧｓ施策の連携やサポート、先進事例の共有等により、区市町村の多様な取組を広げていく

区市町村と共に持続可能な東京を実現する

江戸川区の取組

＜ＳＤＧｓ推進センター＞

墨田区の取組

○ 江戸川区が目指す「ともに生きるまち」の理念とＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」
という理念は同一であるという考えのもと、ＳＤＧｓに積極的に取り組んでおり、
2021年、「ＳＤＧｓ未来都市」に選定された。

○ 水に囲まれ水の恵みに浴する一方、低地帯ゆえの高い水害リスク
を抱えていることから、都内初の気候変動適応センターを核とした
温暖化対策や気候変動対策の強化、豊かな水辺を生かした経
済成長、ユニバーサルデザインのまちづくりによる共生社会の実現な
ど、持続可能な都市モデルを構築していく。

○ 墨田区は、ものづくりのまちとして発展し、現在でも多種多様な産業が集積している地
域特性を活かし、「産業振興を軸としたプロトタイプ実装都市～ものづくりによる『暮ら
し』のアップデート～」を実施している。

＜ガレージスミダ＞

○ 社会課題解決につながる技術や製品を試作段階から地域で活
用し、技術や製品の普及による経済発展と地域課題解決を同
時に実現することで、更に豊かで持続可能な生活の実現を目指
していくこの取組により、区は2021年「ＳＤＧｓ未来都市」 と
「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の両方に選定された。
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区市町村との連携を更に深めていく

子育て支援や高齢社会への対応、バリアフリーのまちづくりなど、都民に身近な課題に対する施策の効果を高めるためには、都と区
市町村が緊密に連携して、共に取組を進めていく必要がある

 「未来の東京」戦略では、区市町村との連携を核にしたプロジェクトを立ち上げており、地域の実状や具体的な取組実態などを
踏まえ、区市町村と緊密に連携しながら、様々な取組を推進している

 「『未来の東京』戦略 version up 2022」では、これらの取組をバージョンアップし、区市町村との連携を更に深めていく

移動困難者の生活サポートプロジェクト【戦略４】

区市町村との連携を核にした主なプロジェクトのバージョンアップ

子育てに全力で取り組む区市町村徹底支援プロジェクト【戦略１】

子供目線の先駆的・分野横断的な取組を支援

 子供目線の政策・子育てに優しいまちづくりを複合的・重層的に推進する

ため、区市町村の取組をソフト・ハード両面から支援

自分らしく暮らせる“Chōju”東京プロジェクト【戦略４】

デジタルを活用した高齢者のＱＯＬ向上を図る先駆的取組を支援

 高齢者をはじめ、誰もが元気で心豊かに、自分らしく暮らせる地域の実現

に向けて、デジタルデバイド対策や幅広いデジタル活用により、ＱＯＬ向

上を図る等の区市町村の取組をソフト・ハード両面から支援

健康アプリでポイント付与デジタル活用支援員
ＡＩによるスポーツ・文化
活動のマッチング支援

2021年度採択事業の例

野外遊び場における
仕事体験や居場所づくり

地域みんなで子供を育てる
拠点づくり

複合施設を核とした
幼児教育の推進

日本人と外国人が仲良く暮らせるまち創出プロジェクト【戦略６】

日本語教育推進体制を構築

 地域における外国人等に向けた日本語教育の推進体制構築を支援

やさしい日本語の普及を推進

 「やさしい日本語リーダー」養成研修や事例集の作成・活用などを通し、
やさしい日本語の普及を推進

多文化共生ポータルサイトの運用

 「東京都多文化共生ポータルサイト」をリニューアルし、わかりやすく情報発信

写真提供：ヤマハ発動機株式会社

2021年度採択事業の例

地域公共交通の充実・強化

 区市町村の地域公共交通計画

（マスタープラン）の策定を促進

 区市町村だけでは解決が難しい課

題等について、都が区市町村と連

携して先進事例として取り組み、都

内他地域へと展開
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ユニバーサルデザインのまちづくりプロジェクト【戦略６】

バリアフリー基本構想等の策定を支援

 バリアフリー法に規定するマスタープラン及

び基本構想を区市町村が策定するに当

たり、経費の補助や技術的支援を実施

することで、区市町村の取組を促進

地域特性に応じたスマートなまちづくりを展開【戦略９】

「みんなの居場所」創出プロジェクト【戦略７】 緑溢れる東京プロジェクト【戦略13】

人中心の歩きやすいまちづくりプロジェクト【戦略９】 持続可能な資源利用推進プロジェクト【戦略14】

多様なプラスチックを分別するリサイクル体制を強化

 容器包装プラスチックに加え、2022年４月から法律でリサイクルを強化す

る製品プラスチックについて、区市町村による分別収集の取組強化を支援

出典：「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本
構想作成に関するガイドライン」（国土交通省）

地域資源を活用した、多様な「居場所」の創出を支援

 リアルとオンラインの双方の強みを活かして、地域の至る所に様々な居場所
を創出する区市町村の取組をソフト・ハード両面から支援

東京みんなでサロンの本格実施

 地元の区市町村、ＮＰＯ等が、健康増進・フレイル予防や子育て支援な
ど多彩な交流プログラムを運営・実施

空き家の効果的な利活用に向けた取組を強化

 実施方針を策定し、区市町村の管理不全空き家の除却や地域特性に応
じた活用等を促進

人が歩いて楽しむまちの創出を促進

 「パーク・ストリート・東京」の更なる展開へ向け、自治体等に対し、マニュア
ルの積極的な活用を促すとともに、課題の共有や解決に向けた助言等を
実施

自転車利用環境を更に充実

 区市町村等と連携し、連続した自転車通行空間の整備を推進

 国・都・区市町村が協働で集中的な環境整備を実施する自転車活用推
進重点地区として３地区を先行実施地区とし、2021年度に整備計画を
策定、2022年度から集中的に取組を実施。順次、重点地区を拡大

南大沢のスマートなまちづくり

 地元自治体等が参加する「南大沢スマートシティ協議会」を通じ、地域の

課題に対応した先端技術を活用したまちづくりを推進

 社会実装に向けた、新たなモビリティサービス等の展開やスマートシティ実施

計画（Ver2.0）の策定に取り組む

区市町村の緑施策を支援

 「東京の緑の保全・創出支援プログラム」（2021年９月策定）における
補助メニューの拡充等、継続的なバージョンアップを図り、区市町村を支援

「緑を守る」取組を強化

 区市と連携し、所有者に対する特定生産緑地指定の働きかけを継続

 農地が有する健康・レクリエーション、防災、景観形成等の機能の評価や、
区市町村による緑や農地を生かしたまちづくりを進める際の方策等を示した
「緑農住まちづくりガイドライン」を策定し、区市町村の取組を支援

分別収集

対象品目

現在 2022年４月～

容器包装プラスチック

○ペットボトルのキャップ、ラベル

○パック類

○トレイ など

製品プラスチックも対象に追加

○ストロー

○歯ブラシ

○ハンガー など
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「３か年のアクションプラン」
プロジェクトの具体的な施策展開

130

 「『未来の東京』戦略」では、我々が目指す2040年代の東京の姿＝20の「ビジョン」を実現するために、

バックキャストの視点でなすべきことを具体化し、2030年までに必要な取組を20＋1の「戦略」として掲

げるとともに、戦略実行のための122の「推進プロジェクト」を提示しました。「３か年のアクションプラ

ン」は、この「戦略」と「推進プロジェクト」を具体的に展開していく役割を担っています。

 「３か年のアクションプラン」を「ＰＤＣＡサイクル」を徹底して着実に進めることで、122の「推進プロ

ジェクト」を強力に推し進め、2030年をターゲットとした政策目標を達成、「戦略」に掲げた社会を具現

化し、2040年の「ビジョン」の実現につなげていきます。

 ＢＩツールなどのデジタルツールを活用し、進捗状況を管理していくとともに、分かりやすく「見える化」

していきます。

Vision

Strategy

Project

２０＋１の「戦略」
「ビジョン」の実現に向けて取り組むべき戦略

２０３０年に向けた政策目標

ACTIONplan
アクションプランを機動的かつ着実に推進

進捗管理にデジタルツールを活用

１２２の「推進プロジェクト」

戦略を実行するためのプロジェクト

２０の「ビジョン」
我々が目指す２０４０年代の東京の姿

バックキャストの視点で
なすべきことを具体化

「戦略」で掲げた社会を具現化し、
「ビジョン」の実現へ
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調査対象：都内在住・在勤・在学の方 調査方法：東京都LINE公式アカウントから実施

調査時点：2021年12月 回答者数：9,956人 ～ 多くのご回答ありがとうございました ～

「未来の東京」に向けて重要だと思う取組

2021年（今回）アンケートのTOP５

2019年実施「都民意見大募集」のTOP５

新型コロナの影響等により、「安全・安心」が重要という回答が最も
多く、「子供」「多様性」「高齢者」など、人とのつながりを重視した項
目が上位となった。

東京2020大会が安全に開催された経験や、新型コロナ対策としてもテレワー
クが社会に定着して電車の混雑緩和につながった経験に対する期待が多かった。

東京2020大会のレガシーとして期待するもの

2019年 2021年

「未来の東京」を都民の皆様と創り上げていく観点から、政策のバージョンアップに際してアンケートを実施しました。

新型コロナの猛威など、急激な社会の変化の中で都民の皆様の意識にどのような変化が生じたか、2019年に実施した「都民意見大募集」の結果
との比較を含めてご紹介します。

Q
選択肢（受け継がれていくことを期待するもの）

Q

選択式：３つまで N=10,318

選択式：３つまで N=9,956

アンケート結果の
全てはこちらから
ご覧ください

治安や災害などに不安を感じることのない、安全・安心なまち

バリアフリー化が進んだ、快適で安心な暮らし

テレワークなど、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方

通勤電車の混雑や交通渋滞などが緩和された、快適な移動・通勤

多様性を尊重し、国籍などに関わらず、互いに支え合うまち

暑さ対策をはじめとした様々な環境対策が進んだサステナブルな都市環境

競技施設を活用したスポーツ振興・にぎわい

スポーツを通じた健康の増進

障害者スポーツの充実した環境

誰もが身近に芸術文化に触れられる環境

ボランティア文化の定着

世界中から人や情報が集まるまち

大会を通じて培われた被災地とのつながり
選択式：３つまで
2019年：N=10,373
2021年：N＝9,956
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「未来の東京」を創っていくための具体的な行動

「『未来の東京』戦略」では、東京に暮らし、働き、学ぶ、皆様と一緒に「サステナブルな東京」を創り上げていくことを目指しています。

以下のアンケートでは、それぞれの行動について、皆様が「共感できる」もの、「これまでに取り組んでいる」もの、「今後取り組もうと思っている」ものに
ついてお聞きしました。

Q

「共感できる」の上位６項目

選択式：該当するものすべて N=9,956

このグラフは、それぞれの行動について、「共感できる」の割合を太い棒グラフで示すとともに、

その内側に「これまでに取り組んでいる」割合、「今後取り組もうと思っている」割合を示しています。

共感を具体的な行動に結び付けていくために バージョンアップにおける施策例

いざという時のための備蓄や行動計画 東京マイ・タイムラインや東京備蓄ナビなど、家族で学び、備えにつながる防災コンテンツを提供

オンラインによる行政手続き ワンストップ・オンライン手続プロジェクトにより、東京都の全ての手続のデジタル化を推進

仕事と休暇を組み合わせた新しい働き方 テレワークが難しい業種への導入や宿泊施設のテレワーク環境の充実等を支援

太陽光などの自然エネルギーの使用 新築住宅の太陽光発電設備の標準化や既存住宅への補助拡充などを実施

地域での子供の見守りや子育てへのサポート
子供食堂など身近な地域における子供の居場所づくりを進めるとともに、「とうきょう子育て応援パートナー」制度の
創設等により、安心して子供を産み育てられるようサポートを充実

地域での防犯・防災活動等への参加 防災リーダー制度の創設などにより、大規模地震への平時からの備えを強化

選択肢（具体的な行動）

いざという時のための備蓄や行動計画

オンラインによる行政手続き

仕事と休暇を組み合わせた新しい働き方

太陽光などの自然エネルギーの使用

地域での子供の見守りや子育てへのサポート

地域の防犯・防災活動等への参加

選択肢（具体的な行動）
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