
 

2 0 2 1 年 8 月 2 日 

東京都メディアセンター 

 

小池都知事が「ゼロエミッション東京」について生講演 
8 月 4 日午後 2 時、東京都メディアセンターから 

 
小池百合子東京都知事は 8 月 4 日（水）、「ゼロエミッション東京：都市の行動こそが重要」と題してオ

ンライン講演を行います。東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を取材・報道する世界中の

メディアを支援する東京都メディアセンター（運営：東京都、以下 TMC）が大会期間中に都庁スタジオか

らオンライン配信している「TMC トーク」に生出演し、「世界の CO2 排出実質ゼロ」への貢献を目指す東

京都の長期プランについてお話しします。 

TMC の「メール登録メディア」及び「全サービス利用許可メディア」は、TMC ウェブサイト／YouTube

からの視聴、知事への質問投稿が可能です。質問には知事ができる限り回答します。メールマガジン「TMC

ニュースレター」で最新情報をお知らせします。メディアの皆様のご登録をお待ちしています。 

 

小池都知事、生講演情報 

 

日時：  2021 年 8 月 4 日（水） 午後 2 時～2 時 40 分（日本時間） 

スピーカー： 小池百合子 東京都知事 

テーマ：  「ゼロエミッション東京：都市の行動こそが重要」 

アドレス：  TMC ウェブ会員ページ、又は、TMC ニュースレターでご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMC が提供する「オンラインサービス」（写真素材や統計情報などの資料集、メルマガ、ブリーフィング、

コンシェルジュ）及び「施設サービス」（東京・有楽町の取材拠点）を利用するためには、会員登録が必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

小池百合子 東京都知事 

兵庫県生まれ。カイロ大学卒業。経済キャスター等

を経て 1992 年に参議院議員当選。1993 年から衆議院

議員を８期務める。この間、環境大臣、防衛大臣など

の要職を歴任。環境大臣のときには、「クールビズ」

の旗振り役を務める。2016 年、女性初の東京都知事

に就任し、2020 年に 2 期目を迎えた。待機児童対策

や女性の活躍推進など、積極的に取り組んでいる。

「大義と共感の政治」が信条。 

TMC への登録 

STEP 1 まず、ウェブサイトのサイト利用登録で氏名、メールアドレスを登録してください。 

 URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/?modal=register 

STEP 2 サイト利用登録後、利用許可申請で身分証明書や社員証などを登録してください。 

 利用許可申請はマイページから行えます。 

 URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/login/ 

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/?modal=register
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/login/


 

■これまでに配信した「TMC トーク」 

 7 月 21 日（水）から 8 月 1 日（日）までに 11 本の動画コンテンツを配信済みです。有識者については、

生配信後、了承が得られたものについては、広く一般にも公開しています。 

（敬称略） 

スピーカー 講演テーマ 
一般 

公開 
YouTube アドレス 

小池百合子 
東京都知事 

TMC ウェルカム・メッセージ 〇 
https://youtu.be/47kqfLB-

VcY 

梅田弘美 
東京都 政策企画局 海外広報担当部長 

TMC チュートリアル 

（TMC サービス内容のご説明） 
― 

 

ロス・ローブリー 
3i Consulting プリンシパル 

知られざる東京ダイバーシティ 〇 
https://youtu.be/m_gQrUMt

nFk 

小池百合子 
東京都知事 

東京 2020 大会の意義と東京都の取組 〇 
https://youtu.be/7r4oRwgD

1oE 

ケント・カルダー 
ジョンズ・ホプキンス大学 

高等国際問題研究大学院 学長代行 

グローバルな政治都市- 

国際問題における都市の影響力と 

その意思決定の舞台 

〇 

https://youtu.be/zu9c-

38DAPU 

ロイ・トミザワ 
スポーツジャーナリスト 

1964 大会と 2020 大会 2 度の東京オリンピ

ック・パラリンピックの意義－ 

包摂社会に向けて 

〇 

https://youtu.be/-

nJv2ahtAI0 

岸井隆幸 
日本大学理工学部 特任教授 

東京まちづくりの潮流：これまでとこれから 〇 
https://youtu.be/EbASvaTxf

Co 

小池百合子 
東京都知事 

「『未来の東京』戦略」と 

東京ベイ eSG プロジェクト 
〇 

https://youtu.be/5A1uvghN

gTA 

舘鼻則孝 
現代美術家 

日本古来の文化をみなおし、 

未来を紡ぐ「リシンク」 
〇 

https://youtu.be/CUOamub

p20I 

ロバート キャンベル 
早稲田大学 特命教授 

Old meets New-  

東京の息吹を芸術文化の伝承に見る 
未定 

 

北野宏明 
ソニーコンピュータサイエンス研究所 

代表取締役社長 
人類の未来のための研究 未定 

 

 

■今後配信予定のコンテンツ 

 東京 2020 オリンピック期間中、今後配信する予定のコンテンツは以下のとおりです。詳細は、TMC ウ

ェブサイト、又は、TMC ニュースレターでご確認ください。なお、東京 2020 パラリンピック期間中のプ

ログラムは追ってお知らせします。 

（敬称略） 

配信日 スピーカー 講演テーマ 

8/2（月） 
宮坂学 
東京都副知事 

Sustainable Transformation in Tokyo 

8/3（火） 
星野佳路 
星野リゾート代表 

チーム日本のリーダー・東京 

8/4（水） 
小池百合子 
東京都知事 

ゼロエミッション東京：都市の行動こそが重要 

8/5（木） 
中曽宏 
東京国際金融機構(FinCity.Tokyo) 会長 

世界をリードする「国際金融都市・東京」の実現に向けて 

8/8（日） 
井本直歩子 
オリンピアン 

オリンピアンが考える東京 2020＆ビヨンド 

 

https://youtu.be/47kqfLB-VcY
https://youtu.be/47kqfLB-VcY
https://youtu.be/m_gQrUMtnFk
https://youtu.be/m_gQrUMtnFk
https://youtu.be/7r4oRwgD1oE
https://youtu.be/7r4oRwgD1oE
https://youtu.be/zu9c-38DAPU
https://youtu.be/zu9c-38DAPU
https://youtu.be/-nJv2ahtAI0
https://youtu.be/-nJv2ahtAI0
https://youtu.be/EbASvaTxfCo
https://youtu.be/EbASvaTxfCo
https://youtu.be/5A1uvghNgTA
https://youtu.be/5A1uvghNgTA
https://youtu.be/CUOamubp20I
https://youtu.be/CUOamubp20I


 

■TMC オンラインサービスの概要 

TMC ウェブ（https://tokyo.mediacenter.jp/jp/） 

 お知らせ、ホストシティ東京の情報、資料集、大会関連情報リンク集、全国自治体情報などをまとめ

て掲載する情報ホームです。 

TMC ニュースレター 

 大会関連、東京都関連、都内の新型コロナ感染症関連の最新情報を朝夕 2 回配信します。 

TMC オンラインブリーフィング（https://tokyo.mediacenter.jp/jp/briefing/） 

 東京都からの情報を毎日動画でお伝えするとともに、会員の皆様からのご質問に答えます。プログラ

ムの詳細については随時ご案内します。（以下、日時は日本標準時） 

 ◆TMC ブリーフィング： 大会関連、東京都、新型コロナに関連する最新情報をお伝えします 

  実施： 2021 年 7 月 23 日（金）～8 月 8 日（日）の 12:30～13:00（予定） 

      2021 年 8 月 24 日（火）～9 月 5 日（日）の 12:30～13:00（予定） 

◆TMC トーク： 東京の現状や未来について、都知事や有識者が語ります 

 実施： 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 8 日（日）の 14:00～14:40（予定） 

     2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 14:00～14:40（予定） 

オンラインコンシェルジュ（URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/press/） 

東京都に関連する取材・撮影に関する質問・相談をウェブ上で受け付け、オンラインコンシェルジュ

がお答えします。 

 実施： 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 8 日（日）の 8:00～22:00 

     2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 8:00～22:00 

 

 

 

 

 

 

 

＜TMC ニュースレター＞ ＜TMC ウェブ＞ 

＜資料集：画像素材＞ 

＜TMC コンシェルジュ＞ 

＜TMC ブリーフィング＞ 

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/briefing/
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/press/


 

【東京都メディアセンター（Tokyo Media Center、略称 TMC）について】 
東京 2020 大会において取材活動を行う国内外メディアを支援するために東京都が提供するオンラインサ

ービス・取材拠点です。大会関連情報のほか、開催都市東京の情報を発信していきます。東京 2020 大会組

織委員会が東京ビッグサイトに設置するメインプレスセンター（Main Press Centre、MPC）や国際放送セ

ンター（International Broadcast Centre、IBC）とは別の取材拠点です。 

▮ ウェブサイト 

URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/ 

 

▮ 施設 

開館日程： 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 9 日（月）の 8:00～22:00 

 2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 8:00～22:00 

アクセス： 東京スポーツスクエア 2 階・3 階（住所：東京都千代田区丸の内 3-8-3） 

 JR・東京メトロ有楽町駅から徒歩 1 分 

 

 

 

 

 

  サービス： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設内の新型コロナ対策や入館方法など、詳しい情報は随時 TMC ウェブサイトで更新します。 

【問い合わせ先】 

▮ メディア登録手続に関すること 

東京都メディアセンター 運営事務局 

Email: inquiry@tokyo.mediacenter.jp 

 

▮ その他、TMC に関すること 

東京都政策企画局政策調整部政策調整課 

オリンピック・パラリンピック開催都市メディアセンター担当 

Email: tokyo_media_center@section.metro.tokyo.jp 

 

ワークスペース、ラウンジ 

約 120 席ご用意し、取材活動のための作業

環境を整えます。また飲料提供コーナーを 

設置し、各種飲み物もご用意いたします。 

インフォメーションデスク 

施設利用に関するお問い合わせに対応しま

す。初回入館時に、メディアキット（東京都

のグッズ等）をお渡しします。 

日本の魅力 PR ブース 

日本政府観光局（JNTO）が様々な地域や 

伝統文化などの魅力を伝えます。 

日本産酒類 PR ブース 

国税庁が日本産酒類を紹介します。 

インターネット接続 

会員向け専用 Wi -Fi をご利用いただけます。 

 

ワークスペース 飲料提供コーナー 

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/
mailto:inquiry@tokyo.mediacenter.jp

