
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

国際化に関する各局の取り組み状況 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

平成28年12月 
 
 

 
 
 



目　　次

Ⅰ世界に広がるネットワークづくり
1 国際交流

(1)海外諸都市との交流
①姉妹友好都市及び合意書締結都市との交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・1-1
②姉妹港交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・1-3
③議会交流 ・・・・・・・・・・・1-3
④その他の交流 ・・・・・・・・・・・1-3

2 国際交流のための多様な取組
(1)様々な交流

①学生交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・2-1
②共同研究　 ・・・・・・・・・・・2-4
③学術交流 ・・・・・・・・・・・2-4
④姉妹校交流 ・・・・・・・・・・・2-6
④その他の交流

(2)行政視察等の受入れ・派遣
①行政視察等の受入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・2-6
②来都外国人接遇　 ・・・・・・・・・・・2-15
③行政視察の派遣 ・・・・・・・・・・・2-16

(3)動物等の交換
①動物の交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・2-17
②共同繁殖等　 ・・・・・・・・・・・2-17

(4)都民の自主的な交流活動への支援
①財政支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・2-17
②国際情報提供　 ・・・・・・・・・・・2-18

3 国際協力
(1)専門家等の派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・3-1
(2)研修生の受入れ ・・・・・・・・・・・3-2
(3)物資協力・資金援助 ・・・・・・・・・・・3-4
(4)留学生への支援 ・・・・・・・・・・・3-4

①留学生の受入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・3-4
②留学生会館等の運営 ・・・・・・・・・・・3-4
③留学生に係る事業への支援 ・・・・・・・・・・・3-4

４ 国際会議と都市間ネットワーク
(1)国際会議の開催・参加 ・・・・・・・・・・・4-1
(2)都市間ネットワークの構築 ・・・・・・・・・・・4-5
(3)多都市間の実務的協力事業（旧 アジア大都市ネットワーク21） ・・・・・・・・・・・4-5

Ⅱ魅力と活力にあふれた都市づくり
5 都市基盤

(1)海外都市とのアクセス手段の拡充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・5-1
(2)まちの表示 ・・・・・・・・・・・5-1

①道路標識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・5-1
②交通機関における案内板等 ・・・・・・・・・・・5-2
③観光案内板 ・・・・・・・・・・・5-2
④信号機等 ・・・・・・・・・・・5-2
⑤交番における外国人への配慮 ・・・・・・・・・・・5-2

6 経済・労働
(1)経済活動の活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・6-1
(2)外国人の就労 ・・・・・・・・・・・6-2

7 観光・景観・文化
(1)観光の振興・コンベンションの誘致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・7-1
(2)芸術文化の振興

①文化施設の運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・7-4
②情報提供 ・・・・・・・・・・・7-4
③事業助成 ・・・・・・・・・・・7-5



Ⅲ　開かれた共生社会づくり
8 健康

(1)外国人に配慮した保健医療サービスの提供
①情報提供・相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・8-1
②通訳 ・・・・・・・・・・・8-1
③都立病院等における対応 ・・・・・・・・・・・8-2

(2)医療費補助等
①健康保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・8-2
②医療費補助　 ・・・・・・・・・・・8-2
③行旅病人及び死亡人 ・・・・・・・・・・・8-3

(3)健康の確保
①結核対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・8-3
②保険・予防等に関する外国語パンフレットの発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・8-3

9 くらし
(1)相談・情報提供

①相談(生活一般相談) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・9-1
②情報提供(生活一般に係わる情報) ・・・・・・・・・・・9-2

(2)外国人に対する様々な行政サービス
①生活保護制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・9-4
②出産・子育て ・・・・・・・・・・・9-4
③障害者のためのサービス ・・・・・・・・・・・9-4
④高齢者のためのサービス ・・・・・・・・・・・9-5

10 防災・防犯・交通安全・消防
(1)防災　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・10-1
(2)防犯・交通安全　 ・・・・・・・・・・・10-2

Ⅳ　地球市民としての意識づくり
11 学校教育

(1)外国人生徒・学生支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・11-1
(2)グローバル社会を担う次世代の育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・11-2

12 世界に開かれた都民意識
(1)人権意識の啓発・開発教育 ・・・・・・・・・・・12-1
(2)都民の国際的な活動の促進　 ・・・・・・・・・・・12-1

Ⅴ　国際化に対応できる都政づくり
13 外国人住民の都政への参画

(1)外国人住民の行政参画
①集会公聴事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・13-1

(2)外国人の公務員への採用 ・・・・・・・・・・・13-1
14 民間団体への支援と連携

(1)民間団体への支援
①助成事業、その他支援項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・14-1

(2)広域的なネットワークづくり
①連絡会の設置、連携事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・14-1

15 区市町村との連携
(1)情報提供、会議開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・17-1

16 国際政策の推進体制と職員の育成
(1)国際政策の推進体制

①会議名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・16-1
(2)都職員の育成

①人材育成、職員派遣等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・16-1
Ⅵ　国への働きかけ

17国への要望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・17-1



平成27年度実績

提携都市名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

アメリカ合衆国ニューヨー
ク市
(S35)

・東京都副知事及びニューヨーク市長の姉妹都市提携55周年記
念・在京アメリカ大使館等主催「詩の競技会」への出席(日米オンラ
イン中継）（平成27年6月13日）
・ニューヨーク市職員に対する都政説明（都市づくり）（平成27年11
月27日）

中華人民共和国北京市
（S53）

・北京市疾病予防コントロールセンター（CDC）の受入（平成27年4
月27日）
・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1日～4日実
施、海外都市９都市参加）に招聘
・北京市オリンピック都市発展促進会へのオリンピック・パラリンピッ
ク準備局職員訪問（平成27年5月18日～20日）
・北京市首都師範大学と首都大学東京との協定書締結（平成27年
5月19日）
・北京市人民対外友好協会・呂錫文会長の知事表敬（平成27年7
月23日）
・北京市教育委員会一行への都政説明（平成27年10月）
・東京都の柔道指導者を北京市に派遣し、柔道指導者及び選手
に対して指導を実施（平成27年11月16日～17日に派遣）。
・グローバルパートナーズセミナー（平成27年11月16-18日、海外
都市９都市参加）への参加（４(3)に再掲）
・北京市環境保護科学研究院からの専門家受入（平成27年11月
15日～12月14日）
・北京市自来水集団への都政説明（平成27年12月16日～18日）
・北京市環境保護科学研究院への環境局職員訪問（平成28年1月
12日～30日）

オーストラリア
ニュー・サウス・ウェールズ
州（S59）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1-4日実施、
海外都市９都市参加）に招聘
・平成27年５月19日NSW州首相の来日時に、以下の３分野で交
流・協力することに合意した。
　(①オリンピック・パラリンピック、スポーツ、②教育、③持続可能な
都市づくり)
・ニュー・サウス・ウェールズ州西シドニー担当政務官への都政説
明（渋滞対策）（平成27年10月7日）
・東京都の柔道指導者をニューサウスウェールズ州に派遣し、柔道
指導者及び選手に対して指導を実施（平成27年11月13日～14日
に派遣）。

内容・実績

①姉妹友好都市及び合意書締結都市との交流

Ⅰ世界に広がるネットワークづくり

1国際交流

(1)   海外諸都市との交流

政策企画局
外務部企画課
(21-442)
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大韓民国ソウル特別市
（S63）

・ソウル友好祭２０１５への参加（平成27年4月30日～5月4日）
・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1日～4日実
施、海外都市９都市参加）に招聘
・ジュニアスポーツアジア交流大会（平成27年8月28日～30日、海
外都市13都市参加）に招聘
・東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加(平成27年8月28日
～9月2日、海外都市３都市参加）（４(3)に再掲）
・相互観光プロモーションの取組（平成27年10月、12月）
・ソウル特別市一行による危機管理産業展２０１５の視察（平成27年
10月14日～10月16日）
・第１６回世界知識フォーラムにおける都知事の講演及びソウル特
別市長との公開対談（平成27年10月19日～20日）
・職員の相互派遣に係るソウル特別市職員の受入（水防）（平成27
年10月20日～10月23日）
・ソウル特別市職員に対する都政説明（監査事務）（平成27年11月
6日）
・グローバルパートナーズセミナー（平成27年11月16-18日、海外
都市９都市参加）への参加（４(3)に再掲）
・東京都の柔道指導者をソウル市に派遣し、指導者及び選手に対
して指導を実施（平成27年11月19日～20日に派遣）
・ソウル特別市水管理研修への参加（平成27年11月23日～27日）
・職員の相互派遣に係るソウル特別市職員の受入（道路陥没）（平
成27年12月2日～4日）
・職員の相互派遣に係るソウル特別市への都職員の派遣（水防）
（平成28年1月26日～28日）

インドネシア
ジャカルタ特別市
（H1）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1日～4日実
施、海外都市９都市参加）に招聘
・ジャカルタ特別市主催10Kマラソンへの東京都代表選手参加（平
成27年5月31日）
・救助技術研修(平成27年11月9日～18日　於東京、平成28年3
月、於：ジャカルタ）（４(3)に再掲）
・グローバルパートナーズセミナー（平成27年11月16日～18日、海
外都市９都市参加）への参加（４(3)に再掲）

ブラジル
サンパウロ州
（H2）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1日～4日実
施、海外都市９都市参加）に招聘
・「Juntos!!中南米対日理解促進交流プログラム」ブラジルグループ
一行による知事表敬（平成28年3月23日）

エジプト・アラブ共和国
カイロ県
(H2)

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1日-4日実
施、海外都市９都市参加）に招聘

ロシア連邦モスクワ市
（H3）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1-4日実施、
海外都市９都市参加）に招聘
・平成27年10月22日モスクワ市長の来日時に、以下の３分野で交
流・協力することに合意した。
　（①都市づくり、②スポーツ、③廃棄物対策）

ドイツ連邦共和国
ベルリン市
（H6)

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成27年5月1日-4日実
施、海外都市９都市参加）に招聘
・ベルリン市職員に対する都政説明（環境）（平成27年11月6日）
・グローバルパートナーズセミナー（平成27年11月16-18日、海外
都市９都市参加）への参加（４(3)に再掲）

ロシア連邦トムスク市
（H27）

・平成27年６月10日トムスク州知事の来日時に、以下の４分野で交
流・協力することに合意した。
　(①大学間協力、②感染症対策、③観光振興、④廃棄物処理)
・グローバルパートナーズセミナー（平成27年11月16-18日、海外
都市９都市参加）への参加（４(3)に再掲）

政策企画局
外務部企画課
(21-442)
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英国ロンドン市
（H27）

・平成27年10月14日ロンドン市長来日時に友好都市関係の樹立に
係る共同宣言を締結を宣言した。
・平成27年10月14日ロンドン市長の来日時に、以下の６分野で交
流・協力することに合意した。
　（①都市づくり、②環境、③文化交流、④交通、⑤観光、⑥大規
模なスポーツイベントの開催）
・平成27年10月31日知事のロンドン出張時において、ロンドン市長
と面会

フランス共和国パリ市
(S57)

・平成27年10月28日知事のパリ出張時において、以下の５分野で
交流・協力することに合意した。
　（①環境、②文化、③スポーツ、④都市づくり、⑤観光）
・平成27年9月14日、パリ市スマートシティ担当局長一行への都政
説明を実施（長期ビジョン、交通渋滞対策、大気汚染対策、建築物
環境計画書制度）
・平成27年3月1日のパリ市長来日時に、行政視察（選手村予定
地）、知事・市長の共同記者会見等を実施

フランス共和国パリ市 平成27年5月8日、都市計画関係者3名を受入れ、東京の都市づく
りについて説明する。

英国ロンドン市 平成27年6月29日、都職員3名を派遣し、都市計画関係者5名から
ロンドンの都市づくりについて説明を受ける。

アメリカ合衆国ニューヨー
ク市

平成27年10月16日、都市計画関係者1名を受入れ、東京の都市
づくりについて説明する。

ドイツ連邦ベルリン市 平成27年5月18日から5月19日までの間、ベルリン市長からの参加
要請により、「アジア太平洋会議」に参加し、都のスマートエネル
ギー政策や気候変動対策について発表した。

大韓民国ソウル市 平成27年10月7日に、ソウル市公衆衛生環境研究所が開催した
「安全都市コミュニケーション国際会議」へ参加し、ＰＭ2.5等の大
気汚染分野の研究成果や先行事例等について発表。

フランス共和国パリ市 平成27年12月4日に、パリ市が主催する「気候変動に関する首長
サミット」に参加。同サミットにて、知事のビデオメッセージを放映。

中華人民共和国北京市 平成27年11月15日から12月14日までの間、北京市環境保護科学
研究院の研究員2名を東京都環境科学研究所にて受け入れた。ま
た、平成28年1月12日から1月30日までの間、東京都環境科学研
究所の研究員1名を北京市環境保護研究院へ派遣した。

英国ロンドン市 平成27年10月14日に、ロンドン市長一行（7名）歓迎式を開催した。 議会局調査部調査情
報課（56-352）

フランス共和国パリ市 平成28年3月1日に、パリ市長一行（11名）歓迎式を開催した。 議会局調査部調査情
報課（56-352）

オーストラリア連邦ニュー・
サウス・ウェールズ州

平成27年5月19日に、ニュー・サウス・ウェールズ州首相（8名）の訪
問を受けた。

議会局管理部秘書課
(56-112)

ロシア連邦モスクワ市 平成27年10月22日に、モスクワ市長（14名）の訪問を受けた。 議会局管理部秘書課
(56-112)

都市整備局都市づくり
政策部広域調整課
(30-226)

環境局総務部環境政
策課(42-165)

政策企画局
外務部企画課
(21-442)
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②姉妹港交流 平成27年度実績

港名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

アメリカ合衆国ロサンゼル
ス港(S62)

平成27年4月7日、都庁にてロサンゼルス港港湾管理者による表敬
訪問。

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

オランダ王国ロッテルダム
港(H元)

平成27年6月4日、都庁にてロッテルダム港港湾管理者による表敬
訪問。

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

中華人民共和国天津港
(S56)

実施事業なし 港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

アメリカ合衆国ニューヨー
ク・ニュージャージー港
(S55)

平成27年9月2日に、ニューヨーク・ニュージャージー港において姉
妹港提携35周年行事を実施。

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

③議会交流 平成27年度実績

国・都市名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

大韓民国ソウル特別市
（S63）

平成28年1月25日から28日まで、ソウル特別市議会友好代表団12
名を受入。

議会局調査部調査情
報課（56-352）

④その他の交流 平成27年度実績

国・都市名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

東京国際ユース（U-14）
サッカー
大会（H20）

次世代を担うユース世代の選手を対象に世界の大都市からサッ
カーチームを招き、スポーツを通じた国際交流の機会を創出するこ
とで、技術的・精神的に向上するとともに、国を越えた相互理解を
深めることを目的とする。
【参加都市】１４都市（カイロ、ジャカルタ、モスクワ、ニューサウス
ウェールズ、パリ、ベルリン、サンパウロ、北京、ソウル、ブエノスアイ
レス、岩手、宮城、福島、茨城、東京）
【日程】平成2７年4月29日（金・祝）来日から5月5日（木・祝）帰国ま
で

ジュニアスポーツアジア交
流大会（バドミントン・卓
球）
（H19）

アジアのジュニア選手が、競技を通じて技術的に向上するととも
に、国を越えた相互理解を深めることにより、生涯を通した人格形
成や健全育成を図るなど、スポーツ振興を通じてアジアの競技力
向上と次世代育成に貢献する。
【参加都市】アジア18都市（バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカ
ルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トム
スク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京）
【日程】平成27年 8月25日（火）来日から8月31日（月）帰国まで

チリ共和国
チリ国立ビーニャ・デル・
マル植物園(H26)

「チリ国立ビーニャ・デル・マール植物園と都立神代植物公園との
技術協力に関する協定」に基づき、平成27年10月、チリ産植物30
種を受贈。また、チリ植物園における日本庭園の造営に対し、知識
や技術を提供。

建設局公園緑地部計
画課
（41-251）

内容・実績内容・実績

内容・実績

オリンピック・パラリン
ピック準備局
スポーツ推進部
事業推進課
（38-233）

内容・実績
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①学生交流 平成27年度実績

国・都市・学校名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

英国
Kingston University

保健・医療・福祉専門領域における多職種間連携を学ぶために海
外研修による実習を行っている。文化や医療制度の違いを体験
し、同じ専門職や他の専門性に触れながら英会話を共通語とした
国際的なコミュニケーションスキルを育み、将来的に国際的な視野
に立って活躍できる専門性の基盤を醸成することを目的としてい
る。
学生2名を派遣(平成26年11月8日-11月23日)
学生1名を派遣(平成27年11月14日-11月29日)

スウェーデン王国
Karolinska Institutet

保健・医療・福祉専門領域における多職種間連携を学ぶために海
外研修による実習を行っている。文化や医療制度の違いを体験
し、同じ専門職や他の専門性に触れながら英会話を共通語とした
国際的なコミュニケーションスキルを育み、将来的に国際的な視野
に立って活躍できる専門性の基盤を醸成することを目的としてい
る。
学生9名を派遣（平成27年3月6日-3月22日）。
学生7名を派遣（平成28年3月12日-3月27日）

マレーシア
ジョホール州
マレーシア工科大学

大学の世界展開力強化事業（AIMSプログラム）実施のため、学生５
名を受入（H27.9.7～H28.1.25）。
同様に同事業の実施のため、都市環境学部生３名を派遣
（H27.9.6～H28.1.17）

マレーシア
クアラルンプール
マレーシアプトラ大学

大学の世界展開力強化事業（AIMSプログラム）実施のため、都市
環境学部生３名を派遣（H27.9.7～H28.1.10）。

アメリカ合衆国
ピッツバーグ
ピッツバーグ大学

学生1名を派遣。（H27.10.4～H27.10.31）
※派遣留学生経済支援制度（部局短期分）

「バイオメカニクスに関する解析的検討」

ドイツ
ベルリン
ベルリン工科大学

学生1名を派遣。（H28.1.4～H28.2.5）
※派遣留学生経済支援制度（部局短期分）

「製品とサービスの統合設計に関する理論・手法の習得のための
海外派遣プログラム」

ミクロネシア連邦
ポンペイ州
ミクロネシア短期大学

学生４名を受入。（H27.11.16～H27.11.22）
首都大学東京及び都立産業技術高等専門学校の学生との交流を
実施したほか、東日本大震災の被災地（宮城県）等を視察。

公立大学法人首都大
学東京
経営企画室
（03-5990-5388）

2国際交流のための多様な取組

(1)   様々な交流

内容・実績

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京（荒川
キャンパス）
（03-3819-1211）

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京（南大沢
キャンパス）
（042－677－2694）

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京（日野
キャンパス）
（042-585-8613）
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二国間交流
(H18)

新進気鋭の若手アーティストが派遣先の国においてレクチャーや
作品制作、交流を行うことにより、当人はもとより、次に続く若手
アーティストたちのレベルアップを図る。同様に相手国からアーティ
ストを受入れ・滞在・制作・発表の場を提供する。
実施・受入機関：トーキョーワンダーサイトレジデンス

台北－東京交流（派遣１名・受入れ１名）
  派遣期間：平成27年9月23日～12月20日
  派遣先：トレジャーヒル・アーティスト・ヴィレッジ・AIR Taipei（台
北）
　受入期間：平成28年1月6日～3月31日

バーゼル－東京交流（派遣１名・受入れ１名）
　派遣期間：平成27年4月3日～6月30日
　派遣先：ATERIEL MONDIAL（バーゼル)
　受入期間：平成28年1月8日～3月31日

ロンドン－東京交流（派遣１名・受入れ2名）
　派遣期間：平成27年8月1日～10月25日
  派遣先：ロンドン芸術大学（ロンドン）
　受入期間：平成27年6月23日～7月19日
                 平成27年7月i2日～8月9日

ベルリン－東京交流（派遣4名・受入れ１名）
　派遣期間：平成27年4月6日～6月30日
　　　　　　　平成27年7月6日～9月28日
                平成27年10月8日～平成28年1月3日
                平成28年1月5日～3月31日
  派遣先：クンストラウム・クロイツベルク／ベタニエン（ベルリン）
　受入期間：平成27年5月1日～7月29日

生活文化局文化振興
部文化事業課
(29－440)

都立日比谷高等学校にお
ける交流

アメリカ合衆国へ生徒12名を派遣。（H27.8 8日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立日比谷高等学校にお
ける交流

アメリカ合衆国へ生徒12名を派遣。（H27.8 8日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立大崎高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒18名を派遣。（H27.8 14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立つばさ総合高等学校
における交流

江戸川区「青少年の翼」より、生徒2名を派遣。（H27.8  12日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立桜町高等学校におけ
る交流

中華人民共和国へ生徒8名を派遣。（H27.8 4日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立世田谷総合高等学
校における交流

アメリカ合衆国へ生徒1名を派遣。（H27.8 14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立国際高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国へ生徒1名を派遣。（H27.3 23日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立国際高等学校におけ
る交流

大韓民国へ生徒1名を派遣。（H27.7  5日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立富士高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒39名を派遣。（H27.8 14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立西高等学校における
交流

アメリカ合衆国へ生徒40名を派遣。（H27.3 10日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）
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都立井草高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒30名を派遣。（H27.8 10日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立大泉高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒34名を派遣。（H27.8 10日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

インドネシア共和国へ生徒7名を派遣。（H27.7 17日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

インドネシア共和国へ生徒1名を派遣。（H27.7 60日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

大韓民国へ生徒2名を派遣。（H27.10 6日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

フランス共和国へ生徒2名を派遣。（H27.3 21日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立北園高等学校におけ
る交流

ドイツ連邦共和国へ生徒2名を派遣。（H27.8  21日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立北園高等学校におけ
る交流

ドイツ連邦共和国へ生徒1名を派遣。（H27.8  21日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立北園高等学校におけ
る交流

ドイツ連邦共和国へ生徒を10名派遣。（H27.8  10日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立北園高等学校におけ
る交流

ドイツ連邦共和国へ生徒を5名派遣。（H27.10 8日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立北園高等学校におけ
る交流

タイ王国へ生徒を1名派遣。（H27.8  8日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立飛鳥高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒27名を派遣。（H27.7 12日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立白鴎高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒52名を派遣。（H27.7 17日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立淵江高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒2名を派遣。（H27.7 8日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立小岩高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒1名を派遣。（H27.7 12日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立葛飾総合高等学校に
おける交流

大韓民国へ生徒を2名派遣。（H27.10 6日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立科学技術高等学校に
おける交流

シンガポール共和国へ生徒を5名派遣。（H27.7 6日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立八王子東高等学校に
おける交流

台湾へ生徒を31名派遣。（H27.3 3日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立武蔵高等校における
交流

オーストラリア連邦へ生徒43名を派遣。（H27.3 10日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立小平高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国へ生徒を35名派遣。（H27.8  14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）
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都立国分寺高等学校にお
ける交流

オーストラリア連邦へ生徒を20名派遣。（H27.3  9日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立多摩科学技術高等
学校における交流

シンガポール共和国へ生徒を12名派遣。（H27.7 5日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立狛江高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒を24名派遣。（H27.8 14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立大島海洋国際高等
学校における交流

アメリカ合衆国へ生徒を25名派遣。（H27.3 4日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立小石川中等教育学
校における交流

オーストラリア連邦へ生徒を159名派遣。（H27.8 14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立小石川中等教育学
校における交流

オーストラリア連邦へ生徒を10名派遣。（H27.8 14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立立川国際中等教育
学校における交流

アメリカ合衆国へ生徒を13名派遣。（H27.3 8日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立三鷹中等教育学校に
おける交流

アメリカ合衆国へ生徒を46名派遣。（H27.3 10日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

都立狛江高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒を24名派遣。（H27.8 14日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

桜修館中等教育学校にお
ける交流

ニュージーランドへ生徒を31名派遣。（H27.8 12日間） 教育庁指導部指導企
画課
（内線：53-924）

②共同研究 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

海外研究機関・企業との
共同研究の推進
(H27)

韓国・シンガポール・中国の企業と共同研究契約を締結し、研究を
推進。契約件数：3件、契約総額：6,227,000円。

公立大学法人首都大
学東京
産学公連携センター
（042-677-2726）

③学術交流 平成27年度実績

事業名 所管局
(事業開始年度) (連絡先)

チリ共和国南極院との交
流（Ｈ２７）

チリ共和国南極院（instituto antartico chileno）との南極地域にお
ける生物採集について情報交換を行なった。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

④姉妹校交流 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

学生国際交流プログラム
(H24)

交流協定を結んでいるニーアン・ポリテクニック（シンガポール）の
エンジニアリング学科の学生が30名程度来日し、都立産業技術高
等専門学校の学生と文化交流やワークショップ、施設見学等を
行った。参加学生（都立産業技術高等専門学生）　平成27年度
46名

公立大学法人首都大
学東京　東京都立産業
技術高等専門学校
（03-3471-6331)

都立三田高等学校におけ
る交流 (H24)

韓国語クラブ生徒とemail交流。年に一回の本校訪問と歓迎レセプショ
ンの実施。国際理解委員会の生徒が中心になってキャンパスツアーを
行い、部活動体験も行っている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

内容・実績

内容・実績

内容・実績
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都立戸山高等学校におけ
る交流

来日時に本校に来てもらい、生徒同士の研究発表などをしている。ま
た、先方が本校生徒の訪問受け入れを表明してくれている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立桜町高等学校におけ
る交流 (S55)

・姉妹校の訪日訪問団が本校に来校した際の交流活動（日本文化体
験、部活動交流等）
・中華人民共和国への語学研修旅行の際の姉妹校における語学研修
および姉妹校生徒との交流活動

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立国際高等学校におけ
る交流

仁川外国語高校、ソウル外国語高校とは、本校2学年海外修学旅行の
中で一日・半日の学校交流を毎年行っている。2校は日本への海外修
学旅行の際に本校にて半日の学校交流を行うことがある。平成27年度
はソウル外国語高校へ訪問した。2校からの本校への訪問は平成27年
度にはなかった。ノースシドニーボーイズ高校とは、隔年で語学研修旅
行を行い、その際ホストファミリーを交換で提供している。平成27年度
実施なし。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立杉並高等学校におけ
る交流

　部活動見学、日本の伝統文化体験、生徒による交流活動を実施。相
手校から台湾の先住民族音楽･ダンス等の紹介があった。
　部活動体験では、少人数での交流活動、その後、全体交流会を実施
した。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

隔年で14名～39名の生徒が2週間程度ホームステイをしながらお互い
の学校に通学し、交流している。近年は隔年で7月～8月に生徒を派遣
し、9月にフォートストリート校の生徒の受け入れを行っている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立北園高等学校におけ
る交流

【スミス・ヒル・ハイスクール】　本校生徒のホームステイ、学校生活体
験、語学研修（毎年8月2週間40名程度）。相手校生徒のホームステイ
受入れ、本校訪問、体験授業（隔年9月）。
【フライホーフギムナジウム】　平成23年度、相手校が主催の「国際交流
プログラム」に参加。本校生徒7名を隔年、現地に派遣（ホームステ
イ）。隔年で、相手校生徒受入れ。本校訪問、体験授業、ホームステ
イ。
【テレッタ・グロースギムナジウム】　平成26年度より、姉妹校提携。26年
度、相手校生徒受入れ。本校訪問、体験授業、ホームステイ。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立飛鳥高等学校におけ
る交流 (H27)

ラスロマス高校　交換留学（6月受け入れ、夏季休業中派遣）、ウッドク
ロフト高校　秋季受け入れ

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立板橋有徳高等学校に
おける交流

ビデオレター、手紙の交換等 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立白鷗高等学校におけ
る交流 (H24)

・本校からの海外短期留学（スタディツアー）での受入
・姉妹校からのスタディツアーの受入
・教員間の交流
・生徒会の交流

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立八王子東高等学校に
おける交流

研修旅行による生徒同士の相互交流。 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立野津田高等学校にお
ける交流

本校英語研究同好会の活動として、生徒同士の手紙のやりとり等の交
流を行っている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立青梅総合高等学校に
おける交流 (H22)

日本文化の交流：「和太鼓」「茶道」等
隔年で生徒の相互訪問を実施：平成27年度は生徒19名、教員2名がド
イツを訪問。ホストファミリーの生徒と一緒に文化遺産等を訪問し、相互
の文化理解を深める。ホストファミリーの家族に滞在し、家族との交流を
深めた。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立小平高等学校におけ
る交流

学校訪問交流等 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）
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都立国分寺高等学校にお
ける交流

・年1回ずつ相互の学校を訪問する。
・相手校の生徒の家にホームステイし、学校に一緒に登校する。ホスト
の生徒と一緒に授業を受け、また文化交流活動を行う。
・学校として歓迎またはお別れの集会を実施する。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立狛江高等学校におけ
る交流

8月に本校から24名の生徒と2名の教員で引率し、生徒がキラウィ高校
の生徒宅へホームスティをしながら通学する。
11月にキラウィ高校から約20数名の生徒が2名の教員の引率のもと、狛
江高校に通学して授業を受ける交換留学。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立大島高等学校におけ
る交流 (H27)

平成27年9月に本校校長が相手校を訪問し、調印を行った。11月には
相手校校長が本校を訪れ、生徒に対して講演をしていただいた。平成
28年3月には本校生徒が相手校を訪問し、生徒同士の交流を行った。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立神津高等学校におけ
る交流

年間を通した文通、修学旅行時の交流・ホームステイ 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立大島海洋国際高等学
校における交流

航海学習実施時にはサイパン寄港時に学校を訪問して交流を行う。ま
た、3年生国際系クラスの希望者が例年3月に3泊4日でのホームステイ
と学校での授業体験を含む国際交流プログラムを海外体験学習と称し
て実施してきている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立小石川中等教育学校
における交流

・ 3学年全員対象の海外語学研修 ・スカイプ等を利用した姉妹校との
研究交流
・5学年全員対象の海外修学旅行
・姉妹校の本校への受け入れ
・後期生（4・5学年）希望者対象の理数系授業参加プログラム

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

⑤その他の交流 平成27年度実績

事業名 所管局
(事業開始年度) (連絡先)

モントレー湾水族館との友
好提携に基づく交流
（H27）

モントレー湾水族館から職員２名が来園。マグロ関連の情報交換を
行なった。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

モナコ海洋科学博物館と
の姉妹提携（H27)

開園25周年を記念し、モナコ海洋科学博物館と姉妹提携を締結。
平成27年度3名を派遣。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

①行政視察等の受入れ 平成27年度実績
事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

米国南ミシシッピ大学教員
同大学生の視察(H27)

平成27年５月22日、米国南ミシシッピ大学教員同大学学生に対
し、国家戦略特区及び総合特区(アジアヘッドクォーター特区）に
関する、制度及び取組の概要を説明。

政策企画局調整部渉
外課(21-188)

ケニア投資庁(KIA)の視察
(H27 ）

平成27年７月14日、ケニア投資庁投資家サービス部長、法務部長
代理等に対し、外国企業誘致に関する施策を説明。

政策企画局調整部渉
外課(21-188)

ドイツ ラインラント・プファ
ルツ州カイザースラウテル
ン市長の視察

平成27年10月26日、カイザースラウテルン市のクラウス・ヴェイチェ
ル市長に対し、国家戦略特区及び総合特区(アジアヘッドクォー
ター特区）に関する、制度及び取組の概要を説明。

政策企画局調整部渉
外課(21-188)

台湾国立政治大学大学
生の視察

平成27年11月11日、台湾国立政治大学のEMBAプログラム履修生
に対し、国家戦略特区及び総合特区(アジアヘッドクォーター特
区）に関する、制度及び取組の概要を説明。

政策企画局調整部渉
外課(21-188)

韓国国務調整室社会規
制審査課長の視察

平成27年12月21日、リ・クンボン韓国国務調整室社会規制審査課
長に対し、国家戦略特区及び総合特区(アジアヘッドクォーター特
区）に関する、制度及び取組の概要を説明。

政策企画局調整部渉
外課(21-188)

内容・実績

(2)   行政視察等の受入れ・派遣

内容・実績
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視察団の受入れ 平成27年11月4日にコソボ国ＩＣＴセンター講師の視察団を受け入
れ、都立産業技術高等専門学校の概要説明及び実習施設等の見
学案内を行った。

公立大学法人首都大
学東京　東京都立産業
技術高等専門学校
（03-3471-6331)

視察団の受入れ 平成28年2月22日に韓国ウソン大学の視察団を受け入れ、都立産
業技術高等専門学校の概要説明及び実習施設等の見学案内を
行った。

公立大学法人首都大
学東京　東京都立産業
技術高等専門学校
（03-3471-6331)

視察団の受入れ 平成28年１月15日、国交省窓口によるシンガポール都市再開発長
官以下１３名を受入れ、環状二号線新橋・虎ノ門地区市街地再開
発事業の事業説明及び虎ノ門ヒルズ内の視察を実施

都市整備局市街地整
備部再開発課（31-
356）

視察団の受入れ 平成27年4月27日、カンボジア王国より行政関係者5名を受入れ、
都営住宅の視察及び事業を説明。
平成27年7月4日、ミャンマー連邦共和国より行政関係者50名を受
入れ、都営住宅の視察及び事業を説明。
平成27年8月25日、ソウル市より住宅政策関係者7名を受入れ、都
営住宅事業を説明。

都市整備局都営住宅
経営部経営企画課
(31-511)

フランス共和国パリ市 平成27年5月8日、都市計画関係者3名を受入れ、東京の都市づく
りについて説明する。「※Ⅰ1（1）①に再掲」

都市整備局都市づくり
政策部広域調整課
(30-223)

視察団、研修団の受入れ アジア地域、欧州地域等をはじめ世界各国から2022名を受入れ、
局事業の説明や視察などを実施。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

各国のワクチン行政支援
のための研修（Ｈ27）

独立行政法人国際協力機構東京国際センター（ＪＩＣＡ東京）主催
の「ワクチン品質・安全性確保のための国家検定機関強化（WHO
との連携案件）」を目的とした研修において、アジア地域5ヶ国から
延べ9名を受入れ、「東京都の医薬品等監視指導」及び「検定、国
家検査」について概要説明（平成28年1月20日）。

福祉保健局健康安全
部薬務課（34-481）

視察団の受入れ 各国行政担当者8名（アルジェリア民主人民共和国、中華人民共
和国、エジプト・アラブ共和国、コソボ共和国、フィリピン共和国、セ
ルビア共和国、タイ王国）を受入れ、市場衛生検査所見学（平成27
年11月19日）。

福祉保健局健康安全
部
市場衛生検査所
（03-3547-8800）

視察団の受入れ 中華民国台中市動物保護処及び中華民国保護動物協会の計11
名（平成27年10月28日）、香港特別行政区政府漁農自然護理署
及びOIEアジア太平洋地域事務所の計4名（平成27年11月19日）、
大韓民国忠南大学の2名（平成28年1月20日） を受入れ、事業概
要の説明、施設見学、質疑応答を実施。

東京都動物愛護相談
センター
(03-3302-8700)

視察団の受入れ スウェーデン政府大臣・スウェーデン大使等7名（平成27年10月14
日）、及びNWEC（国立女性教育会館）人身取引被害者支援研修
生として、ミャンマー、ベトナム、ラオス、タイ、カンボジア、フィリピ
ン、マレーシアからの研修生14名（平成27年10月21日）を受入れ、
事業概要の説明、施設見学、質疑応答を実施。

福祉保健局
少子社会対策部
女性相談センター
(03-5261-3911)

視察団の受入れ 大韓民国域南市地域社会保障協議体6名を受入れ、心身障害者
福祉センターを見学（平成27年11月26日）。

福祉保健局障害者施
策推進部心身障害者
福祉センター（03-
3235-2952）視察団の受入れ 韓国　慶尚南道のイ・ヨンジュ障害者福祉課（係長級）、キム・ヒョン

スク障害者福祉課（係長級） ほか通訳1名　計17名を受入れ、ヘル
プマーク事業を説明（平成28年3月18日）。

福祉保健局障害者施
策部計画課（33-226）
※生活福祉部と合同

視察団の受入れ ミャンマーから労働大臣、行政関係者等6名を受入れ、城東職業能
力開発センター江戸川校の視察、職業訓練について説明。

産業労働局雇用就業
部能力開発課
（37-851）

調査団の受入れ 中華人民共和国から８名を受入れ、卸売市場の仕組み等を説明。 中央卸売市場管理部
市場政策課
内線　44-151
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視察団の受入れ
(H27)

アジア地域11ヶ国、北米地域2ヶ国、中南米地域9ヶ国、欧州地域
5ヶ国、オセアニア地域12ヶ国、中東地域2ヶ国及びアフリカ地域
21ヶ国から延べ854名を受入れ、場内施設案内及び市場の概要を
説明

中央卸売市場築地市
場管理課
03-3547-8011

視察団の受入れ アジア地域17カ国、アフリカ地域9カ国、北中南米地域3国、欧州
地域4カ国から延べ1,449名を受入、市場の概要を説明。
南アフリカ大使の視察他、アジア諸国8カ国240名を受入れ、場内
市場施設案内及び市場の概要を説明。

中央卸売市場大田市
場市場管理課
03-3790-6503

視察団の受入れ 平成27年10月15日、ソウル特別市からの研修生に対し、都道の維
持管理について説明

建設局道路管理部保
全課（40-511）

行政視察の受入れ
（H26)

平成27年12月2日から3日間、ソウル特別市から3名を受入れ、都
道の維持管理について説明

建設局道路管理部保
全課（40-531）

視察団の受入
（H27）

23カ国から、延べ43名を受入れ、神田川・環状七号線地下調節池
の視察対応。

建設局河川部計画課
(41-454)

視察団の受入
（H27）

ロシア、韓国から、12名を受入れ、河川事業概要を説明。 建設局河川部計画課
(41-454)

視察団の受入
（H27）

アジア地域2カ国から、延べ27名を受入れ、水門管理センターの視
察対応。

建設局河川部計画課
(41-454)

視察団の受入れ
(H27)

常陸宮殿下、同妃殿下、リトアニア大使、鳥類保護連盟（第69回野
鳥保護のつどい）約40名の視察（H27.5.10/浜離宮恩賜庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H27)

台湾TAITRA会長の園内視察（H27.5.21/浜離宮恩賜庭園） 建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H27)

舛添都知事のアテンドによるロシアトムスク州知事ほか大使館視察
約25名（H27.6.10/浜離宮恩賜庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H27)

ドイツ国務長官の視察7名（H27.7.5/浜離宮恩賜庭園） 建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H27)

KOTRA（大韓貿易投資振興公社） の視察4名（H27.10.7/浜離宮
恩賜庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H27)

舛添都知事のアテンドによるロシア市長ほか大使館視察約13名
（H27.10.22/浜離宮恩賜庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H28)

ベトナム人民軍副参謀長令夫人ほかの視察10名（H27.10・27/浜
離宮恩賜庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H27)

東京・東北地域の連携による外国人旅行者誘致ツアー
（H27.11.17）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

技術指導者の受入れ
(H2７)

中国より、ジャイアントパンダ繁殖に向けた技術指導のため専門家
2名の招聘を行った（H27.4.1～5.27）。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年4月、中国・成都の動物園整備関係者9名の視察を受け
入れた。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年4月、タイ王国動物園局から3名の視察を受け入れた。 建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年6月、イギリス・ペイントン動物園から飼料学専門家1名の
視察を受け入れた。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)
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視察団の受入れ
(H27)

平成27年7月、アメリカからゾウの専門家1名の視察を受け入れた。 建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年7月、インドネシア･タマンサファリから1名の視察を受け入
れた。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年11月、ソウル大公園及び韓国・大田動物園から獣医師2
名の視察を受け入れた。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年11月、サンディエゴ動物園及びサンディエゴサファリパー
クから、専門家4名の視察を受け入れた。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年12月、台北動物園から4名の視察を受け入れた。 建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年12月、ソウル大公園から3名の視察を受け入れた。 建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成28年1月、台北動物園から副園長1名の視察を受け入れた。 建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成28年1月、ソウル大公園から6名の視察を受け入れた。 建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成28年2月、ドバイサファリから園長外2名の視察を受け入れた。 建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

技術指導者の受入れ
(H2７)

中国より、ジャイアントパンダ繁殖に向けた技術指導のため専門家
1名の招聘を行った（H28.2.5～2.19）。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成28年2月、韓国・エバーランド動物園から獣医師1名の視察を
受け入れた。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5172)

視察団の受入れ
(H27)

平成27年4月、オーストリア・アルペン動物園から、3名の視察を受
入れた。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H27)

平成27年6月、韓国・全州動物園から、4名の視察を受入れた。 建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H27)

平成27年10月、マレーシアおよびタイから、2名の視察を受入れ
た。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H27)

平成27年10月、シンガポール動物園から、3名の視察を受入れた。 建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H27)

平成27年10月、スイス・ITG(国際タヒグループ)から、1名の視察を
受入れた。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H27)

平成27年11月、韓国・デジョン動物園、ソウル動物園から、2名の視
察を受入れた。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H27)

平成27年12月、タイ王国動物園機構から、2名の視察を受入れた。 建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H27)

平成28年1月、韓国・ソウル動物園から、6名の視察を受入れた。 建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）
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視察団の受入れ
(H27)

JICA課題別研修としてアフリカ諸国の各国の水産行政及び水産技
術関係者らの視察受け入れを2回実施。延べ12名。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

SATREPS水産養殖技術開発研究プロジェクトネットワークより、タ
イ、パナマ、ベトナム、メキシコ、マレーシアの研究者の視察を受け
入れた。延べ20名。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST)の日本・アジア青少年
サイエンス交流事業としてミャンマーより研究者の視察を受け入れ
た。1名。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

メキシコ北西部生物学研究センター（CIBNOR)より、研究者1名の
視察を受け入れた。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

韓国・ソウル市立大学校造景学科都市生態学研究室より教授他学
生19名の視察を受け入れた。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

フランス・パリ動物園から職員1名の視察を受け入れた。 建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

米国・バンクーバー水族館から職員の視察を受け入れた。 建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

米国・ジョージア水族館から職員の視察を受け入れた。 建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

台湾・台北動物園から職員の視察を受け入れた。 建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H27)

米国・モントレー湾水族館から職員の視察を受け入れた。 建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ 欧州・アフリカ地域２カ国、アジア地域２カ国から、のべ約４０名を受
入れ、局事業概要を説明。

交通局総務部お客様
サービス課（46-146）

視察団の受入れ アジア地域から119名、アフリカ地域から62名、中東地域から56名、
欧州地域から16名、北米・中南米地域から2名、大洋州地域から2
名の延べ257名を受入れ、局概要の説明や施設見学等を実施

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

視察団の受入れ 83の国と地域から計2,189人を受入れ、下水道事業に関する概要
説明、施設・現場見学等を実施。

下水道局総務部
理財課
（51-153）

視察団の受入れ（教育委
員会）

中国、韓国から延べ59名を受入れ、東京都教育委員会の概要や
教員の研修制度等について説明

教育庁総務部総務課
（内線53-112）

都立三田高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒15名を受入れ。（H27.4　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立三田高等学校におけ
る受入れ

大韓民国より生徒・引率者29名を受入れ。（H27.5　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立三田高等学校におけ
る受入れ

中華人民共和国より生徒・引率者32名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立三田高等学校におけ
る受入れ

フランス共和国より生徒・引率者18名を受入れ。（H27.10　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立三田高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者32名を受入れ。（H27.3　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）
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都立八潮高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者8名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立八潮高等学校におけ
る受入れ

モンゴルより留学生１名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立八潮高等学校におけ
る受入れ

アルジェリア民主人民共和国より留学生1名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立八潮高等学校におけ
る受入れ

セルビア共和国より留学生1名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立八潮高等学校におけ
る受入れ

タイ王国より留学生1名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立八潮高等学校におけ
る受入れ

台湾、マレーシアより生徒・引率者74名を受入れ。（H27.2　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立戸山高等学校におけ
る受入れ

大韓民国より生徒・引率者26名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立戸山高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者33名を受入れ。（H27.4　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立桜町高等学校におけ
る受入れ

中華人民共和国より生徒・引率者43名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立千歳丘高等学校にお
ける受入れ

大韓民国より生徒・引率者33名を受入れ。（H27.9　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立千歳丘高等学校にお
ける受入れ

中華人民共和国より教員32名を受入れ。（H27.12　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立世田谷総合高等学校
における受入れ

アメリカ合衆国より生徒1名を受入れ。（H27.6　20日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立総合工科高等学校に
おける受入れ

台湾より生徒・引率者41名を受入れ。（H27.12　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立国際高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者9名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立国際高等学校におけ
る受入れ

カンボジア王国より生徒・引率者40名を受入れ。（H27.9　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-924）

都立国際高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒1名を受入れ。（H27.7　11日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-925）

都立富士高等学校におけ
る受入れ

マレーシアより生徒・引率者15名を受入れ。（H27.11　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-926）

都立富士高等学校におけ
る受入れ

モンゴルより生徒・引率者13名を受入れ。（H27.4　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-927）

都立富士高等学校におけ
る受入れ

モンゴルより生徒・引率者15名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-928）

都立杉並高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者60名を受入れ。（H27.4　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-929）
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都立井草高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者6名を受入れ。（H27.7　3日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-930）

都立杉並総合高等学校に
おける受入れ

台湾より生徒・引率者35名を受入れ。（H27.5　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける受入れ

中華人民共和国より生徒・引率者36名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-932）

都立杉並総合高等学校に
おける受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者52名を受入れ。（H27.7　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-933）

都立杉並総合高等学校に
おける受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者28名を受入れ。（H27.9　9日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-934）

都立杉並総合高等学校に
おける受入れ

大韓民国より生徒・引率者35名を受入れ。（H27.11　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-935）

都立大泉桜高等学校にお
ける受入れ

中華人民共和国より生徒・引率者35名を受入れ。（H27.11　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-936）

都立北園高等学校におけ
る受入れ

ロシア連邦より生徒・引率者30名を受入れ。（H27.11　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-937）

都立王子総合高等学校に
おける受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者13名を受入れ。（H27.6　3日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-938）

都立飛鳥高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者12名を受入れ。（H27.6　5日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-939）

都立飛鳥高等学校におけ
る受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者9名を受入れ。（H27.10　7日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-940）

都立白鷗高等学校におけ
る受入れ

トルコ共和国より生徒・引率者12名を受入れ。（H27.9　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-941）

都立白鷗高等学校におけ
る受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者24名を受入れ。（H27.9　5日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-942）

都立白鷗高等学校におけ
る受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者16名を受入れ。（H27.9　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-943）

都立白鷗高等学校におけ
る受入れ

ドイツ連邦共和国より生徒・引率者51名を受入れ。（H27.10　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-944）

都立淵江高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者16名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-945）

都立淵江高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者35名を受入れ。（H27.12　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-946）

都立淵江高等学校におけ
る受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者15名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-947）

都立淵江高等学校におけ
る受入れ

東京学芸大学より留学生・引率者12名を受入れ。（H27.2　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-948）

都立小岩高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者10名を受入れ。（H27.6　7日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-949）
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都立小岩高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者35名を受入れ。（H27.5　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-950）

都立小岩高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者33名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-951）

都立葛飾総合高等学校に
おける受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者18名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-952）

都立葛飾総合高等学校に
おける受入れ

大韓民国より生徒・引率者34名を受入れ。（H27.9　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-953）

都立松が谷高等学校にお
ける受入れ

台湾より生徒・引率者22名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-954）

都立松が谷高等学校にお
ける受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者16名を受入れ。（H27.3　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-955）

都立松が谷高等学校にお
ける受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者13名を受入れ。（H27.3　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-956）

都立日野台高等学校にお
ける受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率者11名を受入れ。（H27.6　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-957）

都立翔陽高等学校におけ
る受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者36名を受入れ。（H27.4　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-958）

都立翔陽高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者32名を受入れ。（H27.1　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-959）

都立昭和高等学校におけ
る受入れ

ハンガリーより生徒・引率者7名を受入れ。（H27.8　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-960）

都立青梅総合高等学校に
おける受入れ

ドイツ共和国連邦より生徒・引率者18名を受入れ。（H27.8　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-961）

都立小平高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者74名を受入れ。（H27.4　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-962）

都立小平高等学校におけ
る受入れ

アメリカ合衆国より生徒・引率9名を受入れ。（H27.6　3日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-963）

都立小平高等学校におけ
る受入れ

台湾より生徒・引率者20名を受入れ。（H27.7　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-964）

都立小平高等学校におけ
る受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者20名を受入れ。（H27.9　3日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-965）

都立小平高等学校におけ
る受入れ

ニュージーランドより生徒・引率者4名を受入れ。（H27.9　14日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-966）

都立小平高等学校におけ
る受入れ

デンマーク王国より生徒・引率者26名を受入れ。（H27.3　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-967）

都立狛江高等学校におけ
る受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者23名を受入れ。（H27.11　14日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-968）

都立若葉総合高等学校に
おける受入れ

スイス連邦より生徒1名を受入れ。（H27.7　14日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-969）
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都立小石川中等教育学校
における受入れ

台湾より生徒・引率者22名を受入れ。（H27.11　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-970）

都立小石川中等教育学校
における受入れ

シンガポール共和国より生徒・引率者30名を受入れ。（H27.11　1日
間）

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-971）

都立小石川中等教育学校
における受入れ

エジプト・アラブ共和国より教員4名を受入れ。（H27.11　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-972）

都立南多摩中等教育学校
における受入れ

アメリカ合衆国より生徒1名を受入れ。（H27.6　4日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-973）

都立三鷹中等教育学校に
おける受入れ

オーストラリア連邦より生徒・引率者30名程度を受入れ。（H27.4　1日
間）

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-974）

都立三鷹中等教育学校に
おける受入れ

台湾より生徒・引率者36名を受入れ。（H27.11　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-975）

都立三鷹中等教育学校に
おける受入れ

大韓民国より生徒・引率者36名を受入れ。（H27.2　1日間） 教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-976）

都立町田総合高等学校に
おける受入れ

バングラデシュ人民共和国より生徒・引率者25名を受入れ。（H27.10
1日間）

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-977）

視察の受入れ（H27） 平成27年7月1日、大韓民国ソウル図書館職員2名を受入れ、都立
図書館の概要説明及び館内案内を行った。

教育庁中央図書館
（03-3442-8451）

視察の受入れ（H27） 平成27年12月17日、大韓民国テグ広域市職員2名を受入れ、都立
図書館の概要説明及び館内案内を行った。

教育庁中央図書館
（03-3442-8451）

「議会運営・選挙管理」セ
ミナー研修

アジア、中東、大洋州、アフリカ地域9ヶ国からの議会事務局及び
選挙管理委員会関係者13名に対し、日本の選挙行政の実際や都
議会議員選挙の運営について説明（JICA委託、日本政治総合研
究所実施事業）

選挙管理委員会事務
局選挙課
（内線55-131）

視察団の受入れ 平成27年4月9日、ナイロビ市議会視察団7名を受入れ、都議会概
要説明及び議事堂案内を行った。

議会局調査部調査情
報課（56-352）

視察団の受入れ 平成27年5月19日、韓国行政自治部一行5名を受入れ、都議会概
要説明及び議事堂案内を行った。

議会局調査部調査情
報課（56-352）

視察団の受入れ 平成27年12月18日、ベトナム国会図書館研修生2名を受入れ、都
議会概要説明及び議事堂案内を行った。

議会局調査部調査情
報課（56-352）

視察団の受入れ 80ヶ国1地域から、延べ1,065名を受入れ、施設見学・業務概要説
明等を行い、警視庁の活動を積極的に広報するとともに、国際協
力に寄与した。

警視庁総務部広報課
03-3581-4321(21616)

交通管制センターへの視
察・見学の受入れ

アジア380名、欧州68名、北米・中南米82名、アフリカ・中東79名、
オセアニア13名の合計622名を受入れ、交通管制センターの概要
を説明。

警視庁
交通部交通管制課
03-3581-4321
(7850-5311)

視察団の受入れ アジア地域9ヶ国、中東地域5ヶ国、欧州地域5ヶ国、北米地域2ヶ
国、中南米地域7ヶ国、アフリカ地域6ヶ国、大洋州地域1ヶ国、その
他1地域から延べ303名を受け入れ、当庁の概要を説明した。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

視察団の受入れ 大韓民国研究機関研究者8名に対し、消防技術安全所の業務紹
介、施設案内を実施した。

東京消防庁消防技術
安全所消防技術課
3466-1515（内線6347)

平成28年東京消防出初
式への参加受入れ

平成28年東京消防出初式及び予行において、インドネシア共和国
から救助隊員5名を受け入れ、消防演技を実施した。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の業務を紹介するパンフ
レット「東京の消防」（日本語・英語併記）12,000部を作成・配布し
た。

東京消防庁企画調整
部広報課
3212-2111（内線2306）
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外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の消防救助機動部隊の概
要を紹介するパンフレット「消防救助機動部隊」（日本語・英語併
記）を配布した。

東京消防庁企画調整
部広報課
3212-2111（内線2306）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の行政の概要を紹介する冊
子「INFORMATIONAL BOOK」（英語）800部を作成・配布した。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

外国人への防災知識の普
及(外国人向け資料の作
成）

災害救急情報センターのパンフレット「災害救急情報センター
（Command and Control Center）」（日本語・英語）を2,000部作成、
配布した。

東京消防庁警防部総
合指令室
3212-2111(内線3745)

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の震災対策を紹介するパン
フレット「東京消防庁の震災対策」（日本語・英語併記）を配布し
た。

東京消防庁防災部震
災対策課
3212-2111（内線3965）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

東京の救急制度、応急手当等を外国人に広報し、より安全に生活
し旅行できる東京都のイメージを深めるため、「東京の救急」（日本
語・英語併記）8,000部を作成・配布した。

東京消防庁救急部救
急指導課
3212-2111（内線4625）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来隊する外国人消防関係者等に東京消防庁の航空隊の概要を紹
介するパンフレット「空の消防」（日本語・英語併記）7,000部を作
成・配布した。

東京消防庁装備部航
空隊
042-521-0190（内線
5685)

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に東京消防庁の消防学校の概要を
紹介するパンフレット「消防学校」（日本語・英語併記）700部を作
成・配布した。

東京消防庁消防学校
校務課
3466-1511（内線6070)

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に東京消防庁の消防技術安全所
の概要を紹介するパンフレット「消防技術安全所」（日本語・英語併
記）2,500部を作成・配布した。

東京消防庁消防技術
安全所消防技術課
3466-1515（内線6347)

外国人への防災知識の普
及

外国人来館者を東京消防庁消防防災資料センター(消防博物館)
に7,168人受入れ。

東京消防庁消防防災
資料センター(消防博
物館)
3353-9119外国人への防災知識の普

及（外国人向け資料の作
成）

来館する外国人消防関係者等に東京消防庁消防防災資料セン
ター(消防博物館)の概要を紹介するパンフレット「消防博物館」（日
本語・英語併記）65,000部を作成・配布した。

東京消防庁消防防災
資料センター(消防博
物館)
3353-9119

②来都外国人接遇 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

表敬訪問 東京都を訪問する外国人から、知事が表敬を受けている。
平成27年度実績：知事への表敬訪問　36件358名

政策企画局
外務部事業課
（21-415）

在京大使館等との情報連
絡会

在京の各国大使等を招き、都政の重要事業の説明や施設見学を
実施して都政への理解を深めてもらうとともに、知事はじめ都幹部
と意見交換・相互交流を行っている。
平成27年度実績：平成２８年１月1４日実施。
参加公館数：92　　参加者数：155名

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-431）

在京大使館等との防災連
絡会

災害時の外国人支援における在京大使館等との連携強化を目的
として在京大使館等の防災責任者を対象に、発災時の都の施策を
説明し、情報連絡体制の強化を図っている。
平成27年度実績：平成27年7月10日実施
参加公館数：41、参加者数：50名

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-431）

表敬訪問 アジア地域6ヶ国から25名の表敬を受けた。（行政視察等の受入れ
と重複）

環境局総務部環境政
策課（42-166）

内容・実績
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表敬訪問 マレーシアから5名の表敬を受けた。
（Ｈ27.4）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

表敬訪問 ミャンマー連邦共和国から8名の表敬を受けた。
（Ｈ27.12）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

表敬訪問 中華人民共和国から6名の表敬を受けた。
（Ｈ27.12）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

表敬訪問 南アフリカ共和国から20名の表敬を受けた。
（Ｈ28.1）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

表敬訪問 マレーシアより７名の表敬を受けた。 下水道局総務部
理財課
（51-153）

表敬訪問 タイ工業省（6名）の訪問を受けた。
(平成27年5月22日）

議会局管理部秘書課
(56-112)

表敬訪問 モンゴル国ウランバートル市長（8名）の訪問を受けた。
(平成27年9月25日）

議会局管理部秘書課
(56-112)

表敬訪問 台北市長（40名）の訪問を受けた。
(平成28年1月25日）

議会局管理部秘書課
(56-112)

表敬訪問 インド ウッタル・プラデッシュ州代表団（24名）の訪問を受けた。
(平成28年3月29日）

議会局管理部秘書課
(56-112)

表敬訪問 アジア地域12ヶ国、北米地域2ヶ国、中南米地域4ヶ国、欧州地域
4ヶ国、大洋州地域1ヶ国、中東地域2ヶ国、アフリカ地域5ヶ国から
延べ82名の表敬を受けた。

警視庁総務部広報課
03-3581-4321(21616)

表敬訪問 アジア地域7ヶ国、中東地域2ヶ国、欧州地域4ヶ国、北米地域1ヶ
国、中南米地域3ヶ国、アフリカ地域6ヶ国、その他2地域から延べ
71名の表敬を受けた。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

③行政視察の派遣 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

英国ロンドン市 平成27年6月29日、都職員3名を派遣し、都市計画関係者5名から
ロンドンの都市づくりについて説明を受ける。「※Ⅰ１（１）①に再
掲」

都市整備局都市づくり
政策部広域調整課
(30-223)

フランス共和国イルドフラ
ンス

平成27年7月2日、都職員を3名派遣し、都市計画関係者7名からイ
ルドフランスの都市づくりについて説明を受ける。

デンマーク王国コペン
ハーゲン市

平成27年7月3日、都職員3名を派遣し、都市計画関係者4名からコ
ペンハーゲンの都市づくりについて説明を受ける。

東京港のポートセールス
(S55)

アメリカ地域の船社等に対しての東京港のPR活動、港湾管理者と
の意見交換を実施。

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

東京都議会海外調査団の
派遣

海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査
を行い、その成果を議会活動に反映させる目的で派遣。
(1)オセアニア地域、8日間、7名
(2)欧州地域、10日間、3名
(3)イギリス、7日間、11名

議会局調査部調査情
報課（56-352）

ロンドン市の視察 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）ロンドン市で
視察を実施。派遣人数3名
（派遣期間 平成27年7月5日～平成27年7月9日）

東京消防庁企画調整
部オリンピック・パラリン
ピック準備室　3212-
2111（内線2415）

内容・実績

都市整備局都市づくり
政策部広域調整課
(30-223)
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リオデジャネイロ州の視察 ブラジル連邦共和国リオデジャネイロ州で視察を実施。派遣人数6
名
（派遣期間 平成27年11月21日～平成27年11月28日）

東京消防庁企画調整
部オリンピック・パラリン
ピック準備室　3212-
2111（内線2415）

ロンドン市の視察 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）ロンドン市で
視察を実施。派遣人数6名
（派遣期間 平成28年1月11日～平成28年1月17日）

東京消防庁企画調整
部オリンピック・パラリン
ピック準備室　3212-
2111（内線2415）

海外消防事情調査員の派
遣

アメリカ合衆国（ロサンゼルス、ロングビーチ）及びカナダ（バンクー
バー、トロント）で視察を実施。派遣人数2名
（派遣期間 平成27年11月9日～ 平成27年12月4日）

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3146）

①動物の交換 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

動物の交換（H27） ケープペンギン3羽（メス）を動物交換でシンガポール動物園へ搬
出した（H27.6.8）。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5171）

動物の交換(H27) カナダ・トロント動物園所有のユキヒョウのオス1頭とユキヒョウのメス
1頭の動物交換を行った。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

動物の交換(H27) デンマーク王国カットガットセンターからランプサッカー50尾を動物
交換で搬入した。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

動物の交換(H27) 南アフリカ共和国TwoOceansAquariumへタカアシガニ4個体を動物
交換で搬出した。

建設局
葛西臨海水族園
（03-3869-5152）

②共同繁殖等 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

ニシローランドゴリラの共
同繁殖
（H18）

オーストラリア・NSW州タロンガ動物園からニシローランドゴリラのオ
ス１頭を受け入れ、共同繁殖に取り組んでいる。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5171）

ジャイアントパンダの共同
研究（H22)

平成22年7月26日、「中国野生動物保護協会と日本国東京都との
ジャイアントパンダ保護研究実施の協力協定書」が調印された。こ
れに基づき、平成23年2月21日、ジャイアントパンダ2頭（オス1、メス
1）を受け入れ、共同での繁殖研究プロジェクトを開始した。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5171）

アイアイの貸付け（H27） イギリス･ダレルコンサベーショントラストとの共同研究のためアイア
イ1頭（メス）を貸付けた（H27.9.10）。

建設局
恩賜上野動物園
（03-3828-5171）

①財政支援 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

在住外国人支援事業助
成
(H20)

民間団体が自主的に企画・実施する都内在住外国人を対象とした
コミュニケーション支援などの在住外国人支援事業に対し、事業費
の一部を助成する。平成27年度：4件
※14 (1)   民間団体への支援に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

内容・実績

内容・実績

(4)   都民の自主的な交流活動への支援

(3)   動物等の交換

内容・実績
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②国際情報提供 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国際情報提供
(H7)

都民の国際交流・協力の促進及び在京外国人の生活の円滑化に
資するため、東京都国際交流委員会が国内外の情報を収集・提供
する。
国際交流・協力情報コーナーにおける情報提供：件数284件(平成
27年度)
ホームページでの情報の提供：アクセス数1,961,256件(平成27年
度)
・国際交流・協力ニュース「れすぱす東京」等
・外国人向けに生活情報等を多言語（日本語、英語、中国語、韓
国・朝鮮語）で掲載
※12 (2)   都民の国際的な活動の促進に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

国際情報提供 下水道局の技術情報を発信するニュースレター「R＆R」を掲載。
提供方法：下水道局ホームページ

下水道局総務部
広報サービス課
（51-051）

内容・実績
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(1)　専門家等の派遣 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

スポーツ指導者派遣事業
（H26）

ニューサウスウェールズ、北京、ソウルの三都市に、優秀な柔道指
導者を派遣し、スポーツを通じた国際貢献を実施するともに、ジュ
ニア選手の技術向上及び指導者のスキルアップを目指す。
【派遣期間】平成27年11月13日～11月14日（ニューサウスウェール
ズ）
　　　　　　　 平成27年11月16日～11月17日（北京）
　　　　　　   平成27年11月19日～11月20日（ソウル）
【指導者派遣人数】ニューサウスウェールズ及び北京3名、ソウル2
名

オリンピック・パラリン
ピック準備局
スポーツ推進部事業推
進課（38－233）

ICAP講習会 平成27年5月21-22日に大韓民国　ソウル市で開催。職員2名を派
遣。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
(42-783)

北京市大気質改善技術
交流事業

平成28年1月12日から1月30日までの間、東京都環境科学研究所
の大気質改善分野の研究員1名を北京市環境保護研究院へ派
遣。
（１．（１）①に記載。再掲）

環境局総務部環境政
策課(42-165)

中国への大気質改善にか
かる協力事業検討調査団
への随行

平成28年3月16日から3月18日までの間、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の
依頼を受け、中国北京市へ職員1名を派遣。

環境局総務部環境政
策課(42-165)

ミャンマー・ヤンゴン市開
発委員会水道事業運営
改善プロジェクトセミナー
実施に係る職員の派遣

国際協力機構(ＪＩＣＡ)の依頼を受け、ミャンマー・ヤンゴン市に職員
を4名派遣

(派遣期間：Ｈ28.1.24～Ｈ28.1.30)

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

インドネシア共和国派遣 市民警察活動促進プロジェクトに係る専門家として、インドネシア
国家警察へ延べ5名を派遣。
派遣分野：組織運営・現場人材錬成（H24.10.22～H27.8.31）
　　　　　　　総合鑑識技能練成（H25.6.24～H27.6.23）
　　　　　　　総合鑑識技能練成（H2７.6.8～H29.6.7）
　　　　　　　市民警察活動（H27.12.14～H28.2.14）
                指紋照合鑑識（H28.2.15～H28.3.12）

警視庁
警務部人事第一課
03-3581-4321(26153)

トルコ共和国派遣 トルコ国内で実施されているアフガニスタンの女性警察官支援のた
め、トルコ共和国シヴァスへ1名を派遣。
派遣分野：女性警察官支援（H27.10.5～H2７.10.18）

警視庁
警務部人事第一課
03-3581-4321(26153)

防災フェスティバル2015 大韓民国ソウル市における防災イベントの消防演習及びセミナー
の参加者として4名派遣。
（派遣期間平成27年4月21日～平成27年4月25日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

台北市防災訓練 台湾台北市における防災訓練の参加者として5名派遣。
（派遣期間平成27年4月26日～平成27年4月30日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

日台救急医療国際研修
会

台湾内政部消防署における救急業務研修の講師として2名派遣。
（派遣期間平成27年5月10日～平成27年5月15日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

チリ共和国中南米防災人
材育成拠点化支援プロ
ジェクト

チリ共和国における救急救助研修の講師として1名派遣。
（派遣期間平成27年10月17日～平成27年10月30日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

台湾南部地震災害現地
調査

台湾南部で発生した地震の現地調査員として1名派遣。
（派遣期間平成28年2月6日～平成28年2月7日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

ミャンマーにおける防災分
野の人材育成と国際交流
の推進事業

ミャンマー連邦共和国における消防車両取扱い及び整備研修の
講師として3名派遣。
（派遣期間平成28年2月7日～平成28年2月21日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

3国際協力

内容
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平成27年度自治体国際
協力専門家派遣事業

ブルネイ・ダルサラーム国におけるビルの防火管理研修の講師とし
て1名派遣。
（派遣期間平成28年2月15日～平成28年2月19日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

(2)　研修生の受入れ 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

JICAインド国別研修「社
会・産業インフラとしての
法定計量」受入事業(H5)

平成28年2月1～2日にインドからの研修生14名を受入れ。 生活文化局計量検定
所管理指導課
（5617-6643）

北京市大気質改善技術
交流事業

平成27年11月15日から12月14日までの間、北京市環境保護科学
研究院の大気質改善分野の研究員2名を東京都環境科学研究所
にて受け入れた。
（１．（１）①に記載。再掲）

環境局総務部環境政
策課(42-165)

研修生受入れ（H27） JICA研修として13名を受入れ。 建設局河川部計画課
(41-454)

視察団の受入れ アジア地域カ国から119名、アフリカ地域から62名、中東地域から
56名、欧州地域16名、北米・中南米地域から2名、大洋州地域から
2名の延べ257名を受入れ、局概要の説明や施設見学等を実施
※本項目は全項目が、2国際交流のための多様な取組み（2）行政
視察等の受入れ・派遣に再掲

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

研修生の受入れ ＪＩＣＡ等の研修の一環として、下水道処理施設などへ計247名の研
修生を受入れ。

下水道局総務部
理財課(51-153)

JICA国別研修「テヘラン
地震災害軽減・大都市防
災担当者研修」

イラン・イスラム共和国から12名受け入れ、職員1名が大規模地震
発生時における火災多発時の当庁における部隊運用及び他官庁
との連携について講義を行った。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

JICA国別研修「チリ国中
南米防災人材育成拠点
化支援プロジェクト」都市
救急救助研修

第二消防方面本部消防救助機動部隊、消防学校、第三消防方面
本部消防救助機動部隊へチリ共和国から2名受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

JICA国別研修「マレーシ
ア消防行政能力向上研
修」

マレーシアから20名受け入れ、職員1名が火災調査に関する講義
を行った。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

JICA集団研修「救急救助
技術研修」

第八消防方面本部消防救助機動部隊へエジプト・アラブ共和国、
レソト王国、ネパール連邦民主共和国、ニウエ、パナマ共和国、パ
プアニューギニア独立国、サモア独立国、タンザニア連合共和国、
マラウイ共和国から11名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

「JENESYS2．0」2015年度
中国高校生訪日団第2陣
Aコース訪日団

西東京消防署及び消防学校へ中華人民共和国から合計125名を
受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

内政部消防署訓練セン
ター指揮体制特別研修

消防学校、第三消防方面本部消防救助機動部隊、丸の内消防
署、麹町消防署会議室、本所防災館へ台湾から4名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

防災センター実務講習・
自衛消防業務再講習・防
火防災管理新規講習（２
日目）聴講

本所都民防災センター及び消防技術試験講習場へ台湾から1名
を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

台北市政府創意工夫提
案制度研修者

本所防災館、第三消方面本部消防救助機動部隊へ台湾から21名
を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

内容
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内政部消防署救急医研
修

第二消方面本部消防救助機動部隊へ台湾から2名を受入れ。 東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

台湾救急事業団研修 麹町消防署会議室、災害救急情報センター、救急相談センター、
東京防災救急協会、航空隊、消防学校、福祉保健局へ台湾から
14名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

マレーシア市民保護局大
学生消防団

消防学校へマレーシアから35名を受入れ。 東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

香港警察局員ロープ技術
習得研修

災害救急情報センター、第六消方面本部消防救助機動部隊へ香
港から3名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

JICA国別研修「テヘラン
地震災害軽減・大都市防
災担当者研修」

イラン・イスラム共和国から12名受け入れ、職員1名が大規模地震
発生時における火災多発時の当庁における部隊運用及び他官庁
との連携について講義を行った。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

JICA国別研修「チリ国中
南米防災人材育成拠点
化支援プロジェクト」都市
救急救助研修

第二消防方面本部消防救助機動部隊、消防学校、第三消防方面
本部消防救助機動部隊へチリ共和国から2名受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

JICA国別研修「マレーシ
ア消防行政能力向上研
修」

マレーシアから20名受け入れ、職員1名が火災調査に関する講義
を行った。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

JICA集団研修「救急救助
技術研修」

第八消防方面本部消防救助機動部隊へエジプト・アラブ共和国、
レソト王国、ネパール連邦民主共和国、ニウエ、パナマ共和国、パ
プアニューギニア独立国、サモア独立国、タンザニア連合共和国、
マラウイ共和国から11名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

「JENESYS2．0」2015年度
中国高校生訪日団第2陣
Aコース訪日団

西東京消防署及び消防学校へ中華人民共和国から合計125名を
受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

内政部消防署訓練セン
ター指揮体制特別研修

消防学校、第三消防方面本部消防救助機動部隊、丸の内消防
署、麹町消防署会議室、本所防災館へ台湾から4名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

防災センター実務講習・
自衛消防業務再講習・防
火防災管理新規講習（２
日目）聴講

本所都民防災センター及び消防技術試験講習場へ台湾から1名
を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

台北市政府創意工夫提
案制度研修者

本所防災館、第三消方面本部消防救助機動部隊へ台湾から21名
を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

内政部消防署救急医研
修

第二消方面本部消防救助機動部隊へ台湾から2名を受入れ。 東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

台湾救急事業団研修 麹町消防署会議室、災害救急情報センター、救急相談センター、
東京防災救急協会、航空隊、消防学校、福祉保健局へ台湾から
14名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

マレーシア市民保護局大
学生消防団

消防学校へマレーシアから35名を受入れ。 東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

香港警察局員ロープ技術
習得研修

災害救急情報センター、第六消方面本部消防救助機動部隊へ香
港から3名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）
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(3)　物資協力・資金援助 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

都有地の無償貸付
（H20）

国連大学へ土地を無償貸付（H21.2.27～H41.2.26） 財務局財産運用部
活用促進課（26-521）

①留学生の受入れ 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

留学生受入れ 留学生数　435名　(H27.5.1現在)
（内　訳）
課程別：学部52名、博士前期126名、博士後期168名、研究生等89
名
国籍別：中国267名、韓国31名、他137名

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京
（042－677-2030）

留学生受入れ 留学生数　42名　(H27.5.1現在)
（内訳）
課程別：専門職学位課程42名
国別：　中国　40名、韓国　1名、ベトナム1名

公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
(03-3472-7831)

マレーシア
ジョホール州
マレーシア工科大学

大学の世界展開力強化事業（AIMSプログラム）実施のため、学生５
名を受入（H27.9.7～H28.1.25）（2-(1)-①既出）。

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京（南大沢
キャンパス）
（042－677－2694）

②留学生会館等の運営 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

連絡バスの運行
（H24)

留学生の宿泊施設（りえんと多摩平）と最寄りキャンパスとの連絡バ
スを運行した。（1日4便）

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
（042-677-2011）

太田記念館の運営
(S59)(H2開館)

日中友好のために役立てて欲しいと故太田宇之助氏より寄贈を受
けた土地に建設した留学生宿舎。北京市との交流事業の一環とし
て、北京市出身の留学生を受け入れてきた。平成14年度から、ア
ジア諸都市との友好を図るため、アジア諸都市出身の留学生も受
け入れている。入居者数41人（北京市26人、ソウル11人、台北市1
人、バンコク1人、マニラ1人、デリー1人）

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

大学における留学生への
支援

留学生向け就職ガイダンスの開催　年１回
就職相談　随時受付

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
（042－677-1165）

③留学生に係る事業への支援

内容・実績

内容・実績

内容・実績

(4)　留学生への支援

内容・実績
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事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

MAHASRI国際科学会議
＆気候学国際研究セン
ターのキックオフ会議の開
催（H27)

世界気候研究計画(WCRP)/全球エネルギー水循環観測計画
(GEWEX)/水文気候学パネル(GHP)の地域研究プロジェクトである
“モンスーンアジア水文気候研究計画(Monsoon Asian Hydro-
Atmosphere Scientific Research and Prediction Initiative：
MAHASRI)”の最新の研究を紹介するとともに、今後のアジアモン
スーンに関する水文気候学的研究を展望する国際科学カンファレ
ンスを首都大学東京南大沢キャンパスで開催した。

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
（042-677-2759）

国際セミナーの開催
(H23)

平成27年6月、国内外の専門的教育機関と産業界とが最先端の
PBL等の専門的教育方法等に関して議論し、意見交換を行うなど
相互交流を図るため、バンドン工科大学（インドネシア）において
APEN理事会及びセミナーを実施した。

公立大学法人
首都大学東京
産業技術大学院大学
（03－3472-7831）

オンリー・ワン中小企業ミッ
ションの実施
(H23)

平成28年3月、「APENオンリー・ワン中小企業ミッション- ミャンマー
-」を実施した。本ミッションでは、日本から企業6社が参加し、APEN
ミャンマー支部であるヤンゴン工科大学における産学官のワーク
ショップをはじめ、ヤンゴン商工会議所でのセミナー及び現地SME
との交流、JETROヤンゴンでのミャンマー最新事情のブリーフィン
グ、Thlawa 経済特区、江洋ラヂエーター最新工場、J&M Steel
Solution、Mingaladon Industrial Parkを訪問し、ミャンマーの投資環
境についての情報を得るとともに、ミャンマー産業界等との交流を
深めた。

ヤンゴン工科大学での産学官ワークショップでは、ミッション参加企
業のオンリー・ワン技術・製品をＰＲすると共に、参加の現地優良企
業10社の紹介を受け企業同士の相互理解、交流を深めグローバ
ルに展開しようとする中小企業を支援する活動を展開した。

公立大学法人
首都大学東京
産業技術大学院大学
（03－3472-783１）

Asian Community Finance
Initiative(ACFi) の開催
(H25)

平成25年11月、Community Finance機関・研究者等による議論、共
同研究、連絡等を行う機関として、非営利型のコミュニティ金融シス
テムの振興を促進し、もってアジアにおける産業コミュニティの健全
な発展に寄与することで、地域貢献につなげることを目的とした
Asian Community Finance Initiative(ACFi) を設立した。
平成27年度末現在、構成団体は1大学（産業技術大学院大学）・3
信用金庫。

公立大学法人
首都大学東京
産業技術大学院大学
（03－3472-783１）

アジア高度専門職人材育
成協議会の開催
(H25)

平成25年10月、アジア高度専門職人材育成懇話会を開催し、平
成26年1月、高度専門職人材育成に関する調査研究及び高度専
門職人材育成のための多様な教育サービスを提供する高等教育
システムであるMultiversityの構築、普及を目的とし、アジア高度専
門職人材育成協議会を設置した。

公立大学法人
首都大学東京
産業技術大学院大学
（03－3472-7831）

世界都市文化会議
(H24)

ロンドンオリンピックにあわせて、ロンドン市長の呼びかけで始まっ
た文化政策関係者のための国際ネットワーク。年に一度各都市の
文化政策担当が一堂に会し、意見交換を行う。平成27年度はロン
ドンで開催され、都からも参加した。

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29-434）

World Cities Day Forum
2015

上海市が主催のフォーラムで、都市政策に係る各国の自治体関係
者や有識者がプレゼンテーションや意見交換を行う。
平成27年度1名出席。

都市整備局都市づくり
政策部広域調整課（内
線30-225）

イクレイ世界大会 平成27年4月に、ソウル市で開催。イクレイが3年に1回開催。 環境局総務部環境政
策課（42-165）

健康でレジリエントな都市
づくりのためのフォーラム

平成27年4月に、北京市で開催。都の気候変動適応策にかかる研
究成果や先行事例等について発表。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

(1)   国際会議の開催・参加

４　国際会議と都市間ネットワーク

内容・実績
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シティ・カーボン・ビジョン３ 平成27年5月に香港で開催。東京都がキャップアンドトレード制度
を導入するまでの経緯と、制度開始以降の実績を発表。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

アジア太平洋会議 平成27年5月に、ベルリン市で開催。都のスマートエネルギー都市
戦略について発表。（１．（１）①に記載。再掲）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ICAP講習会 平成27年5月にソウルで開催。途上国及び新興国へのキャップア
ンドトレード導入に関する講習会に講師として参加し、排出量取引
制度の普及拡大に寄与。（3．（１）に記載。再掲）

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
(42-783)

マレーシア・イスカンダル
地方の低炭素開発ワーク
ショップ

平成27年8月にマレーシアで開催。マレーシア地方自治体の都の
施策を参考にした気候変動対策導入のための情報共有及び意見
交換を実施

環境局総務部環境政
策課（42-165）

C40民間建築物省エネ
ワークショップ

平成27年9月にシドニー市で開催。民間建築物に対する各都市の
省エネ施策を発表し、意見交換を実施。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

世界グリーンビルディング
協会世界大会

平成27年10月にシンガポールで開催。参加都市の実務担当者に
対し、都の建築物省エネ施策についての発表と意見交換を実施。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ICAP総会 平成27年10月にハーグで開催。ICAP総会及び運営委員会に参
加。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
(42-783)

エコアジア会議 平成27年10月に香港で開催。「グリーンビルと省エネ」セッションに
参加し、東京都の大規模事業所に対する総量削減義務と排出量
取引制度の概要及びその実績について発表。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
(42-783)

安全都市コミュニケーショ
ン国際会議

平成27年10月に、ソウルにて開催。ＰＭ2.5等の大気汚染分野の研
究成果や先行事例等について発表。（１．（１）①に記載。再掲）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

Ｃ40コネクティングデルタ
シティーズネットワークワー
クショップ

平成27年10月に、シンガポールにて開催。都の気候変動適応策
にかかる研究成果や先行事例等について発表。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

アジア・太平洋の新興国
経済における排出量取引
スキーム開発のための知
識共有ワークショップ

平成27年11月にバンコクで開催。「グリーンビルと省エネ」セッショ
ンに参加し、東京都の排出量取引制度の概要と導入の経緯につ
いて発表。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
(42-783)

C40クライメットポジティブ
ワークショップ

平成27年11月に武漢市で開催。参加都市の実務担当者に対し、
都の低炭素な都市開発に向けた取組について発表し、意見交換
を実施。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

C40クールシティーズワー
クショップ

平成27年11月にワシントンで開催。参加都市の実務担当者に対
し、都のヒートアイランド対策についての発表と意見交換を実施。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

国連気候変動条約締約
国会議（COP21）

平成27年11月末から12月中旬までの間、パリで開催。COP21にあ
わせて開催された「気候変動に関する首長サミット」（パリ市主催）
や「イクレイTAPパビリオン」（イクレイ主催）等のサイドイベントに参
加。（１．（１）①に記載。再掲）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

第12回国際エンリッチメン
ト会議への出席

H27年5月25日から5月27日にかけて、中国・北京で開かれた国際
エンリッチメント会議へ職員2名を派遣した。

建設局
恩賜上野動物園
03-3828-5171

野生生物保全繁殖専門
家グループ(CBSG）年次
総会への出席

H27年10月7日から10月13日にかけて、アラブ首長国連邦・アルア
インで開かれたCBSG年次総会へ職員1名を派遣した。

建設局
恩賜上野動物園
03-3828-5171

地域種管理計画会議への
出席

H27年10月26日から10月30日にかけて、台湾・台北動物園で開か
れた地域種管理計画会議へ職員1名を派遣した。

建設局
恩賜上野動物園
03-3828-5171
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東南アジア動物園協会
(SEAZA)年次会議への出
席(H27)

H27年11月1日から11月5日にかけて、シンガポールで開かれた
SEAZA年次総会へ職員2名を派遣した。

建設局
恩賜上野動物園
03-3828-5171

2015ジャイアントパンダ繁
殖技術会議への出席

H27年11月10日から11月14日にかけて、中国・大連で開かれた
ジャイアントパンダ繁殖技術会議へ職員3名を派遣した。

建設局
恩賜上野動物園
03-3828-5171

絶滅危惧小型食肉目の繁
殖・再導入国際会議への
出席(H27)

東京動物園協会において取り組んでいるアムールヤマネコ及びツ
シマヤマネコの人工繁殖について発表するため、職員1名を派遣
した(台湾・台北市H27.6.22～6.25)。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

世界動物園水族館協会
（WAZA）年次総会への出
席(H27)

世界から加盟園館が集まるWAZAの第70回年次総会へ、職員1名
を派遣した（アラブ首長国連邦・ドバイ H27.10.9～10.17）。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

アジア野生動物医学会年
次総会への出席(H27)

コウモリ類の飼育に関する発表を行うため、職員1名を派遣した(ミャ
ンマー・ヤンゴンH27.10.16～10.19)。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

地域種管理計画会議への
出席(H27)

地域種管理計画会議に出席し、オランウータンとチンパンジーの
飼育に関して発表するため、職員1名を派遣した(中華民国・台北
市H27.10.26～10.28)。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

東南アジア動物園協会
(SEAZA)年次会議への出
席(H27)

SEAZAの第23回年次総会に、モグラの飼育と展示についての発表
を行うため、職員1名を派遣した(シンガポールH27.11.1～11.5)。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

絶滅危惧小型食肉目の繁
殖・再導入国際会議への
出席(H27)

2015絶滅危惧小型食肉目の繁殖・再導入国際会議へ、職員1名を
派遣し、ツシマヤマネコの保全活動について発表した。（台湾･台
北市　H27年6月22日～25日）

建設局
井の頭自然文化園
（0422－48－8777）

第5回国際野生動物管理
学術会議への出席

第5回国際野生動物管理学術会議へ職員1名を派遣し、野生動物
保全における動物園の役割に関するパネルディスカッションでパネ
ラーを務めた。(札幌、H27年7月27日～29日）

建設局
井の頭自然文化園
（0422－48－8777）

東南アジア動物園協会
(SEAZA)年次総会への出
席(H27)

東南アジア動物園協会(SEAZA)年次総会へ職員1名を派遣し、イ
モリの保全活動について発表した。（シンガポール、H27年11月1
日～5日）

建設局
井の頭自然文化園
（0422－48－8777）

野生生物保全繁殖専門
家グループ(CBSG）年次
総会への出席

野生生物保全繁殖専門家グループ（CBSG)の年次総会へ職員１
名を派遣した。（UAE・アルアイン H27年10月7日～13日）

建設局
井の頭自然文化園
（0422－48－8777）

Inaugural Port Authorities
Roundtable(港湾管理者円
卓会議・H27)

世界主要港の港湾管理者が一堂に会し、意見交換を行う。
（シンガポール共和国開催）

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

第１０回水道技術国際シ
ンポジウム

水道技術・水道事業に関する情報交換と国際交流を目的とし、３年
に一度開催。
論文発表、ブース運営等を実施。
（神戸　Ｈ27.7.20～7.22）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

ＩＷＡ（国際水協会）アジア
太平洋地域会議

アジア太平洋地域の水道事業の研究発表等を行う会議であり、２
年ごとに開催。
論文発表、ジャパンパビリオン内展示ブースの運営、会議聴講、技
術視察、会議運営状況の調査等を実施。
（中国　Ｈ27.9.20～9.24）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

国際グリーンテック・エコプ
ロダクツ展示会2015

環境・省エネルギー分野で、東南アジア地域最大級の展示会。
「東京パビリオン」に当局の国際展開に関する事業を紹介するブー
スを出展。
(マレーシア　Ｈ27.09.09～9.12)

水道局
総務部企画調整課
（48-227）
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第９回日米台水道地震対
策ワークショップ

日本、米国及び台湾における水道事業体及び防災関連者が地震
対策に関する情報交換等を行い、地震に強い水道に寄与すること
を目的としたワークショップ。
論文発表を実施。
（仙台　Ｈ27.10.14～10.16）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

ＩＷＡ－ＬＥＳＡＭ２０１５
（国際水協会戦略的ア
セットマネジメント会議）

ＩＷＡ-ＬＥＳＡＭは、上下水道事業に関する「アセットマネジメント」
を主題に開催される会議であり、2年ごとに開催。
論文発表、会議聴講、技術視察等を実施。
（横浜　Ｈ27.11.17～11.19）

水道局
総務部企画調整課
（48-227）

ソウル・東京フォーラム
（Ｈ19）

ソウルと東京双方の技術力の向上及び水環境工学に関する成果
発表及び情報交流を行う会議。
プレゼンテーションを実施。
平成27年度は、ソウル特別市（大韓民国）で会議を開催。ソウル特
別市へ管理職を派遣。
（ソウル　H27.5.13～5.15)

水道局
研修・開発センター
開発課
（03-5483-3513)

危機管理会議2015 東京都庁で開催された、危機管理会議２０１５に参加し、「警視庁
大震災対策推進プラン」について講演した。
平成27年10月13日から10月１４日までの間、2名を派遣。

警視庁
警備部災害対策課
03-3583-4321(55521)

ＩＴＳ世界会議への参加 第22回ＩＴＳ世界会議ボルドーへ３名が出席。高度道路交通システ
ム(ITS)に関する世界レベルの情報交換と協力体制の構築を目的
として、論文発表を行った。

警視庁
交通部交通管制課
03-3581-4321(7850-
5112)

ISO/TC94/SC14国際会
議

ドイツ連邦共和国ミュンヘン市で開催された、ISO/TC94/SC14/国
際会議に出席し、情報交換を行った。（1名派遣）
（開催期間 平成27年6月15日～平成27年6月19日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

第88回WEF年次総会 水環境保全に関する国際会議に局職員が参加。
開催場所：アメリカ合衆国（イリノイ州シカゴ市）
開催期間：H27.9.28～9.30

下水道局総務部
理財課
（51-153）

上下水道のアセットマネジメントをテーマにした国際会議に局職員
が参加。
開催場所：日本（横浜市）
開催期間：H27.11.17～11.19

下水道局総務部
理財課
（51-153）

第5回EWA/WEF/JSWA
特別会議

水とエネルギーをテーマに最新技術と成功事例を共有する国際会
議に局職員が参加。
開催場所：アメリカ合衆国（ワシントンＤＣ）
開催期間：H27.6.7～6.10

下水道局総務部
理財課
（51-153）

第6回IWAアジア太平洋地
域会議（IWA ASPIRE）

持続可能な水供給・循環システムの実現を目指した国際会議に局
職員が参加。
開催場所：中華人民共和国（北京市）
開催期間：H27.9.20～9.24

下水道局総務部
理財課
（51-153）

ソウル特別市水管理研修 ソウル特別市の上下水道施策を学び、都市間の上下水道分野に
おける協力を構築する国際会議に局職員が参加。
開催場所：大韓民国（ソウル市）
開催期間：H27.11.23～11.27

下水道局総務部
理財課
（51-153）

IWA LESAM 2015

ISO/TC224/W10英国ロン
ドン会議

トイレに流せる製品の規格化について各国代表と議論し方向性を
決定する国際会議に局職員が参加。
開催場所：イギリス（ロンドン市）
開催期間：H27.10.28～10.30

下水道局総務部
理財課
（51-153）
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UL消防隊員安全研究所
消防職員諮問委員会総
会

アメリカ合衆国ジャクソン市で開催された、UL消防隊員安全研究
所消防職員諮問委員会総会に出席し、情報交換を行った。（1名
派遣）
（開催期間 平成27年8月17日～平成27年8月19日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

IAFC年次総会 アメリカ合衆国アトランタ市で開催された、国際消防長協会（IAFC）
年次総会に出席し、情報交換を行った。（2名派遣）
（開催期間 平成27年8月26日～平成27年8月29日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

2015新北市国際災害対
策シンポジウム

台湾新北市で開催された、災害対策に係る国際シンポジウムに出
席し、当庁の震災対策について発表を行った。（1名派遣）
（開催日平成27年9月16日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

大規模イベントにおけるリ
スク管理及び危機対応に
係る台日共同シンポジウ
ム

台湾新北市で開催された、大規模イベントにおけるリスク管理等に
係る国際シンポジウムに出席し、多数傷病者発生時の当庁の活動
について発表を行った。（1名派遣）
（開催日平成27年9月30日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

INSARAG会議 アラブ首長国連邦アブダビで開催された、国際捜索救助諮問グ
ループ(INSARAG)の国際都市型捜索救助チームリーダー会合、グ
ローバル会合、地域会合に出席し、情報交換を行った。（1名派遣）
（開催期間 平成27年10月16日～平成27年10月20日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

アジア国際EMS会議 台湾台北市で開催された、救急技術に係る国際シンポジウムに出
席し、当庁の消防体制について発表及び救急活動演習を行った。
（5名派遣）
（開催日平成27年11月9日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

アジア水道事業体人材育
成ネットワーク
（H20）

アジア諸都市の水道事業体が、それぞれ抱える人材育成の手法
や研修手法等の課題について、情報交換を通じて解決を図るため
のネットワークを構築し、各国相互のニーズに応じた人材育成ノウ
ハウの提供などにより、アジア全体の水道事業のレベルアップに寄
与するもの。
平成27年度は、東京（日本）で第8回会議を開催。
大韓民国：韓国水資源公社（K-water）、ソウル特別市上水道事業
本部、台湾：台湾自來水公司、タイ王国：バンコク首都圏水道公社
（MWA）が参加。
（Ｈ27.10.27～29）

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

危機管理ネットワーク ・危機管理会議開催（平成27年10月13-14日　於：東京）
・東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加(平成27年8月28日
-9月2日、参加都市：ソウル、台北、新北）
・救助技術研修(平成27年11月9日-18日　於東京（参加都市：ジャ
カルタ））
・都市における捜索・救助研修（平成27年10月5-16日、於：シンガ
ポール(参加都市：デリー））

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-431）

(2)   都市間ネットワークの構築

内容・実績

内容・実績

(3)   多都市間の実務的協力事業（旧　アジア大都市ネットワーク21）
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東京グローバルパート
ナーズセミナー

セミナーの開催（平成27年11月16-18日）
・参加都市：10都市（北京、ベルリン、ジャカルタ、クアラルンプー
ル、ロンドン、ソウル、シンガポール、台北、東京、トムスク）
・参加者：都市外交の統括責任者等
・主なプログラム：知事との対話、セッション（環境施策、観光施
策）、ラップアップセッション（都市外交）、視察、二都市間会談

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-443）

経済交流促進のプラット
フォーム

・アジア諸都市の環境都市づくり事業及び関連基準・評価システム
等に関する委託調査を実施
・都市間ワークショップを開催（平成27年9月10日 於：クアラルン
プール）
・「国際グリーンテック・エコプロダクツ展示会（ＩＧＥＭ）2015」へ出
展し、東京パビリオンを設置（平成27年9月9日-12日 於：クアラルン
プール）
※IGEM2015実施規模
　出展者数 ： 350社・団体（25カ国・地域）
　来場者数 ： 23,932名（50カ国･地域）

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-443）

国際グリーンテック・エコプ
ロダクツ展示会への参加
（H26)

平成27年9月、都市間の実務的協力事業「経済交流促進のプラッ
トフォーム」の一環として、環境・省エネルギー分野で、東南アジア
地域最大級の展示会の1つである「国際グリーンテック・エコプロダ
クツ展示会（IGEM2015）」に出展した。
出展テーマ名：「環境性能を向上させるファサードエンジニアリング
に関する研究」および「次世代蓄電池や燃料電池用電解質膜のエ
ネルギー分野に関する研究」等

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
（042-677-2759）

アジアと日本の将来を担う
医療人材の育成

東京都と連携し、EPA（経済連携協定）に基づき来日したインドネシ
ア及びフィリピン、ベトナムの看護師・介護福祉士候補者に対して、
日本の国家試験合格までの支援を実施している。
27年度の取り組みとして、
１　日本全国で働きながら国家試験合格を目指すEPA看護師候補
者への国家試験対策学習会の開催（37回）
２　EPA介護福祉士候補者への日本語学習会講座の開催（レベル
別に2コース　各19回）

政策企画局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京（荒川
キャンパス）
（03-3819-1211）
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アジア舞台芸術祭
(H14)

舞台芸術の紹介による文化交流の促進、舞台芸術関係者の相互交
流、優れた作品を世界に流通させる市場の育成を通じ、アジアにおけ
る芸術・文化の振興に貢献することを目指す。

アジア舞台芸術祭2015（第13回）
開催期間：平成27年10月29日～11月17日

「国際共同クリエーション公演」
昨年ワークショップにて他都市のアーティストと共につくられた小作品
を、フルサイズに発展して磨き上げ、シンガポール、東京で公演。
作品：『うえる』（シンガポール作品/シンガポール演出家）
『黄金のごはん食堂』(東京作品/韓国演出家）
開催都市：シンガポール（SOTA Drama Theatre） 、東京(水天宮ピッ
ト、東京芸術劇場シアターイースト、にしすがも創造舎）

「国際共同制作ワークショップEXT」
台湾、インドネシア、フィリピンから演出家が参加し、小作品３作品を制
作するワークショップを実施。東京芸術劇場シアターイーストにて上
演。
平成２７度から開始した22歳以下の学生などの若手を登用する「U-22
枠」による出演者も参加。
作品：『焦土』、『ペットボトルの中の雨』、『TERU TERU！』
開催都市：東京（水天宮ピット、東京芸術劇場シアターイースト、にしす
がも創造舎）

「APAFアートキャンプ（舞台芸術国際共同制作人材育成事業）」
アジアの舞台芸術関係者の相互交流を通じ、次世代を担う人材が共
同制作というフィールドで活躍できるきっかけづくりにつなげることを目
的に、フォーラム、セミナー、ラウンドテーブル等を実施。
開催都市：東京（水天宮ピット、東京芸術劇場シアターイースト、にしす
がも創造舎）
総来場者数：1,458名

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29－463）

職員能力向上プログラム
「公共交通機関総合計画
の策定支援」（H14）

平成26年8月5日～8日、東京で公共交通に関する研修を実施。
タイ王国より1名参加。

都市整備局都市づくり
政策部広域調整課
(30-226)
都市整備局都市基盤
部交通企画課

職員能力向上プログラム
「地震に強いまちづくりに
関する研修及び共同研
究」（H14）

平成26年8月5日～8日、東京で防災都市づくりに関する研修を実
施。
タイ王国より1名、大韓民国より2名、計3名参加。

都市整備局都市づくり
政策部広域調整課
(30-226)
都市整備局市街地建
築部建築企画課

職員能力向上プログラム
「地震に強いまちづくりに
関する研修及び共同研
究」

平成26年8月5日(火)～8月8日(金)
アジネット共同事業として研修（地震に強いまちづくり）を毎年実
施。
アジア大都市ネットワーク21研修生4名（バンコク市1名、ウランバー
トル市1名、ソウル市2名　　計4名（中堅職員））が参加。

都市整備局市街地整
備部企画課(31-244)

職員能力向上プログラム
「木密10年プロジェクトに
関する研修及び共同研
究」

平成26年8月5日(火)～8月8日(金)
アジネット共同事業として研修（地震に強いまちづくり）を毎年実
施。
アジア大都市ネットワーク21研修生4名（バンコク市1名、ウランバー
トル市1名、ソウル市2名　　計4名（中堅職員））が参加。

都市整備局市街地整
備部防災都市づくり課
(31-281)

都市と地球の環境問題
「バンコク都３R推進及び
廃棄物処理改善ワーク
ショップ」
（H14)

平成27年6月、東京にて、大都市の廃棄物対策に関する講義や民
間施設の視察等を実施。５名が5日間にわたり参加。

環境局資源循環推進
部計画課
（42-819）
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アジア感染症対策プロ
ジェクト
（H17）

・平成27年11月17日から11月19日、「第11回アジア感染症対策プ
ロジェクト会議・第7回共同調査研究会議」開催。
　開催都市：東京
　参加都市：東京、ソウル、台北、トムスク
・平成27年11月9日から11月20日までアジア大都市感染症対策海
外派遣研修事業としてバンコク・マヒドン大学へ研修生を派遣。
　派遣人数：6名（医療職）
・感染症健康危機管理情報ネットワーク海外情報フォーラムを利用
した感染症対策に関する情報共有の実施。

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
（34－324）

ウェルカム・アジア
キャンペーン
(H14)

アジアの都市が連携し、アジア域内の交流を深め、欧米、オセアニ
ア等からの旅行者誘致を促進する。

産業労働局
観光部企画課
(36-931)

東京都総合防災訓練参
加隊

旧アジア大都市ネットワーク21加盟都市の救助隊16名（台湾11
名、大韓民国5名）が第八消防方面本部消防救助機動部隊で事前
訓練を行い、東京都総合防災訓練に参加した。あわせて丸の内消
防署及び特別区災害救急情報センターの視察を行った。
（実施期間 平成27年8月29日～平成27年8月31日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

危機管理会議2015 東京都で開催された危機管理会議2015に出席し、都民の防火防
災意識の向上に関する発表を実施した。（2名派遣）
（開催期間 平成27年10月13日～平成27年10月14日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

アジア地域を対象とした救
助技術研修

インドネシア共和国から研修生5名を受け入れ、第二消防方面本
部消防救助機動部隊が救助技術指導に当たった。
（実施期間 平成27年11月9日～平成27年11月18日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

都市と地球の環境問題
「東京都バンコク都大気質
改善ワークショップ」
（H14)

環境局総務部環境政
策課(42-165)

都市と地球の環境問題
「ヤンゴン市廃棄物処理
改善共同検討」
（H14)

平成28年1月、東京都職員2名をバンコク都に派遣し、200名のバン
コク都職員に対してディーゼル車排出ガス対策に関する研修を実
施。（2日間）

環境局資源循環推進
部計画課
（42-819）

環境局資源循環推進
部計画課
（42-819）

環境局資源循環推進
部計画課
（42-819）

下水道技術者研修 アジア諸都市をはじめ、相手都市等のニーズに応じ、現場視察を
中心とした研修を実施。
（ソウル市、新北市、マレーシア、ジャカルタ、ハノイ市、ホーチミン
市、ラオス、など）

下水道局総務部
理財課
（51-153）

平成27年8月、東京にて、大都市の廃棄物対策に関する講義や民
間施設の視察等を実施。7名が10日間にわたり参加。

都市と地球の環境問題
「ヤンゴン市廃棄物処理
改善共同検討」
（H14)

平成27年10月、ヤンゴンにて、大都市の廃棄物対策に関する講義
や住民普及啓発等に関する研修等を実施。6名の職員を5日間派
遣。

職員能力向上プログラム
「資源リサイクルの促進」
（H14)

平成28年2月、都内にて、都の廃棄物対策に関する講義や最終処
分場等の視察等を実施。3名が5日間にわたり参加。
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平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

世界に開かれた利用しや
すい空港の実現に向けた
取り組み（H11）

東京における航空機能に関する調査等の実施、羽田空港の更な
る国際化や横田基地の軍民共用化など、首都圏における空港機
能の充実に向けて取り組む。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） （30-451）
都市整備局基地対策
部横田基地共用化推
進担当 (21-148)

物流の国際化に対応した
港湾施設の整備

輸入貨物の増大や船舶の大型化等に対応し、安定した物流を確
保していくために、高規格のコンテナふ頭の整備を推進する。

港湾局港湾整備部計
画課(43-532)

①道路標識 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

道路案内標識の設置
（H7）

英語併記等による道路案内標識の整備
平成27年度：1,642枚（実績）

建設局道路管理部
安全施設課
（40-566）

外国人にも分かりやすい
停留所表記の拡大

外国人観光客の方にも安心して都営バスをご利用いただけるよう、
停留所標識柱の建て替え時等に英語、ハングル、中国語の表記を
追加してきました。（約600か所実施済み）

交通局自動車部計画
課（46-646）

文化財説明板の英語化
（H21から）

英文併記の都指定文化財説明板（353基） 教育庁地域教育支援
部管理課（内線：53-
832）

外国人への配慮
（H19）

パトロールカーに反射材を使用したエンブレム及びPOLICE文字を
表示している。平成27年度は、83台に装着。現在922台運用中。

警視庁
総務部装備課
03-3581-4321(23311)

外国人への配慮
（H23）

制服警察官が着装するベストにPOLICE文字を表示。平成27年度
は、10,050着配布。

警視庁
総務部装備課
03-3581-4321(23141)

平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

パンフレット発行
(H27)

9庭園をまとめて紹介した仏語版ガイドブックを作成 建設局
（東京都公園協会公園
事業部文化財庭園課
（03-3232-3018）

駅ナンバリングの実施
（H16）

東京メトロと共同で、地下鉄の路線名と駅名に固有のアルファベッ
トと番号を併記し、案内サイン等により掲示

交通局電車部営業課
（46-541）

②交通機関における案内板等

(1)   海外都市とのアクセス手段の拡充

Ⅱ魅力と活力にあふれた都市づくり

5都市基盤

内容・実績

(2)   まちの表示

内容・実績

内容・実績

案内サインの設置
(H19)

都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの駅に日英併記の案内サイン
を設置（地下鉄101駅、ライナー13駅）
駅長事務室、きっぷうりば等特定の施設については中国語（簡体
字）・ハングルを加えた4言語表記を実施

交通局電車部営業課
（46-541）
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列車運行情報表示装置に
おける多言語表記の実施
(H19)

都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの駅改札口に設置している
ディスプレイに日・英・中（簡体字）・ハングルの4言語による運行情
報を表示（地下鉄はH19、ライナーはH21）

交通局電車部営業課
（46-541）

コンシェルジュの配置
（H17）

外国人旅行者が多い、都営地下鉄の駅に英語対応のコンシェル
ジュを配置(20駅）

外国人観光案内所の認定
（H26）

都庁前駅構内の都営交通案内所が、日本政府観光局により外国
人観光案内所に認定（カテゴリー2）

英語版Ｗｅｂサイト「都バス
運行情報サービス」の提
供
（H25）

都営バスの時刻表やリアルタイムのバス位置などをご案内する「都
バス運行情報サービス」（http://tobus.jp）について、英語版を平成
25年6月から継続提供中。

交通局自動車部計画
課
（46-653）

交通局ホームページ多言
語サイト

局事業の紹介や都営交通の営業案内等を英語、中国語（繁体字・
簡体字）、韓国語で実施。

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

都営交通利用ガイドの発
行（H28)

都営交通の営業案内パンフレットを英語、中国語（繁体字）、韓国
語併記で発行。
Ａ5変形判50000部、Ａ3観音折り50000部

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

③観光案内板 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

臨海副都心多言語案内
板の設置(H25)

臨海副都心内の海上公園等において、日本語、英語、中国語（簡
体字）、ハングル併記の案内板43基を設置。

港湾局臨海開発部誘
致促進課（43-424）

④信号機等 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人への配慮
(S63）

外国人にも押しボタン操作が理解できるように、押しボタン式信号
機に英文字併記の表示板、または人型の国際シンボルマークを表
示した押しボタンを取り付ける。平成27年度は、新設した150か所に
設置。

警視庁
交通部交通管制課
03-3581-4321(52131)

平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人への配慮
（H8)

改築した警察署の「署名表示」、「受付案内表示」、「ピクトグラム表
示」に英語表記を加えた。

警視庁
総務部施設課
03-3581-4321(22615)

外国人への配慮
(H7)

ローマ字で「KOBAN」または「POLICE」と表記したランドマークを交
番等に設置。（553ヶ所）

外国人への配慮
(H21)

交番設置の地理案内板の地図表記に英語を併記。(66ヶ所)

交通局自動車部営業
課
（46-662）

⑤交番における外国人への配慮

内容・実績

警視庁
地域部地域総務課
03-3581-4321（35272）

内容・実績

内容・実績

交通局電車部営業課
（46-532）

バス車内の乗換案内の外
国語表示（H9）（H25）

一部車両（渋谷（営)管内全車両）でバス車内にローマ字（英語）・
中国語・ハングルで次停留所、行き先及び乗り換え案内を表示
（H25）。これらを除く全車両において、バス車内にローマ字（英語）
で次停留所、行き先及び乗り換え案内を表示。
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外国人への配慮 交番に多言語で放映できるデジタルサイネージを設置。(25ヶ所) 警視庁
地域部地域総務課
03-3581-4321（35272）

外国人への配慮 交番等に多言語対応のコミュニケーション支援ボードを備え付け。 警視庁
地域部地域総務課
03-3581-4321（35214）
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　(1)　経済活動の活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

ビジネスコンシェルジュ事
業
（H24）

東京都内における外国企業の進出及び事業活動をサポートする
ため、英語によるワンストップサービスを提供する「ビジネスコンシェ
ルジュ東京」（Business Development Center TOKYO）を運営。セミ
ナー2回開催。（平成27年11月及び平成28年2月、132名が参加）

政策企画局調整部渉
外課(21-179)

東京開業ワンストップセン
ター事業
（Ｈ27）

外国人を含めた開業の促進のため、法人設立等に必要な各種申
請のための窓口を集約し、関連する相談業務や各種手続きの支
援を総合的に行う「東京開業ワンストップセンター」を国と共同で運
営。27年度の延べ利用者数は830名。

政策企画局調整部渉
外課(21-179)

特区ウェブサイトの運営
(H24)

特区への外国企業誘致に係る広報活動の一環として、「東京の特
区」ウェブサイト（アジアヘッドクォーター特区ウェブサイトを改訂）を
運営。国家戦略特区やアジアヘッドクォーター特区の概要、東京
の魅力、特区に進出する外国企業向け支援等について日本語・英
語・中国語で情報発信。

政策企画局調整部渉
外課(21-187)

外資系企業誘致セミナー
(国内セミナー）の開催
(H25)

平成27年４月、特区内に高付加価値拠点等の設置を検討する外
資系企業や、在日各国大使館・商工会議所等を対象に、Invest
Tokyo セミナー 2015を開催し、約90名が参加。外国企業向けに都
や国が提供する各種支援について説明。

政策企画局調整部渉
外課(21-187)

外国企業誘致セミナー(海
外セミナー）の開催(H26)

平成2７年７月、英国のロンドンで、日本や東京進出に関心を持つ
英国企業を対象に、Invest Tokyo Seminar 2015 in Londonを開催
し、約60名が参加。投資先としての東京の魅力や外国企業向けに
都や国が提供する各種支援について説明。

政策企画局調整部渉
外課(21-187)

東京都ベンチャー技術大
賞
(H10)

東京都ベンチャー技術大賞受賞企業・製品を紹介する海外向け
のパンフレットを作成し、販売促進を支援する。

産業労働局
商工部創業支援課
(36-573)

産業立地情報収集・提供
事業
(H20)

都内への立地や移転等を希望する企業向けに、都内の工業団地
や工場アパート、自治体の振興施策等の情報を英語で提供する。

産業労働局
商工部地域産業振興
課
(36-716)

海外展開技術支援助成
事業
(H25)

中小企業の実用化段階にある自社製品や試作品について、海外
向けの製品改良や海外規格への適合、認証取得に要する経費の
一部を助成する。
41件

産業労働局商工部経
営支援課
（36－672）

東京発「クールジャパン」
の推進（コンテンツ分野）
(H27)

・東京国際アニメ祭出展支援
海外展開を志す都内アニメーションクリエイター等を対象に展示会
出展や海外バイヤー等とのビジネスマッチング支援を実施
マッチング件数：72件

産業労働局商工部経
営支援課
（36－673）

内容・実績

6経済・労働

別紙２
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海外販路開拓支援事業
(H22)

・海外販路ナビゲーターによるハンズオン支援
海外のビジネス事情に詳しい企業OB等が、海外取引、海外進出
に向けた実践的な支援（情報提供・アドバイス・コーディネート）を
行う。海外取引を志向する企業の発掘と商材の目利きを行い、専
門商社に仲介し、その進行管理等を行う。専門商社は、仲介され
た企業の商材を海外市場で販売し、与信リスクの管理、代金の回
収等を担う。
申込商材数：87件、採択商材数：84件
・海外展示会出展支援
出展効果の高い海外の展示会・見本市等を有効に活用し、中小
企業の海外販路開拓を支援する。
展示会出展数：7展示会

産業労働局
商工部経営支援課
(36-672)

アジア特別商談会
（H26）

集客力のあるアジアの展示会への出展を支援するとともに、展示
会において東京パビリオンを設け、優れた技術を持つ中小企業の
出展により東京の産業の技術力、ブランド力をPRする。

産業労働局
商工部経営支援課
(36-672)

中小企業制度融資
(H17)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う「中小企業国際化支
援アドバイス制度」のアドバイスや公益財団法人東京都中小企業
振興公社が実施する「中小企業海外展開支援事業」のアドバイス
を受けて取り組む海外事業展開に必要となる資金を融資する。

産業労働局
金融部金融課
(36-821)

外国人労働者等に対する
不当労働行為の審査

労働委員会の不当労働行為審査（審問）時に通訳を配置。
平成27年度：１件（英語）

労働委員会事務局
総務課
（55-421）

(2)　外国人の就労 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人労働相談
(H元)

・労働相談情報センターに通訳を配置し、英語と中国語による労働
相談を実施。（1,799件）
・通訳派遣制度により、スペイン語、ポルトガル語、ハングル語、タ
イ語、ペルシャ語の多言語による労働相談に対応。
・資料の発行等

産業労働局
雇用就業部労働環境
課
(37-663)

内容・実績
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平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

東京マラソン及びマラソン
祭りの実施（H18）

東京の魅力を国内外に発信するとともに、スポーツ振興や地域活
性化の契機とすることを目的に、都心の観光名所を走る東京マラソ
ンを開催。アボット・ワールドマラソンメジャーズの大会であり、世界
規模のシリーズレースのひとつ。マラソン開催にあわせてコース沿
道等で伝統芸能の演舞等を行うマラソン祭りを実施。
【開催日】平成28年2月28日
【マラソン沿道人数】1，092,000人
【マラソン祭り　観客数】484,000人

オリンピック・パラリン
ピック準備局
スポーツ推進部
事業推進課
(38-241)

ウェブサイトによる情報発
信
(H14)

国内外から旅行者を東京に誘致するため、東京に存在する様々な
観光（イベント、施設、自然、文化及び伝統など）に関する情報を発
信し、これを広く認識してもらうことによって、国内外に存在する訪
都旅行予定者を確保する。（9言語10種類）

産業労働局
観光部受入環境課
(36-951)

観光案内窓口の運営
(H16)

旅行者の利便性や回遊性を高めるため、既に各種の案内を行っ
ている区市町村、宿泊施設、交通事業施設、公園、庭園やコンベ
ンション施設等の窓口に、都が提供するロゴマークを設置し、既存
の案内業務に加えて、旅行者に地域や都内全体の観光情報を
「おもてなしの心」を持って提供する。
運営箇所153ヶ所
①ホテル・旅館30ヶ所
②交通施設24ヶ所
③公園・庭園18ヶ所
④区市町村等59ヶ所
⑤その他（デパート等）22ヶ所

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

観光ボランティアによる
観光ガイドサービス
(H16)

東京を訪れる個人旅行の外国人に対して、観光ボランティアによる
主要観光ルート(半日10コース）のガイドサービスを提供する。
①ルート 10ルート
②実施件数 359件
③参加者 　 987名

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

観光ボランティアの活用
(H13)

外国人旅行者へのホスピタリティの向上と都民の国際交流に資す
るため、観光コンベンション分野でも、ボランティアの活用を図る。
ボランティアの登録　有効登録者1,942名
・外国人向けの都庁内見学案内の実施
・国際会議等へ派遣

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

東京観光情報センターの
運営(H12)

東京の観光情報提供の中核として、内外観光客のニーズに的確
に対応できる情報の収集・提供を行うとともに、他の観光関連窓口
と連携して、訪都客への総合的な情報提供体制の強化を図る。
来場者数
・都庁本部           302,039名（内外国人147,934名）
・羽田空港支所    379,260名（内外国人 344,189名）
・京成上野駅支所   81,896名（内外国人 56,514名）

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

全国観光ＰＲコーナーの
運営(H20)

東京都と全国の各自治体が連携し、都庁舎を「全国の観光情報発
信拠点」として全国の魅力的な観光情報等を発信することで、国内
外観光客等のニーズに対応し旅行者の利便性を高める。
来場者数 210,860名（内外国人79,912名）

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

7観光・景観・文化

内容・実績

　(1)　観光の振興・コンベンションの誘致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ウェルカムカードの作成、
配布(H14)

歓迎メッセージのほか、都内の地図や交通機関の案内、緊急連絡
先、文化施設の割引等がセットになったウェルカムカードの作成、
配布。
・ハンディマップ217万部　（9言語10種類）
・ハンディガイド175万部　（9言語10種類）
合計　392万部

産業労働局
観光部受入環境課
(36-951)

ウェルカムボードの設置
(H14)

東京を訪れる外国人旅行者を温かく迎えるため、ウェルカムボード
を設置する。
6ヶ所設置
・成田空港5ヶ所
・京成上野駅1ヶ所

産業労働局
観光部受入環境課
(36-951)

民間事業者と連携した旅
行者誘致事業(H20)

東京の観光に関する情報提供などを民間事業者と連携して行うこ
とにより、アジアからの　外国人旅行者を誘致する。
・旅行博出展（アジア地域及び欧米豪地域）
・セールスコール（中国、台湾、タイ、マレーシア）
・海外の旅行エージェント及びメディアの招聘
・Tokyo Monthly &TOKYO（メールニュース）の発行
・民間企業とのジョイントプロモーション
・パンフレットの制作

産業労働局
観光部企画課
(36-941)

東京観光レップの
運営及び設置調査(H15)

東京向けツアー商品のセールス活動や観光情報の受発信等を行
い効果的に外国人旅行者を誘致するため、欧米豪等の観光拠点
に各国の観光事情に精通したレップ（代表）を設置する。
北京・ソウル・ロサンゼルス・サンフランシスコ・ロンドン・ミュンヘン・
ミラノ・マドリッド・ニューヨーク・シドニー・パリ・トロントの運営

産業労働局
観光部企画課
(36-932)

観光プロモーションの
積極的な展開(H14)

東京の魅力をPRすることにより外国人旅行者を誘致する。
・旅行博出展、旅行エージェントの招聘（ベトナム、インドネシア）
・成長開拓市場における観光セミナー・商談会（フィリピン）

産業労働局
観光部企画課
(36-932)

コンベンションの
誘致活動の展開(H12)

東京への国際コンベンションの誘致は、東京の魅力を国内外にPR
する機会となるとともに、大きな経済波及効果が期待できる。国際
コンベンションの誘致を積極的に行い、「活力と風格ある世界都
市・東京」の実現を目指すため、コンベンション誘致・開催に対する
支援事業を実施する。

産業労働局
観光部企画課
(36-923)

海外青少年の
教育旅行受入促進(H19)

観光、教育、私学等の関連部署の連携により「東京都訪日教育旅
行促進協議会」を設置して学校交流のマッチングや交流活動の支
援を行うとともに、教育旅行の訪問先としての東京を海外に向けPR
することにより、海外青少年の東京への教育旅行の受入を促進す
る。

産業労働局
観光部企画課
(36-941)

東京アニメアワードフェス
ティバル(H25)

アニメアワードを開催することにより、アニメーション産業の発展・振
興を図るとともに、東京の魅力を発信し、観光客の誘致を行う。
会期：平成28年3月18日～同月21日
会場：TOHOシネマズ日本橋

産業労働局
観光部振興課
(36-973)

東京国際映画祭
(S60)

映像産業の発展、国際文化交流の推進及び地域の振興を寄与す
ることを目的に開催される東京国際映画祭のコンペティション部門
に共催し、円滑な運営を支えるとともに、映画祭に合わせて来日す
る海外の映像関係者等へ東京の魅力をアピールする。
会期：平成2７年10月22日～同月31日
会場：六本木ヒルズほか都内各劇場及び施設・ホール

産業労働局
観光部振興課
(36-973)
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ショートショートフィルム
フェスティバルアジア
(H16)

新しい映像文化の発信、若手映像作家の活動支援及び育成、映
像を通じた国際的な芸術・文化交流などの振興などを目的に開催
されるショートショートフィルムフェスティバルアジアに共催し、円滑
な運営を支えるとともに、映画祭に合わせて来日する海外の映像
関係者等へ東京の魅力をアピールする。
会期：平成27年6月4日～6月15日及び
　　  　平成27年10月13～18日
会場：ラフォーレミュージアム原宿・表参道ヒルズスペースオー（6
月）、アンダース東京他（10月）

産業労働局
観光部振興課
(36-971)

外国人モニターツアーの
実施

在日外国人を対象にモニターツアーを実施し、観光・文化交流に
向けた対応の分析と文化財庭園の魅力発信のための情報収集を
行う。(平成27年)(小石川後楽園・六義園)

建設局
（東京都公園協会公園
事業部文化財庭園課
（03-3232-3018）

都営地下鉄駅における訪
日外国人向け無料Ｗｉ－Ｆ
ｉサービスの提供(H26)

訪日外国人向けに、平成26年12月から都営地下鉄35駅にて、アプ
リが不要な無料Wi-Fiサービスを提供している。また、同月から、ア
プリが必要な無料Ｗｉ-Ｆｉサービスを都営地下鉄101駅で提供して
いる。

交通局総務部企画調
整課（46-214）

都営地下鉄車内における
訪日外国人向け無料Ｗｉ
－Ｆｉサービスの提供(H27)

訪日外国人向けに、平成28年２月から都営地下鉄車内で無料Ｗｉ-
Ｆｉサービスを開始した。
平成27年度末の導入数：都営浅草線９編成

交通局総務部企画調
整課（46-214）

都営バス無料Wi-Fiサー
ビスの提供開始
（H25）

都営バス車内でどなたでも無料で利用できるWi-Fiサービスを平成
25年12月から継続提供中。外国人旅行者等の利便性を考慮し、
登録画面では日本語のほか、英語、中国語、韓国語（ハングル）を
選択可能とした。

交通局自動車部計画
課
（46-653）

都営交通沿線観光ガイド
の発行（H28)

都営交通沿線の観光スポット案内パンフレット「都営交通で１日東
京観光」を英語、中国語（繁体字）、韓国語併記で発行。
Ｂ5判50000部

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

都営交通PR動画の作成
（H28)

都営交通や沿線の観光スポット等を紹介するPR動画を英語、中国
語（繁体字）、韓国語で作成。

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）
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①文化施設の運営 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

博物館ボランティア
(試行H9 本格実施H10)

 江戸東京博物館（本館）のボランティア
都民サービスの一層の向上を図るとともに、都民に広く開かれた博
物館として生涯学習のニーズに応えていくためボランティア（日本
語含む7か国語対応）を活用している。
登録者数：172人
（外国語内訳）
英語69名、フランス語9名、ドイツ語6名、中国語5名、韓国語4名、
スペイン語2名
（英語、ドイツ兼任、英語、中国語兼任各1名あり）

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29－422）

ボランティアの活用 外国人向け英語の庭園ガイドを実施。（浜離宮恩賜庭園・六義園・
旧岩崎邸庭園・小石川後楽園・清澄庭園）

建設局
（東京都公園協会公園
事業部文化財庭園課
（03-3232-3018）

アフリカフェアの開催
(H27)

平成28年3月26日、27日の2日間、アフリカ各国大使館他の協力を
受け、記念シンポジウム、アフリカ各国紹介ブース、ミュージックフェ
ア等のイベントを行った。

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

②情報提供 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

本庁舎敷地内の外国語案
内標示（H3）

「本庁舎内敷地内の案内表示板」の庁舎名、組織名等に英語併記
を行い、また、庁舎周辺の主要な外構案内表示板については英
語、中国語（簡体字）、韓国語の４か国語標記を行い、来庁する外
国人に対して利便を図っている。

財務局建築保全部庁
舎管理課（27-721）

都庁見学のご案内外国語
版の発行（H3）

リーフレット「都庁見学のご案内」の英語版、中国語版(簡体字・繁
体字）、ハングル版を発行することにより、来庁する外国人に対して
利便を図っている。

財務局建築保全部庁
舎管理課（27-721）

トーキョー・アート・ナビ
ゲーション
(H18)

公益財団法人東京都歴史文化財団が運営する総合的な芸術文
化情報サイトにおいて、新進若手アーティストの創造活動支援のた
めの情報提供を行うとともに、東京の芸術文化の魅力を多言語で
国内外に発信する。

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29-415）

中央卸売市場の紹介パン
フレットの外国語版の発行

市場見学に訪れる諸外国の人々に対し中央卸売市場への理解を
深めるため、各国語のパンフレットを提供する。
日本語・英語版（昭和40年～）、日本語・ロシア語版（平成2年～）、
フランス語・スペイン語版（平成2年～）、中国語（平成3年～）、韓国
語版（平成4年～）
平成 27年度合計26,900部発行

中央卸売市場管理部
総務課
内線44-135

中央卸売市場広報用ビデ
オの貸出

市場機能・流通機能等について理解を深めるため、市場紹介ビデ
オを希望者に対し期間2週間で貸出を行っている。
東京の市場24時リメイク版(平成13年～)、東京の市場今昔ものがた
り(平成6年～)、東京の魚市場(平成8年～)、東京・花ものがたり(平
成7年～)、教えてイッチーノ！中央卸売市場のしくみ（平成27年3
月～）

中央卸売市場管理部
総務課
内線44-135

外国語による文化財情報
（ウェブサイト）
（H21年から）

日本語で提供していた都内文化財情報検索サイトについて、英語
においても情報提供を実施

教育庁地域教育支援
部管理課（内線：53-
832）

内容・実績

(2)　芸術文化の振興

内容・実績
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③事業助成 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

東京芸術文化創造発信
助成（旧東京都芸術文化
発信事業助成）
(H16、アーツカウンシル東
京へ移管H24)

東京の芸術文化の魅力を向上させ、また世界に発信していく創造
活動を支援するため、都内又は海外において実施される発信力の
高い公演等に対する助成を実施する。
平成27年度 :単年 105件 （内訳：都内74件、海外23件、共同制作8
件）
　　　　　　　　  長期　7件

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29-433）

内容・実績
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①情報提供・相談 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

栄養成分等表示の推進 東京都に居住又は滞在する外国人の健康的な食生活を確保する
ため、外国語版栄養成分表示活用パンフレット「外食の栄養成分
表示を上手に利用しましょう」＜英語・中国語・韓国語・日本語翻訳
版＞をホームページで公開している。
また、外食料理や惣菜等の栄養成分量の算出や表示の方法など
について、わかりやすく解説した「外食料理栄養成分表示ガイド
ブック」の英語版もホームページで公開している。

福祉保健局
保健政策部
健康推進課
（32-871）

健康危機管理情報の提供 ホームページを通じて、外国人向けに、都内の環境放射線測定結
果や感染症発生動向について英語で情報提供を行っている。

東京都健康安全研究
センター企画調整部健
康危機管理情報課
（03-5937-1089）

「東京都食品衛生自主管
理認証制度」に係る情報
提供

国際的に認められた食品衛生管理の方式である「HACCP（ハサッ
プ）」の考え方に基づき、食品関係施設の自主的な衛生管理を積
極的に評価する東京都独自の制度「東京都食品衛生自主管理認
証制度」について、ホームページを英語化するとともに、英語版の
リーフレットを作成し、情報提供を行っている。

福祉保健局
健康安全部
食品監視課
（34-354）

医療情報サービス
(H5)

保健医療情報センターにおいて、外国人向けの電話相談窓口を
運営。
・ 対応言語：英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語
・ 提供情報：外国語対応可能な医療機関、日本の医療制度など。
・ 対応時間：全日9:00～20:00
・ 平成27年度相談件数：7,671件

福祉保健局
医療政策部
医療政策課
（33-323）

②通訳 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

救急通訳サービス
(H5)

保健医療情報センターにおいて、医療機関向けに、電話による救
急時の通訳サービスを実施。
・ 対応言語：英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語
・ 対応時間：月～金17:00～20:00、土・日・休日9:00～20:00
・ 平成27年度通訳件数：443件

福祉保健局
医療政策部
医療政策課
（33-323）

コミュニケーションマニュア
ルの活用
（H21）

外国人傷病者の救急案件に対応するため、救急で使用する表現
を11ヶ国語（英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、中国語、スペイン
語、イタリア語、タガログ語、インドネシア語、マレー語、タイ語）で記
載したコミュニケーションマニュアルを作成し、全救急車に積載して
いる。

東京消防庁救急部救
急指導課
3212-2111（内線4605）

英語対応救急隊の整備
（H26）

外国人が安心して滞在できる環境を整備するため、英会話や外国
文化を理解した接遇を行う英語対応救急隊を、アジアヘッドクォー
ター特区内の13隊において運用している。

東京消防庁救急部救
急管理課
3212-2111（内線4447）

内容・実績

内容・実績

Ⅲ　開かれた共生社会づくり

8健康

(1)　外国人に配慮した保健医療サービスの提供
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平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人患者への対応 ①通訳（ボランティアを含む）により、診療時の対応や病院案内を
行う。
②外国語の診療申込書、入院案内、外来案内、及び問診票等を
作成している。
診療申込書：英語（全８病院）
入院案内：英語（全８病院）
外来案内：英語（広尾、大塚、駒込、墨東、多摩）
問診票：英語（広尾、大塚、駒込、墨東）
　　　　　 英語、中国語（多摩総合）
③英語による院内表示（全８病院）

病院経営本部サービス
推進部事業支援課
（50-217)

語学研修
（Ｈ2７）

都立病院の職員向け語学研修を実施し、外国人患者に対応可能
な職員の育成を行っていく。
（平成2７年度：都立８病院で実施）

病院経営本部経営企
画部総務課（50－122）

異文化理解研修
（Ｈ2７）

様々な文化や宗教的背景をもつ外国人患者に対応するため、「異
文化理解研修」を実施。
（実施日：平成2８年1月１３日）

病院経営本部経営企
画部総務課（50－122）

①健康保険 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国民健康保険
後期高齢者医療制度

住民登録を行っていて、3ヶ月を越えて日本に滞在するものと認め
られる外国人に対し、日本人と同様に国民健康保険及び後期高
齢者医療制度を適用。
平成27年4月1日現在の国民健康保険における外国人適用被保
険者数226,134名。
平成28年3月31日現在の後期高齢者における外国人適用被保険
者数6,382名。

福祉保健局
保健政策部
国民健康保険課
（国保：32-491）
（後期：32-981）

②医療費補助 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人未払い医療費補て
ん事業
(H6)

都内の医療機関（都立を除く）が、外国人を診療し、回収努力した
にもかかわらず未収となっている医療費の一部を補てんすることに
より、当該医療機関の負担軽減を図り、外国人の不慮の傷病に対
する緊急的な医療を確保する。
・ 対象となる外国人 ： 都内に居住し、又は勤務する者で、公的医
療保険が適用されないもの、又は公的医療扶助の給付を受けない
もの。（オーバーステイや不法入国等の外国人で健康保険法や生
活保護法、行旅病人及行旅死亡人取扱法などの適用がないもの）
・ 補てん額 = (保険診療として算定した医療費）- (回収額)
※ただし、予算額の範囲内で１医療機関１患者につき200万円が
限度。対象期間は入院14日以内、外来3日以内に限定する。
・ 平成27年度支払患者数：386人

福祉保健局
医療政策部
医療政策課
（33-327）

内容・実績

③都立病院等における対応

内容・実績

内容・実績

(2)　医療費補助等
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③行旅病人及び死亡人 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

行旅病人及び死亡人取
扱い
（M32）

「行旅中」とみなされる(日本国内に救護者が全くいない）外国人
が、入院治療を必要とする状態に陥った場合、行旅病人及行旅死
亡人取扱法を適用して入院による救護を行う。
平成27年度　0件

福祉保健局生活福祉
部
保護課
（32-441）

①結核対策 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

結核健康診断
(S63)

都内の在日外国人及び保険未加入外国人に対し、結核検診を実
施
・在日外国人結核検診  2日（45人）
・保険未加入外国人結核検診

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
(34-331)

支援員派遣制度
(H17)

外国人支援員を養成し、在日外国人結核患者の通訳として支援を
行う。
在日外国人結核患者支援員派遣（254回）

福祉保健局健康安全
部
感染症対策課
(34-331)

平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

介護保険制度パンフレット
の発行（H18）

介護保険に関する3言語（英語、中国語、韓国語）に対応したパン
フレットを発行。

福祉保健局
高齢社会対策部
介護保険課
（33-651）

新型インフルエンザ対策
普及啓発用多言語パンフ
レットの発行(H25)

新型インフルエンザの予防及びまん延防止並びに発生時の対応
について正しく理解していただくため、6言語（英語、中国語（簡体
字及び繁体字）、韓国語、タイ語、スペイン語）に対応したパンフ
レットを発行。

福祉保健局健康安全
部
感染症対策課
（34-317）

パンフレット「エイズって
何？」の発行(H21)

HIV／エイズ、HIV検査・相談機関について、8言語（英語、ポルト
ガル語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ
語）に対応したパンフレットを発行。

福祉保健局健康安全
部
感染症対策課
（34-335）

パンフレット「たんぽぽ」の
発行(H19)

HIV陽性告知直後の人のために、3言語（ポルトガル語、英語、タイ
語）に対応したパンフレットを発行。

福祉保健局健康安全
部
感染症対策課
（34-335）

療養の手引 結核の療養や感染防止等について、８言語（英語、中国語、韓国
語、タガログ語、ネパール語、ヒンディー語、ミャンマー語、ベトナム
語）に対応した手引きを発行

福祉保健局健康安全
部
感染症対策課
（34-331）

服薬ノート 結核について、患者、医療機関、保健所、薬局等の支援者が、服
薬支援のための情報を共有し、治療完遂を目指すためのツールと
して、８言語（英語、中国語、韓国語、タガログ語、ネパール語、ヒン
ディー語、ミャンマー語、ベトナム語）に対応したノートを発行

福祉保健局健康安全
部
感染症対策課
（34-331）

(3)   健康の確保

内容・実績

内容・実績

②保険・予防等に関する外国語パンフレットの発行

内容・実績
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①相談(生活一般相談) 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人相談
(S63)

都民相談の一環として、外国語専門の相談員を配置し、電話、来
訪による都政や日常生活に関する相談に対応している。

・言語別相談日程、相談電話番号　　　    　〔開設日数〕
　　英語 　　　月～金曜日　03-5320-7744　　 243日
　　中国語　　火・金曜日    03-5320-7766　　  99日
　　韓国語 　 水曜日      　 03-5320-7700　　　48日
・相談時間
     9:30～12:00　13:00～17:00
・場所
    東京都庁第一本庁舎3階

生活文化局広報広聴
部都民の声課
（29-375）

女性相談センター(S32) 婦人相談員等が、電話や面接により女性からの様々な相談に応じ
る。ＤＶ被害者や人身取引被害者等の緊急一時保護を行う。必要
に応じて通訳を依頼して対応する。
平成27年度実績：外国人相談件数596件
　　　　　　　　　　   外国籍女性一時保護　本人68人、同伴児者75
人

福祉保健局
少子社会対策部
女性相談センター
（03-5261-3911）

外国人児童・生徒相談
(H21)

・幼児から高校生相当年齢までの日本語を十分に話すことが難し
い外国人等の児童・生徒及びその保護者に対し、毎週金曜日午
後1時から午後5時まで、中国語、英語、韓国・朝鮮語の通訳者を
介し、電話及び来所による教育相談を実施
・東京都教育相談センターのホームページに、中国語、英語、韓
国・朝鮮語の3言語による当センターの利用案内や都立高校入学
に関する情報提供先を紹介

教育庁東京都教育相
談センター
(03-3360-4181)

外国人相談
(H4)

「外国人困りごと相談コーナー」(03-3503-8484)を設置し、通訳セ
ンターとの三者通話により、相談に当たる。
平成27年度中58件実施。

警視庁生活安全部
生活安全総務課
生活安全相談センター
03-3581-4321(30371)

外国人相談
（H28)

ストーカー・DV事案の相談受理時に、相談対応の流れ等が容易に
理解できるよう多言語の資料を作成した。（英語、中国語、韓国語、
スペイン語、タイ語、タガログ語）

警視庁生活安全部
生活安全総務課
ストーカー対策室
03-3581-4321(7871-
3214)

外国人相談
（Ｈ２８）

外国人のストーカー・ＤＶ被害者に対して的確に対応するため、通
訳センターの協力を得て外国語版資料（英語、中国語、韓国語、タ
ガログ語、タイ語、スペイン語）を作成し各署へ配布済

警視庁人身安全関連
事案総合対策本部
0335814321(78713212)
警視庁生活安全部生
活安全総務課０３３５８
１４３２１（７８７１３２１２）

外国人相談 外国公館や外国人居住率の高い地域を管轄する消防署に、外国
語が堪能な職員を配置し、防災等に関する問合せに対応してい
る。

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3129）

9くらし

(1)   相談・情報提供

内容・実績
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平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人労働者雇用マニュ
アル(外国語翻訳版)の作
成
（H18）

外国人の適正雇用及び不法就労防止のため、「入管法」、「外国
人雇用労働状況届出制度」及び「在留カードの確認方法」等につ
いて解説したマニュアルを2万部増刷。
3ヶ国語　(英語、中国語、韓国語)で治安対策課ホームページに掲
載。

青少年・治安対策本部
総合対策部
治安対策課
21-765

外国人在留マニュアル
（外国語翻訳版）の作成
(H27）

外国人が犯しがちな「入管法」、「刑法」、「道路交通法」等の法律
及び日本のルール・マナーを説明するマニュアルを10万部（日本
語5千部、中国語3万5千部、英語2万部、韓国語1万5千部、ベトナ
ム語1万部、ネパール7千部、タイ語5千部、ミャンマー語3千部）印
刷。
7ヶ国語（中国、英語、韓国語、ベトナムゴ、ネパール語、タイ語、
ミャンマー語）で治安対策課ホームページに掲載。

青少年・治安対策本部
総合対策部
治安対策課
21-765

不法就労等の防止啓発用
品の作成（持ち歩きフォル
ダー、ウェットティッシュ）
（H27）

外国人の適正雇用と不法就労の防止を啓発する。フォルダー1千
個、ウェットティッシュ1万個を作成

青少年・治安対策本部
総合対策部
治安対策課
21-765

ガイドブック都税外国語版
の発行（H２７）

東京に暮らす外国人のために税金の概略について都税を中心に
解説。
（英語：2,300部、ハングル：1,600部、中国語：1,800部。毎年発
行。）

主税局総務部総務課
（28-130）

ホームページを活用した
情報提供
（H9）

・海外及び都内の外国人への広報を目的に、東京都公式ホーム
ページに外国語ページを設け最新の都政情報を提供
・言語は、英語、中国語、韓国語
・平成26年12月に外国語版を全面的にリニューアルし、海外への
情報発信を強化
・主なコンテンツは、知事の施政方針・所信表明、報道発表資料、
生活情報等を紹介しているページや各国大使館へのリンク集など

生活文化局広報広聴
部広報課
（29-224）

外国語放送
（H9）

外国語放送専門のFMラジオ局InterFMを利用して、医療、イベン
ト、防災等の都政情報、健康に関する情報等を外国語で案内し
た。
番組名：TOKYO City Information
毎週土曜：9：56～9：59
（再）毎週日曜：9：56～9：59
使用言語：英語

生活文化局広報広聴
部広報課
（29-241）

外国人のための生活ガイ
ド
リビング・インフォメーショ
ン
（H19）

東京都公式ホームページ（外国語版）からリンクする東京都国際交
流委員会のホームページにおいて、外国人向けに日常生活に必
要な行政手続きや生活情報をまとめた生活ガイド（日本語、英語、
中国語、韓国語）を掲載。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
（29-553）

お客さまへのお知らせ文
書（英語・中国語・韓国
語）の活用

「水道使用開始申込についてのお願い」、「水道ご使用量等のお
知らせ」、「漏水の疑いがあります！」等を英語・中国語・韓国語で
作成し、活用している。

水道局サービス推進部
業務課
（48-641）

印刷物の配布、発行 ・パンフレット「東京都の下水道 2015」の英語版となる
「SEWERAGE in TOKYO 2015」を視察受入の際などに配布。
・「下水道なんでもガイド」の英語、中国語、韓国語版を発行し、くら
しの便利帳として配布。

下水道局総務部
広報サービス課
（51-051）

利用案内パンフレットの発
行
英語(H4～）　中国語（H21
～）韓国語（H22～）

都立図書館の利用方法をパンフレット（3か国語）にまとめ、外国人
来館者に提供する。（外国語のパンフレットは都立中央図書館の
み）

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

②情報提供(生活一般に係わる情報)

内容・実績
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中央図書館案内リーフ
レットの発行
（H27作成　英語、中国
語）

都立中央図書館の利用環境やサービス内容をイメージさせるリー
フレットを英語及び中国語で作成し、館外でのPRイベント等で配布
する。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

図書館PRビデオの作成、
デジタルサイネージ等へ
の掲出（H27作成　英語）

都立中央図書館の利用環境やサービス内容をイメージさせるPRビ
デオを英語で作成し、都庁YouTube、公共施設のデジタルサイ
ネージ等に掲出する。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

外国語の図書の収集・提
供

洋書、中国語図書、韓国・朝鮮語図書を収集し提供する。（平成27
年度収集冊数：6,803冊）

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

外国語の新聞、雑誌の収
集・提供

外国語の新聞　28紙、　雑誌　117誌　を収集し提供する。＜都立
中央図書館＞
外国語の新聞　2紙、　雑誌　439誌　を収集し提供する。＜都立多
摩図書館＞

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

外国語資料に関する蔵書
データの提供

蔵書検索システムにより、都立図書館所蔵の外国語資料を検索で
きるようにしている。
（英語版検索画面への切り替え可）

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

江戸東京デジタルミュージ
アム

都立図書館のウェブサイトのコンテンツで、江戸・東京の歴史や文
化を手軽に楽しみながら学ぶことができる。外国人にも理解できる
よう、日本語と同じ分量で、英語のページがある。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

レファレンス・サービス 英語、中国語、ハングルの利用案内を提供し、図書館資料を用い
た情報入手の支援を行う。（外国語の利用案内は都立中央図書館
のみ）

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

都内公立図書館への外国
語資料の提供

都内公立図書館に対し、所蔵している外国語資料を貸し出す（協
力貸出）。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

「大使館等提供資料コー
ナー」の開設（都立中央図
書館）
（Ｈ２７～）

アメリカ合衆国大使館・アメリカンセンターＪａｐａｎ、駐日欧州連合代
表部（ＥＵ）、ブリティッシュ・カウンシルから提供された公的な広報
資料を常設展示。日本語及び英語で書かれた各国の政治・経済・
社会事情、観光情報、留学ガイドブック等、約60タイトルを展示・配
布する。28年度以降も連携国を増やし、拡充する。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

留学関連企画展示及び
講演会の実施

上記コーナーの開設を記念して、「大海を渡れ！－留学いま・むか
し-」と題し、留学をテーマとした企画展示を開催。（平成27年9月10
日～10月25日　43日間）　総入場者数は5,537名。期間中の10月3
日には、アメリカ合衆国大使館の外交官による英語の講演会「職業
としての外交官-外交官として生きる！－」を開催。（逐次通訳付）
参加者数は105名。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

外国語の子供の本情報の
発信

図書館で所蔵する外国語の子供の本情報（抜粋）を言語別に都立
図書館ホームページに掲載する。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

「被害者の手引」の発行
(H12)

事件直後の外国人被害者等に対し、刑事手続、各種支援制度等
の情報を早期かつ包括的に提供。
平成27年度発行部数
身体犯用（英語版）2,100部・交通事故用（英語版）1,900部
身体犯用（中国語版）1,450部・交通事故用（中国語版）1,400部
身体犯用（韓国語版）1,500部・交通事故用（韓国語版）1,350部
※中国語版・韓国語版については平成23年度から

警視庁
犯罪被害者支援室
03-3581-4321(21231)
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情報提供 警視庁ホームページにおいて、巡回連絡に係る協力を多言語で
依頼。（12ヶ国語）

警視庁
地域部地域指導課
03-3581-4321（35662）

情報提供 交番に設置のデジタルサイネージを活用し、巡回連絡に係る協力
を多言語で呼びかけ。（11署２５交番）

警視庁
地域部地域指導課
03-3581-4321（35662）

リーフレットの配信
（H24）

「くらしの安全・安心Q&A～安心してくらすために～」を日本語、英
語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語で作
成し、各署で実施される外国人対象の防犯対策、キャンペーン、講
習会等で配布・活用できるようにデータ配信。

警視庁組織犯罪対策
部
組織犯罪対策第一課
03-3581-4321(47671)

消防車両への英語表記
（H27）

外国人が識別しやすいよう、更新車両104台に組織名の英語表記
（TOKYO FIRE DEPT.)を実施。

東京消防庁装備部装
備課
3212-2111（内線5345）

①生活保護制度 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

生活保護制度
（S25）

・特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、もしくは定住者の在留
資格をもつ人及び難民認定を受けた人で、外国人登録を行ってい
る人について、日本人に準じた生活保護が行われる。
・保護の申請は福祉事務所で行う。
　平成27年度　外国人世帯の保護受給状況　6,625世帯
　　　　　　　（参考　被保護世帯数　229,037世帯）
　　　　　　　（出典　平成27年度被保護者調査年次調査結果）

福祉保健局生活福祉
部
保護課
（32-431）

②出産・子育て 平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

保育所
(S22)

居住する区市町村において外国人登録を行い、各区市町村が定
める入所基準（保育に欠ける要件）を満たす外国人に対し、家庭で
保育できない就学前の子どもを預かり保育する。（利用実績は把握
していない）

福祉保健局少子社会
対策部保育支援課
（32-782）

平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

愛の手帳の交付
(S42)

・18歳未満の知的障害児が申請する場合は児童相談所へ、また、
18歳以上の知的障害者が申請する場合は東京都心身障害者福
祉センターへ申請をすると、手帳が交付される。（「愛の手帳」は、
都独自に設けているものであるが、国の制度としては療育手帳が
あり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けている。）
・在留カード等によって、居住地が明確であり、かつ、在留資格（ビ
ザ）が有効である者（「興業」「研修」などによる一時的滞在を除く。）
が交付対象である。
・手帳所持者は、障害の程度に応じて種々の福祉サービスの申請
ができる。

福祉保健局
心身障害者福祉セン
ター
(03-3235-296３)

内容・実績

内容・実績

③障害者のためのサービス

(2)　外国人に対する様々な行政サービス

内容・実績
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身体障害者手帳の交付
(S25)

・身体に障害のある人が、住所地を管轄する福祉事務所へ、申請
書に診断書を添付の上、申請をすると、手帳が交付される。（15歳
未満の場合は、保護者が代わって申請）
・在留カード等によって、居住地が明確であり、かつ、在留資格（ビ
ザ）が有効である者（「興業」「研修」などによる一時的滞在を除く。）
が交付対象である。
・手帳所持者は、障害の程度に応じて種々の福祉サービスの申請
ができる。

福祉保健局
心身障害者福祉セン
ター
(03-3235-296３)

精神障害者保健福祉手
帳の交付

・精神疾病を有する人の申請に基づき手帳を交付する。（平成7年
度事業開始）
・在留カード等によって、居住地が明確であり、かつ、在留資格（ビ
ザ）が有効である者（「興業」「研修」などによる一時的滞在を除く。）
が交付対象である。
・手帳所持者は、障害の程度に応じて種々の福祉施策を受けるこ
とができる。

福祉保健局
中部総合精神保健福
祉センター
事務室
（03-3302-7739）

施設サービス ・心身に障害のある18歳未満の児童を対象とする施設には、障害
児入所施設がある。入所の相談は、児童相談所で受け付けてい
る。
・18歳以上の障害者の方を対象とする施設には、障害者支援施設
がある。障害者支援施設とは、障害者の方に対し、夜間に「施設入
所支援」を行うとともに、昼間に「生活介護」、「自立訓練」、「就労移
行支援」、「就労継続支援Ｂ型」を行う施設である。
・障害者支援施設への入所は、福祉事務所で受け付けている。

福祉保健局
障害者施策推進部
施設サービス支援課
（33-155）

在宅サービス 　心身に障害を持つ人の日常生活を援助するために、様々な在宅
サービス事業を実施している。（利用にあたっては区市町村の障害
福祉担当部署へ）
・ホームヘルプサービス
　障害を持ち、日常生活に支障がある人の介護が必要な場合に、
家庭にホームヘルパーなどを派遣する。
・補装具費、日常生活用具の支給
　障害者の日常生活の利便をはかるため、身体障害者手帳を持っ
ている人に補装具費、身体障害者手帳または愛の手帳を持ってい
る人には、日常生活用具の給付等を実施。
・地域活動支援センター、短期入所
　在宅の障害を持つ人の自立の促進が図れるよう、創作的活動又
は生産活動の機会の提供や社会との交流の促進等を行う地域活
動支援センターや、保護者等の事情により、家庭での介護が困難
になった場合に、その家族に代わって障害者（児）を一時保護する
短期入所事業を実施。
・住宅設備改善費の給付等により、住環境の整備を行っている。

１　補装具費に関する
こと
福祉保健局
障害者施策推進部
施設サービス支援課
（33-155）

２　１以外に関すること
福祉保健局
障害者施策推進部
地域生活支援課
（33-231）

平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

介護保険制度 外国人(日本国籍を有しない者)についても、次の者は、介護保険
の被保険者となる。
①住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民
②3ヶ月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により
3ヶ月を超えて滞在すると認められる者

福祉保健局
高齢社会対策部
介護保険課
（33-651）

内容・実績

④高齢者のためのサービス
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(1)   防災 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人への防災知識の普
及

・防災普及パンフレット「東京都防災ガイドブック」（英語版）の発
行、配布
・防災ブック「東京防災」（英語版）の発行、配布
・防災ブック「東京防災」（英語版）電子書店での無料ダウンロード
・防災ブック「東京防災」（英語版、中国語版、韓国語版）の電子
データ（PDF)公開
・「東京都防災ホームページ」の中国語版、韓国語版を公開
・帰宅困難者対策条例概要パンフレット（英語版、中国語版、韓国
語版）の配布
・帰宅困難者対策ポスター（英語版）の掲示

総務局
総合防災部防災管理
課
（03-5388-2453）

東京都防災（語学）ボラン
ティア
(H8)

大規模災害時等に語学能力を活用して、被災外国人を支援する
防災（語学）ボランティアを募集・登録し、研修により資質向上を図
る。
平成28年3月末現在：702人15言語(英語、中国語、韓国語、スペイ
ン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、タイ語、タガ
ログ語、インドネシア語、ロシア語、アラビア語、ミャンマー語、ベト
ナム語)

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

緊急時ポケットマニュアル
（ヘルプカード）の発行
(H21)

災害・急病・怪我など緊急時の対応等を記載した定期券サイズの
ポケットマニュアル（日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語併
記）を、区市町村窓口に設置したほか、日本語学校、外国人支援
団体などを通じて外国人に配布。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

防災知識の普及
(H24)

首都圏での大規模災害に備え、在住外国人にわかりやすく防災知
識を伝えるため、東京都国際交流委員会が防災啓発動画を4言語
（やさしい日本語、英語、中国語、韓国語）で作成。同委員会ホー
ムページに掲載し、区市町村、外国人支援団体、大使館等へ周
知。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

地震に対する知識等の普
及

震災対策広報誌「地震の時はこうしよう（英語版・中国版・韓国語
版）」を作成し、各種防災訓練や防災講話等の時に配布。平成27
年は２５，０００部（英語版１５，０００、中国語５，０００、韓国語５，００
０）を発行。

警視庁
警備部災害対策課
03-3583-4321(55521)

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

火災、救急、地震発生時の対応要領や事前の心得等を解説した
パンフレット「消防119」（日本語・英語・中国語・ハングル・タイ語・
フィリピノ語）20,100部を作成・配布した。

東京消防庁企画調整
部広報課
3212-2111（内線2306）

外国人への防災知識の普
及

アメリカ合衆国大使館領事部から依頼を受け、在日米国商工会議
所会員とその家族に対して災害への備えについて職員1名が講義
を実施した。
（開催日平成27年4月28日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

外国人への防災知識の普
及

外国人来館者を池袋都民防災教育センター（池袋防災館）に
17,631人、本所都民防災教育センター（本所防災館）に6,415人、
立川都民防災教育センター（立川防災館）に870人受入れ。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4228）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

都民防災教育センター（防災館）のパンフレット「防災館（BOSAI-
KAN）」（日本語・英語）を5,700部発行し、窓口に設置。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

池袋都民防災教育センター（池袋防災館）のパンフレット
「IKEBUKURO BOSAIKAN」（英語・中国語・韓国語）を各5,000部
発行し、池袋防災館に設置。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

10防災・防犯・交通安全・消防

内容・実績
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外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

池袋都民防災教育センター（池袋防災館）のパンフレット「池袋防
災館 ご利用案内」（英語・中国語・韓国語）を各5,000部発行し、池
袋防災館に設置。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

池袋都民防災教育センター（池袋防災館）のパンフレット「池袋防
災館 防災体験のしおり」（英語・中国語・韓国語）を各5,000部発行
し、池袋防災館に設置。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

本所都民防災教育センター（本所防災館）のパンフレット「HONJO
BOSAIKAN」（英語）を配布した。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

立川都民防災教育センター（立川防災館）のパンフレット「立川防
災館」（日本語・英語）を配布した。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

(2)　防犯・交通安全 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

自転車安全利用啓発用
リーフレットの作成・配布
(H26)

日本での自転車の交通ルール等を英語で解説したリーフレットを
50,000枚作成。都ホームページに掲載するとともに、外国人が各
種手続きのために立ち寄ることの多い警察署・区市町村の窓口等
で配布。

青少年・治安対策本部
総合対策部
交通安全課
(21-792)

外国人に対する
交通安全教育
(H27)

日本の言葉や生活習慣に不慣れな外国人が交通事故の加害者
又は被害者とならずに安全に過ごすことができるように、外国人向
け交通安全教育教材を、インターネット等を通じて発信する。
また、日本語学校の留学生等に向けて出前型交通安全教室を行
い、外国人の交通ルールの遵守及びマナーの向上を図る。

青少年・治安対策本部
総合対策部
交通安全課
(21-797)

交通反則通告書を送付
通告する際の翻訳文の
添付

外国人に対し、交通反則通告書及び納付書を送付通告する際
に、翻訳文を添付（英語・フランス語・ドイツ語・イタリア
語・スペイン語・中国語・韓国語・アラビア語・ペルシャ語
の9か国語）。

警視庁
交通部交通執行課
03-3581-4321
(7865-5751)

国外運転免許証の発給
(S39)

国内の自動車運転免許証を受けている者からの申請に基づ
き、ジュネーブ条約加盟国等（95か国と2地域）で1年間運転
できる国外運転免許証を発給。平成27年中87,126件発給。

警視庁
交通部運転免許本部
03-3581-4321
(7250-5052)

外国運転免許から国内
運転免許への切替え
(S46)

外国の運転免許を取得し、当該外国で通算3か月以上滞在して
いた者について、受けようとする免許に係る自動車等を運転
することに支障がないことを確認した場合には、一部の試験
（学科及び技能）を免除して、国内運転免許証を発給する。
平成27年中8,111件発給。

運転免許情報案内
(H4)

運転免許の手続（更新、失効、再交付、国際運転免許等）に
ついて、英語による24時間利用可能のテレホンサービス（音
声及びファックス）を実施。

外国語による運転免許
試験(S25)

英文による学科試験を実施。平成27年中3,272件実施。

インターネット（ホー
ムページ等）を活用し
た情報提供(H24)

大震災（震度６弱以上）発生時における交通規制について広
報等の必要性から警視庁ホームページ内に英語、中国語、韓
国語版の広報紙を掲載。

警視庁
交通部交通規制課
03-3581-4321(51672)

インターネット（ホー
ムページ等）を活用し
た情報提供(H19)

飲酒運転根絶について外国人への広報等の必要性から、警視
庁ホームページ内に英語版チラシを掲載。

警視庁
交通部交通総務課
03-3581-4321(50322)

内容・実績
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防犯活動
(H27)

鉄道警察隊及び警察署警ら隊用に「POLICE」と表記した腕章を配
布。

警視庁
地域部地域総務課
03-3581-4321（35214）
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平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

私費外国人留学生入試
（特別選抜）
(S58)

特別選抜を実施し、合格者を受入れ
募集人数12名、志願者136名、合格者17名、入学者15名（平成28
年度入試）。

公立大学法人　首都大
学東京　首都大学東京
管理部
（042-677-2392）

帰国子女入試（特別選
抜）
(S61)

特別選抜を実施し、合格者を受入れ
募集人数4名、志願者11名、合格者1名、入学者0名（平成28年度
入試）。

公立大学法人　首都大
学東京　首都大学東京
管理部
（042-677-2392）

中国引揚者等子女入試
（特別選抜）
(H1)

特別選抜を実施し、合格者を受入れ
募集人数5名、志願者0名、合格者0名、入学者0名（平成28年度入
試）。

公立大学法人　首都大
学東京　首都大学東京
管理部
（042-677-2392）

都立国際高校における外
国人等の募集枠の設定

在京外国人及び海外帰国生徒の受入れを図るため、在京外国人
及び海外帰国生徒を対象とする募集枠を設定。平成27年度1学年
240人のうち在京外国人生徒及び海外帰国生徒75人。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-212）

都立立川国際中等教育
学校における外国人等の
募集枠の設定（H20）

在京外国人及び海外帰国生徒の受入れを図るため、在京外国人
及び海外帰国生徒を対象とする募集枠を設定。平成27年度1学年
160人のうち在京外国人生徒及び海外帰国生徒30人。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-212）

都立高校における海外帰
国生徒等の募集枠の設定
(S52)

海外帰国生徒及び中国等からの引揚生徒の受入れを図るため、
海外帰国生徒及び引揚生徒を対象とする募集枠を設定。
平成27年度海外帰国生徒対象5校130人（国際高校、立川国際中
等教育学校を含む）。引揚生徒対象4校24人。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-212）

外国籍生徒の都立高校受
検に当たっての特別措置
(H19)

在日期間が原則3年以内の外国籍生徒で希望する者について、
ひらがなのルビを振った学力検査問題での受検に加え、国語の学
力検査を除き、希望する外国語についての辞書の持込み及び学
力検査の時間延長（別室、各教科１０分）を認めている。
第一次募集・分割前期募集及び全日制の分割後期募集・第二次
募集における学力検査の共通問題並びに在京外国人生徒対象（4
月入学生徒の選抜及び9月入学生徒の選抜）の検査問題で実施。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-242）

公立小・中学校における
日本語学級設置の認証

公立小・中学校に在籍している日本語能力が不十分な児童・生徒
に対し、授業理解や日常生活に支障が無いよう日本語の習得を目
的に、区市町村が日本語学級を設置することを認証している。
小学校（昼間）　19校　　学級数37学級　　児童数548人
中学校（昼間） 　8校　　学級数13学級　　生徒数195人
また、学齢を超過した義務教育未修了者で、日本語能力が不十分
な者に対し、日本語の習得を目的に、区市町村が中学校夜間学
級の日本語学級を設置することを認証している。
中学校（夜間）　5校　　学級数11学級　　生徒数173人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年5月1日現在）

教育庁地域教育支援
部義務教育課
（内線53-262）

内容・実績

(1)　外国人生徒・学生支援

Ⅳ　地球市民としての意識づくり

11学校教育
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平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

ＩＰＥ海外短期研修 保健・医療・福祉専門領域における多職種間連携を学ぶために2
週間程度の海外滞在によるIPE(Interprofessional Education)の実
習を行った。IPEの先進国である英国のキングストン大学及びス
ウェーデンのカロリンスカ研究所に学生を派遣し「チーム医療」「連
携協働」を学んだ。さらに文化の違いを体験し、同じ専門職や他の
専門性に触れながら英語を共通語とした国際的なコミュニケーショ
ンスキルを育み、将来国際的な視野に立って活躍できる専門性の
基盤を醸成するための教育を実施した。（学部学生対象、派遣学
生数8名）
なお、スウェーデンのカロリンスカ研究所から5名の学生を5週間程
度受入れ、日本の医療現場を見学させたり、学生交流を行った。

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京（荒川
キャンパス）
（03-3819-7124）

大学院グロバールコア医
療人材短期研修

海外研究者と実践的な交渉や共同作業を通じてグローバル人材
を育成するための実践的なプログラムとして実施した。作業療法科
学域ではイギリスのオックスフォードブルックス大学と連携してイギリ
スの医療制度とリハビリテーションの現状について学び、我が国の
制度と現状との比較検討を通して両国における作業療法の役割と
機能について理解を深めた。（参加学生2名）

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京（荒川
キャンパス）
（03-3819-7124）

グローバルPBLの実施
（H20）

グローバルビジネスに役立つ専門的知識・スキル・業務遂行能力
（コンピテンシー）を持った高度専門職人材を東京の産業界に輩出
し、アジア諸国等へのビジネス展開に生かすことを目的として、グ
ローバルPBLを実施している。
平成20年度の実証実験をもとに、平成21年度からベトナム国家大
学とのグローバルPBLを実施するとともに、平成25年度からブルネ
イ・ダルサラーム大学と、平成26年度からはUNITEC工科大学
（ニュージーランド）とグローバルPBLを実施している。
※PBL（Project Based Learning）型教育とは、実社会で即戦力とし
て活躍できる人材を育成するために有効な教育手法であり、数名
の学生が、明確な目標を掲げ、できるだけ実際の業務の内容に近
い1つのプロジェクトを完成させていくプロセスの中で、実社会で真
に役立つスキルやノウハウを修得する。

公立大学法人
首都大学東京
産業技術大学院大学
（03－3472-7831）

グローバル人材育成入試
（AO入試）
（H26）

国際社会で活躍する意欲のある者を募集するグローバル人材育
成入試を実施し、国際社会の第一線でリーダーシップを発揮して
活躍できるグローバルリーダーの育成に取り組む。
募集人員16名、志願者10名、合格者8名、入学者8名（平成28年度
入試）。

公立大学法人　首都大
学東京　首都大学東京
管理部
（042-677-2392）

海外インターンシップ体験 首都大学東京大学院の理工系の研究科に在籍する大学院生を対
象に、カルフォルニア州のシリコンバレー周辺の企業を訪問し、実
際に海外で活動を行う日本人や現地の人材と交流する。また、世
界トップクラスの海外大学研究室を訪問し、自分の研究・専門性を
活かしたディスカッションを行う。平成27年度10名参加。

公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
（042－677-2444）

私立学校外国語科教員
海外派遣研修事業費補
助（H28）

各私立学校において、自校の外国語（英語）科教員を、一定の要
件を満たした海外研修に派遣した場合に、その経費の一部を補助
する。

生活文化局私学部私
学振興課　（内）29-716

私立学校外国語指導助
手活用事業費補助（H27）

JETプログラムのうち、ALT（外国語指導助手）を活用する私立学校
に対し、その雇用経費等を補助する。

生活文化局私学部私
学振興課　（内）29-716

私立高等学校海外留学
推進補助（H25）

私立高校生の留学に伴う経済的負担を軽減し、海外留学を促進
するため、私立高等学校が行う留学に参加する生徒に対し、一定
の基準により参加費用の一部を補助する。

生活文化局私学部私
学振興課　（内）29-716

(2)　グローバル社会を担う次世代の育成

内容・実績
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都立国際高校
(H1)

豊かな国際感覚と外国語能力を身につけた人材の育成に重点を
置き、国際理解のための専門教科及び英語、ドイツ語、フランス
語、スペイン語、中国語、ハングルの講座を設置し、語学指導の充
実を図る。
また、平成27年4年から国際バカロレアコースを設置し、第一期生
の生徒に対して、双方向型による授業を英語で実施するとともに、
同年5月には国際バカロレア機構の認定を取得した。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課（内
線53-212）（内線53-
255）

外国語等に関するコース
(S63)

国際理解教育を推進し、外国語の教科等を重点的に学習する普
通科のコースとして、普通科都立高等学校に外国語コース等を設
置。平成27年度外国語コース等設置校４校。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課（内
線53-212）（内線53-
255）

都立大島海洋国際高校
(H18)

国際航海学習、海外体験学習など体験型の国際教育を実施。ま
た、総合的な英語力の育成に加え、国際系では3年間で最大24単
位の英語の授業を行うなど英語力を重視している。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課（内
線53-212）（内線53-
255）

総合学科高校
(H14)

幅広い選択科目を設置する総合学科高校において、生徒が科目
選択する際の指針となるよう、体系性や専門性等に配慮して科目
群（以下「系列」という）を設置。晴海総合高校（H8開校）の語学コ
ミュニケーション系列、つばさ総合高校（H14開校）の国際・コミュニ
ケーション系列、杉並総合高校（H16開校）の国際コミュニケーショ
ン系列、葛飾総合高校（H19開校）の国際コミュニケーション系列、
世田谷総合高校（H20開校）の国際・文化理解系列などにおいて、
語学力の向上や異文化理解を図る。平成27年度定員各校1学年
240名。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53－255）

ビジネスコミュニケーション
科の高校
(H16)

ビジネスに関して必要な基礎的・基本的な知識・技能を習得し、将
来、国際社会で活躍できるスペシャリストを育成するために、大学
等に進学し、継続して学習することを前提とした進学型専門高校を
設置。英語とビジネス科目に重点を置き、社会の変化や国際化に
対応した教育課程の編成を行う。千早高校(H16開校)及び大田桜
台高校(H21開校)。平成27年度定員各校1学年210名。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53－255）

都立高等学校等における
外国語教育の拡充（S59）

教育委員会独自の採用により、都立高等学校、都立高等学校附
属中学校及び都立中等教育学校に外国人英語等教育補助員を
配置し、ティームティーチングにより、生徒のコミュニケーション能力
の育成を図る。

教育庁指導部高等学
校教育指導課（53-
794）

都立高等学校等における
外国語教育の拡充（S62）

外部団体のプログラムを活用し、都立高等学校に英語等指導助手
を配置し、ティームティーチングにより、生徒のコミュニケーション能
力の育成を図る。

教育庁指導部指導企
画課（53-783）

次世代リーダー育成道場
（H25）

世界を舞台に活躍する国際感覚豊かな人材を育成することを目的
とし、将来、様々な分野で活躍し、日本や東京の未来を担おうとい
う高い志をもった都立高校生に対して、国内事前研修及び海外留
学を実施。
選考を実施し、4期生200名を研修生として募集。3期生Ｂコース95
名が8月にアメリカへ留学、4期生Ａコース100名が1月にオーストラ
リアへ留学。

東京都教職員研修セ
ンター研修部教育開発
課
（03-5802-0316）
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平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

該当事業なし

平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国際情報提供
(H7)

都民の国際交流・協力の促進及び在京外国人の生活の円滑化に
資するため、東京都国際交流委員会が国内外の情報を収集・提供
する。
国際交流・協力情報コーナーにおける情報提供：件数284件(平成
27年度)
ホームページでの情報の提供：アクセス数1,961,256件(平成27年
度)
・国際交流・協力ニュース「れすぱす東京」等
・外国人向けに生活情報等を多言語（日本語、英語、中国語、韓
国・朝鮮語）で掲載
※2 (4)   都民の自主的な交流活動への支援に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

国際情報提供
(H16)

在住外国人向けメディア連絡会
行政情報を外国人に多言語で提供するほか、意見交換の場とし
て、在住外国人向けメディアとの連絡会を設置。
16言語・35メディア

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

外国人おもてなし語学ボ
ランティア育成事業
（H27)

日本を訪れる外国人が安心して滞在できる環境を整えるため、街
中で外国人に積極的に声をかけ、簡単な外国語で道案内等の手
助けを行う語学ボランティアを育成
平成27年度登録者数：約3,100名

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-561)

内容・実績

(2)   都民の国際的な活動の促進

12世界に開かれた都民意識

内容・実績

(1)　人権意識の啓発・開発教育
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①集会公聴事業 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

インターネット都政モニ
ター
(H13)

都内に居住する人を対象に、都政の緊急課題等に関する都民の
意見・要望等をインターネットを使って聴取し、都政運営の参考と
する。（ホームページの閲覧・メール送受信を日本語でできる方）
平成27年度モニター数500名（アンケート6回、テーマ意見の募集3
回実施）

生活文化局広報広聴
部都民の声課
（29-286）

知事への提言
(H7)

都民から都政に関する提言・意見を受け都政運営の参考とする。
英文ホームページにも提言等を受け付けるメールフォームを設置。

生活文化局広報広聴
部都民の声課
（29-399）

多文化共生推進検討委
員会
（H13)

外国人も住みやすく、活躍できるまちにするための具体的施策に
ついて、専門家等が検討する場として平成13年度より設置されて
いた地域国際化推進検討委員会（日本人委員と外国人委員で構
成）を平成27年度に「多文化共生推進検討委員会」に名称変更
し、「東京都多文化共生推進指針」の策定につき検討の上、平成
28年2月に同指針を策定した。
※16(1)  国際政策の推進体制 に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

都営交通に関する外国人
ニーズ把握調査
(H26)

首都大学東京の協力を得て、外国人留学生による調査を実施。
①アンケート調査（1回）※回答者計100名
②現地ツアー調査（3回）※協力者計19名

交通局総務部お客様
サービス課（46-146）

都営交通に関する外国人
モニター調査
(H27)

調査受託業者により、在住経験の浅い外国人を選抜し、WEBアン
ケート調査及び現地ツアー調査を実施。
①アンケート調査（1回）※回答者計70名
②現地ツアー調査（2回）※参加者計16名

交通局総務部お客様
サービス課（46-146）

平成28年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

該当事業なし

内容・実績

(2)   外国人の公務員への採用

Ⅴ　国際化に対応できる都政づくり

13外国人住民の都政への参画

(1)   外国人住民の行政参画

内容・実績
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平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

在住外国人支援事業助
成
(H20)

民間団体が自主的に企画・実施する都内在住外国人を対象とした
コミュニケーション支援などの在住外国人支援事業に対し、事業費
の一部を助成する。平成27年度：4件
※2 (4)   都民の自主的な交流活動への支援に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

女性の緊急保護事業への
助成
(H2)

来日外国人女性の緊急保護事業を実施している法人に対して助
成を行っている。
平成27年度実績：実人員21人（本人15人、同伴児6人）
　　　　　　　　       延べ540人（本人468人、同伴児102人）

福祉保健局
少子社会対策部
女性相談センター
（03-5261-3911）

国際貢献ビジネス民間企
業 支 援 プ ロ グ ラ ム
（Ｈ23）

平成23年11月、公-民、民-民が連携したコンソーシアム形成の
先導と日本の民間企業の海外展開を支援するための仕組みとして
運用を開始
当局に寄せられる海外からの依頼内容に応じた情報の提供や、関
係者間のマッチング機会の提供、当局所管施設への視察の受入
れなどの支援を行っている。
平成28年3月31日現在、登録企業数67社

水道局総務部
企画調整課
（48-227）

平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

民間団体等とのネットワー
ク
(H７)

「国際化市民フォーラム in TOKYO」
都、地域国際化協会、ＮＧＯ等の民間団体で構成される「国際交
流・協力TOKYO連絡会」において、東京の国際化について現状
や、問題点について多角的な議論を行うイベントを、企画・実施す
る。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

国際交流・国際協力団体
のネットワークづくりと協働
(H7)

（一財）自治体国際化協会、都道府県等の地域国際化協会、区市
の国際交流協会等の団体等と連絡調整し、国際交流の推進を図
る。
地域国際化協会連絡協議会、関東地域国際化協会連絡協議会
への出席
東京国際交流団体連絡会議
・総会1回、研修会2回
・ダイレクトリーの作成
外国人のための都内リレー専門家相談会：18回

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

内容・実績

14民間団体への支援と連携

(1)   民間団体への支援

内容・実績

①助成事業、その他支援項目

(2)   広域的なネットワークづくり

①連絡会の設置、連携事業等
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(1)　情報提供、会議開催 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

区市町村との連携会議
(H9)

東京都･区市町村国際交流推進連絡会議
東京都と区市町村、区･市町村相互の国際化・国際交流について
情報交換を行う。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

内容・実績

15区市町村との連携
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①会議名称等 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

アジアヘッドクォーター特
区地域協議会（H23）

東京をアジアのヘッドクォーターへと進化させるという目的を実現
するため、外国人の生活環境整備などの取組も含め、地域の関係
者と協議する場。（平成27年度　３回開催）

政策企画局調整部渉
外課（21-194）

東京圏国家戦略特別区
域会議（H26）

区域計画の作成、認定区域計画及びその実施に係る連絡調整並
びに産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の
形成に関し必要な協議を行う。（平成27年度　７回開催）

政策企画局調整部渉
外課（21-176）

東京国際金融センター推
進会議
（H26）

東京国際金融センター構想に向けた都、民間、国のそれぞれ、ま
たは協働による取組の円滑な遂行のため、知事、副知事、関係
局、民間関係団体、国の関係省庁と、取組の連携強化や課題解
決のための意見交換等を実施。
開催日:H27.6.29参加者:28名

政策企画局計画部計
画課（内線21-174）

多文化共生推進検討委
員会
（H13)

外国人も住みやすく、活躍できるまちにするための具体的施策に
ついて、専門家等が検討する場として平成13年度より設置されて
いた地域国際化推進検討委員会（日本人委員と外国人委員で構
成）を「多文化共生推進検討委員会」に名称変更し、「東京都多文
化共生推進指針」の策定につき検討の上、平成28年2月に同指針
を策定した。
※13(1)   外国人住民の行政参画 に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

自治体水道国際展開プ
ラットフォーム
（H22）

水道事業体と公益社団法人日本水道協会が連携・協力して国際
展開を推進するための協議・調整の場として、実務者による定例会
議を開催
開催日:Ｈ28.1.13　参加団体:21団体

水道局総務部
企画調整課
（48-227）

①人材育成、職員派遣等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人旅行客おもてなし
英語科
（Ｈ28年度より新規実施）

外国からのお客様の対応のため、基礎的な英語力を養う。
※本局（本庁舎勤務）職員を対象。
　年度内に年３回（25名/回　計75名）実施予定。

交通局職員部人事課
(46-324)
交通局研修所
03-3528-3331

英会話研修（短期） 国際会議等の発表者の語学力向上のため研修を実施。
研修期間：H27.4.1～H28.3.31。受講者：29名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

英会話研修（長期） 2018ＩＷＡ国際会議従事者の語学力向上のため研修を実施。
研修期間：H27.10.1～H28.3.31。受講者：9名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

英文テキスト研修 語学力向上に意欲のある職員のため英文資料作成に向けた研修
を実施。
研修期間：H27.8・17～9.30。受講者：27名。H27.11.12。受講者：
13名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

国際関係施策
（Ｈ22）

職員の国際関係施策に関する意識を醸成するため研修を実施。
研修期間：H27.7.9。受講者：28名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

(2)   都職員の育成

内容・実績

(1)   国際政策の推進体制

内容・実績

16国際政策の推進体制と職員の育成
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海外調査等報告セミナー 職員の国際施策に関する理解を深め、国際的視野を広げるため
研修を実施。
研修期間：H28.3.10。受講者：35名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

ＴＯＥＩＣ　ＩＰ　試験 語学力向上に意欲のある職員のためＴＯＥＩＣ　ＩＰ　試験を実施。
試験実施日：H27.7.11。受験者：32名。H28.1.23。受験者：52名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

語学力向上Ⅰ研修
(H27)
語学力向上Ⅱ研修
(H27)

英語能力向上のための研修を実施（グループレッスン）
研修期間:H27.10.13～H28.3.3。受講者:12名
英語能力向上のための研修を実施（マンツーマンレッスン）
研修期間:H27.8.7～H27.11.17。受講者:9名

下水道局職員部
人事課
（内線51-271）

外国語研修
(H11)

警察活動上、使用頻度が高い外国語の研修を民間語学学校に委
託し、職員の語学能力の向上を図る。
（平成27年度中　6言語～英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベト
ナム語・ペルシア語～計39名、研修期間約1年）

警視庁
警務部教養課
03-3581-4321(27424)

指定通訳員ブラッシュアッ
プ研修
（H27)

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う多言語
対応策として、民間語学学校で指定通訳員に対するブラッシュアッ
プ研修を行い、語学能力の向上を図る。
（平成27年中　4言語～英語・中国語・韓国語・スペイン語～計117
名、研修期間1ヶ月）

警視庁
警務部教養課
03-3581-4321(27424)

外国語による朝の庁内放
送の実施
(H2７)

職員の国際意識及び語学力の向上を図るため、朝の庁内放送を
外国語で実施。
実施期間:平成27年5月1日～平成28年3月31日
放送担当職員：26名
放送言語:英語、中国語、フランス語

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

職員教養記事
(H25)

外国人に対応する現場を想定した英会話の教養記事を、職員向
けの機関誌に掲載。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

英語対応救急隊員育成
英会話研修
(H25)

外国人が安心して救急車を利用できるように、救急隊員に英会話
の委託研修を行い、英語対応救急隊の運用を開始した。
第1回　研修期間:平成27年10月5日～平成27年10月26日  受講
者:10名
第2回　研修期間:平成27年11月16日～平成27年12月7日  受講
者:10名
第3回　研修期間:平成28年1月8日～平成28年1月29日  受講
者:10名
第4回　研修期間:平成28年2月8日～平成28年2月29日  受講
者:10名

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3146）

英語対応救急隊指導者
育成海外研修
(H25)

英語対応救急隊の核となる指導者を育成することを目的に、研修
生をアメリカ合衆国の消防機関に派遣し、現地の救急現場での外
国人に対する接遇要領等を学ばせた。
第1回　派遣期間:平成27年10月19日～平成27年11月1日　アトラ
ンタ市に2名派遣。
第2回　派遣期間:平成27年11月9日～平成27年11月22日  ヒュー
ストン市に2名派遣。
第3回　派遣期間:平成27年11月30日～平成27年12月13日  ロサ
ンゼルス市に2名派遣。

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3146）
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外国語会話研修
(S63)

国際的諸行事等に対応するため、英会話、中国語及び韓国語会
話技能を有する職員の養成を目的として研修を実施。
1 英会話技能者養成コース
　　研修期間:平成28年3月14日～平成28年3月18日 受講者:10名
2 英会話技能者養成（基礎）コース
　　研修期間:平成28年3月8日～平成28年3月18日 受講者:20名
3 中国語会話技能者養成（入門）コース
　　研修期間:平成28年3月8日～平成28年3月18日 受講者:18名
4 韓国語会話技能者養成（入門）コース
　　研修期間:平成28年3月8日～平成28年3月18日 受講者:7名

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3146）

人材育成（国際消防救助
隊に対する教育）

国際消防救助隊に登録された隊員に対し、隊員として必要とされ
る知識・技術の教養、心構え及び災害派遣時における救助活動対
応能力向上を図るための教育訓練を実施。
実施日　平成27年11月24日～平成27年11月25日　訓練参加人
数:30名

東京消防庁警防部救
助課
3212-2111（内線3625）

職員教養講座
(英会話入門クラス、英会
話初級クラス)
(H27)

国際化を踏まえ、英語の必要性と動機づけを図るために職員教養
講座を実施。
英会話入門クラス　第１回　平成27年7月6日　受講者:61名
　　　　　　　　　　　　第2回　平成27年7月7日　受講者:66名
英会話初級クラス　第１回　平成27年12月3日　受講者:50名
　　　　　　　　　　　　第2回　平成27年12月4日　受講者:48名

東京消防庁消防学校
校務課
3466-1479（内線6025）

繁殖技術研修への職員派
遣
(H24)

ジャイアントパンダ繁殖に向けた技術指導を受けるため職員2名が
中国・雅安碧峰峡基地へ出張した（H27.8.10～8.14）。

建設局
恩賜上野動物園
03-3828-5171

繁殖技術研修への職員派
遣
(H27)

ジャイアントパンダの繁殖時期に合わせて技術指導を受けるため
職員3名が中国・雅安碧峰峡基地へ出張した（H28.3.20～3.31）。

建設局
恩賜上野動物園
03-3828-5171

オーストラリアでの職員研
修
(H27)

タスマニアデビルの飼育技術習得及び導入調整のため、職員3名
がオーストラリア・タスマニア州へ出張し研修を受けた。（H27.11.15
～11.23）

建設局
多摩動物公園
（042-591-1611）

研修生派遣
（Ｈ27）

ソウル特別市（大韓民国）主催の「水管理研修」へ研修生を派遣。
研修期間：Ｈ27.11.23～Ｈ27.11.27。派遣者数：１名

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)研修生派遣 ＪＩＣＡ主催の「水道管理行政及び水道事業経営Ｂ：能力強化研修

（水道コース）」へ研修生を派遣。
開発途上国の水道行政官が参加する研修に合流参加し、英語に
よる講義を受講。
研修期間：Ｈ27.11.9～Ｈ27.11.20。派遣者数：2名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

研修生派遣 ＪＩＣＡ主催の「国際協力人材赴任前研修」へ研修生を派遣。
ＯＤＡの概要や、ＪＩＣＡの国際援助スキームを学び、局の国際貢献
施策に反映する。
研修期間：Ｈ27.6.1～Ｈ27.6.15。派遣者数：6名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

海外研修
（S42)

外国の警察組織、制度、活動等について研修及び交流を図り、高
度の語学能力と豊かな国際感覚を有する捜査官を育成する。
(平成27年度中　アメリカ合衆国・ニューヨーク市警1名、大韓民国・
ソウル特別市地方警察庁1名、台湾・台湾内政部警政署1名　いず
れも期間約3ヶ月）

警視庁
警務部教養課
03-3581-4321(27424)

職員派遣
(H15)

米国の警察制度、機器管理体制の調査研究、情報収集、関係機
関との連絡調整を図る（平成27年度中1名派遣（派遣先～（一財）
自治体国際化協会ニューヨーク事務所）、期間約2年）。

警視庁
警務部人事第一課
03-3581-4321(26173)
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17国への要望 平成27年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国への提案要望（H23） 世界に開かれた都市「東京」の創造を目指す、東京発グローバル・
イノベーション特区の取組に対して、必要な支援の要望。

政策企画局調整部渉
外課（21-176）

地域国際化の総合的推進 総務省・文部科学省・文化庁に対し、区市町村や民間団体等が行
う国際文化交流等の事業に対する国の支援について継続要望。
内閣官房・文部科学省に対し、留学生宿舎や保証人制度等の整
備について継続要望。
内閣官房・総務省に対し、外国人の災害時情報入手体制の検討
について継続要望。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

外国語表示・標識等の整
備促進(H26)

関係省庁に対し、平成26年3月19日に設置した「2020年オリンピッ
ク・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」において、各機
関・団体と連携・協働した取組を進めることなどにより、外国語表
示・標識等の整備を推進することを継続して要望。

主管：オリンピック・パラ
リンピック準備局総合
調整部連携推進課
（38-771）

共管：都市整備局都市
基盤部調査担当
（30‐436）
産業労働局観光部振
興課
（36-996）
建設局道路管理部安
全施設課
（46-565）

羽田空港の更なる国際化
の推進（H23）

国土交通省に対し、羽田空港における国際線の更なる就航拡大を
図るため、現在国から提案されている都心上空の飛行経路設定を
含め、あらゆる角度から昼間の空港容量の更なる拡大を進めるよう
要望。法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省に対し、今後の
国際線の増枠に対応できるよう、出入国管理、税関及び検疫体制
の強化を継続要望。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-451)

米軍基地対策の推進 《横
田基地の軍民共用化》
(H11)

《横田空域の返還》 (H13)

関係省庁に対し、首都圏の空港機能の補完、首都圏西部地域の
航空利便性の向上に資する横田基地の軍民共用化を継続要望。
また、安全で効率的かつ騒音影響の少ない航空交通の確保のた
め、横田空域及び管制業務の早期全面返還、及び同空域の活用
により首都圏空域の効率的な運用を継続要望。

《横田基地の軍民共用
化》
都市整備局基地対策
部横田基地共用化推
進担当 (21-148)

《横田空域の返還》
都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-453)

首都圏新空港の調査検討
の推進（H13）

国土交通省に対し、今後とも増加傾向にある首都圏の航空需要に
対応するため、首都圏新空港の調査検討の推進を継続要望。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-451)

内容・実績

VI　国への働きかけ
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首都圏におけるビジネス
航空受入の推進（H22）

関係省庁に対し、羽田空港における更なる利便性向上や、横田基
地の活用など、首都圏におけるビジネス航空受入れの推進を継続
要望。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-453)
都市整備局基地対策
部横田基地共用化推
進担当 (21-148)

水道事業の国際展開の支
援に向けた取組の強化
（Ｈ22）

内閣官房、総務省、外務省、厚生労働省及び経済産業省に対し、
水道事業の国際展開が着実に実施できるよう、体制及び制度の整
備等の必要な措置を図るよう継続要望

水道局総務部
企画調整課
（48-227）
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