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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 北京市との交流
・平成29年7月13日に、北京市青少年キャラバン訪日団受入れ
・平成29年7月、北京市姉妹友好都市の国際部門職員を対象とするワークショップ・プログラムに参
加し、視察や意見交換を通して北京市への理解を深め、都政の課題解決に資する情報収集を行った。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 ニューヨーク市との交流 平成29年8月1日に、ニューヨーク市職員に対する都政説明を実施。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部
ニュー・サウス・ウェールズ州との
交流

平成29年8月22日に、ニュー・サウス・ウェールズ州一行に対する都政説明を実施。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 ソウル特別市との交流

・平成29年9月25日に、ソウル特別市財務課一行に対する都政説明を実施。
・平成30年2月、ソウル特別市の姉妹都市・友好都市等を対象とした同市主催の招聘プログラムに参
加し、平昌オリンピック開会式の参観、ソウル特別市政の視察、同市長主催レセプション等への出席
を通じ、同市はじめ各都市との関係強化を図るとともに、東京2020大会時の都市外交施策の参考とし
た。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 パリ市との交流 平成29年11月24日に、パリ市政策評議委員会一行に対する都政説明を実施。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 ジャカルタ特別市との交流 平成30年2月19、20、21日に、ジャカルタ特別市一行に対する都政説明を実施。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 シンガポール共和国との交流

シンガポール政府から、リークアンユー・エクスチェンジ・フェローシップの招待を受け、知事は、
リー・シェンロン首相はじめシンガポール政府要人と面会し、東京2020大会、国際金融都市・東京の
実現に向けた取組についてPRしたほか、少子高齢社会への対応など、共通の課題について意見交換を
行った。また、モルガン・スタンレー第16回アジア・パシフィック・サミットや、シンガポール・
フィンテック・フェスティバル、リークアンユー公共政策大学院で講演し、国際金融都市・東京の実
現に向けた施策や東京の魅力について発信した。
（平成29年11月15日から11月17日）

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 姉妹友好都市等との関係強化

・10月23日　東京都知事とパリ市長による共同コミュニケの発表

・姉妹友好都市等の首長との知事会談
・4月19日　モンゴル国ウランバートル市長との会談
・6月6日　ハノイ市人民委員会委員長との会談
・7月25日　インドネシア共和国ジャカルタ特別市次期知事との会談
・8月22日　オーストラリア連邦・ニュー・サウス・ウェールズ州首相との会談

１　国際交流
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

政策企画局外務部 海外都市等との職員の相互交流支援

・都市整備局、建設局、港湾局にてニュー・サウス・ウェールズ州職員１名受入れ（大規模開発地区
の視察（都市整備局）、環状七号線地下調節池等大規模インフラ及び公園や河川の有効活用事例視察
（建設局）、海の森視察（港湾局））
・建設局、交通局にてソウル特別市職員3名受入れ（道路維持管理業務の説明と意見交換及び土木技
術支援・人材育成センター視察（建設局）、都営大江戸線清澄白河駅構内の視察（交通局））

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

総務局総務部
北京市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【教育分野】
・首都師範大学から、交換留学生2名を受入れ。
・首都大学東京にて実施する「日本語・日本事情短期集中コース」夏季実施分（Summer Programme)
に、首都師範大学の学生が2名参加。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

総務局総務部
トムスク州との合意に基づく交流・
協力に関わる取組

【大学間協力分野】
・トムスク国立大学から、交換留学生2名を受入れ。
・首都大学東京大学院生短期派遣・受入れ支援制度を活用し、学生2名を派遣、2名を受入れ。
・首都大学東京教員交換支援制度を活用し、教員1名を派遣、1名を受入れ。
・11月2日から3日にかけて、首都大学東京副学長がトムスク国立大学を訪問し、今後の交流に係る意
見交換を行った。
・11月29日から12月2日にかけて、首都大学東京学長及び副学長がトムスク国立大学を訪問し、「第2
回大学都市国際フォーラム」及び今後の交流について意見交換を行った。
・トムスク国立大を首都大初の交流重点校（※）に指定。
（※）今後、首都大が重点的に交流の深化を図る大学を「交流重点校」として指定し、教育・研究両
面での連携関係強化を目指す取組。平成29年度は、トムスク国立大学とレスター大学の2校を指定。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

生活文化局都民生活
部

北京市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【教育分野】
・東京都太田記念館卒寮生のネットワーク構築と交流促進のため、懇談会を開催
・北京市優先枠の募集・選考を実施

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

生活文化局文化振興
部

北京市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【文化分野】
・江戸東京博物館と北京首都博物館の間で、平成30年度に開催予定の相互交流展覧会
　開催のための協議・基礎調査を実施
・日中韓博物館国際シンポジウムの開催(ソウル歴史博物館において開催）
　平成29年9月26日～27日　共通テーマ：都市歴史博物館と都市の記憶

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

生活文化局文化振興
部

ソウル特別市との合意に基づく交
流・協力に関わる取組

【文化交流分野】
・江戸東京博物館とソウル歴史博物館の学芸員の相互交流
　実施に向けた協議を行った
・江戸東京博物館とソウル歴史博物館で、両博物館の収蔵品を活用した展覧会
　開催に向けた協議・基礎調査を行った
・日中韓博物館国際シンポジウムの開催(ソウル歴史博物館において開催）
　平成29年9月26日～27日　共通テーマ：都市歴史博物館と都市の記憶
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

生活文化局文化振興
部

ベルリン市との合意に基づく交流・
協力に関わる取組

【文化交流分野】
・ベルリン国際映画祭と連携し、「タレンツ・トーキョー2017」実施

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

生活文化局文化振興
部

パリ市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【文化分野】
平成29年10月23日
東京都及びパリ市両都市間の文化交流の活性化に向け、東京都、パリ市、アンスティチュ・フランセ
が協力し、「パリ東京文化タンデム2018」事業を実施することを発表
平成30年2月から4月まで
「パリ東京文化タンデム2018」事業のうち、 パリ市立文化施設において、デジタルアートをテーマ
にしたフェスティバルと連携し日仏のアーティストが共演する事業を実施

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

オリンピック・パラ
リンピック準備局ス
ポーツ推進部

北京市、ベルリン市、カイロ県、
ジャカルタ特別市、モスクワ市、
ニュー・サウス・ウェールズ州、パ
リ市、サンパウロ州、ソウル特別
市、ブエノスアイレス、プレトリア

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成29年5月1日～7日実施、海外都市11都市参加）に招聘

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

オリンピック・パラ
リンピック準備局ス
ポーツ推進部

スポーツを通じた国際貢献事業（柔
道指導者派遣）

・カイロ県（平成29年10月29日、30日）、ローマ市（平成30年1月20日、21日）、クアラルンプール
（平成30年3月19日、20日）の３都市に派遣

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

環境局総務部 ソウル特別市との交流 平成29年9月21日に、市職員４名に対し、気候変動対策及び大気汚染対策の意見交換を実施。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

環境局総務部
北京市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【環境分野】
・北京市主催「2017大都市クリーン・エア・アクション北京国際フォーラム」に参加。
・大気汚染防止分野の専門家の相互派遣
・平成30年3月、東京都から2名の研究員を派遣し、光化学オキシダントに関する共同調査を実施。併
せて、東京都VOC対策アドバイザーによる講義を実施。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

環境局総務部
ソウル特別市との合意に基づく交
流・協力に関わる取組

【環境対策分野】
・PM2.5など大気汚染対策に関する技術交流・技術協力
・平成29年5月　ソウル特別市主催「2017 北東アジア大気質改善国際フォーラム」に参加
・建築物の省エネ化等の地球温暖化対策についての協力の推進
・平成29年10月　ソウル特別市、イクレイ、C40及びOECD主催「ソウル気候変動首長フォーラム」に
環境局政策調整担当部長が参加
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

環境局総務部
トムスク州との合意に基づく交流・
協力に関わる取組

【廃棄物処理分野】
・平成29年9月、トムスク州主催の環境イベントに東京都から4名の職員を派遣し、環境教育、資源循
環、気候変動に関する交流事業を実施

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

環境局総務部
パリ市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【環境分野】
・平成29年9月　パリ市が主催する「都市大気汚染に関する世界観測機構 (GUAPO)ワーキンググルー
プ」に参加。都の大気質改善の取組を発表

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

福祉保健局健康安全
部

ソウル特別市との合意に基づく交
流・協力に関わる取組

【福祉保健対策分野】
・感染症対策についての協力関係の一層の強化
・平成29年8月1日から3日にバンコク（タイ王国）で開催したアジア感染症対策プロジェクト会議
に、ソウル特別市関係者が出席した。
  予防接種制度、HIV／エイズ対策等について意見交換を実施した。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

福祉保健局健康安全
部

トムスク州との合意に基づく交流・
協力に関わる取組

【感染症対策分野】
・平成29年8月1日から3日にバンコク（タイ王国）で開催したアジア感染症対策プロジェクト会議
に、トムスク州関係者が出席した。
  HIV／エイズ対策等について意見交換を実施した。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

産業労働局商工部
北京市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【経済分野】
・平成29年11月15日から11月17日に東京都で開催する「産業交流展」に北京市の企業が参加（10社）

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

産業労働局観光部
ソウル特別市との合意に基づく交
流・協力に関わる取組

【産業・観光交流分野】
・両都市が連携した旅行者誘致の取組
・ウェルカムアジアキャンペーンにおけるフォトコンテストの実施

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

産業労働局観光部
トムスク州との合意に基づく交流・
協力に関わる取組

【観光振興分野】
・両都市が連携した旅行者誘致の取組
・ウェルカムアジアキャンペーンにおけるフォトコンテストの実施

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

建設局道路管理部
ソウル特別市との合意に基づく交
流・協力に関わる取組

【都市の安全・安心対策分野】
・水害対策
・引き続き、職員相互交流を推進

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

東京消防庁総務部
ソウル特別市との合意に基づく交
流・協力に関わる取組

【都市の安全・安心対策分野】
・消防防災訓練への参加
・平成29年9月3日 東京都総合防災訓練へのソウル消防災難本部救助隊参加に伴う当庁との合同訓練

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

下水道局総務部
上下水道事業に係るジャカルタ特別
市との交流

・研修生の受入れ等により、姉妹友好都市との技術的な交流を行った。
①平成29年7月　ジャカルタ特別市次期知事（Ｈ29.10より知事）の視察受入れ（有明水再生セン
ター・虹の下水道館）
②平成30年2月　ジャカルタ特別市副知事（Ｈ29.10より副知事）の視察受入れ（葛西水再生セン
ター）
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

教育庁指導部
東京都教育委員会とブリティッ
シュ・コロンビア州教育省との情報
交換会の開催

平成29年11月1日に、東京都教育委員会とブリティッシュ・コロンビア州教育省とのマッチングイベ
ントとしての情報交換会を開催。学校間交流等に関心のあるブリティッシュ・コロンビア州内の学区
関係者や都立学校関係者に加え、在日ブリティッシュ・コロンビア州政府事務所やカナダ大使館の関
係者が参加。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

教育庁指導部
東京都教育委員会とブリティッ
シュ・コロンビア州教育省との教員
向け国際交流セミナーの開催

平成30年3月19日に、ブリティッシュ・コロンビア州立ロイヤル・ローズ大学の教授による異文化
（間）教育に関する教員向けの講演会を実施。国際交流に関心をもつ教員や在日ブリティッシュ・コ
ロンビア州政府事務所やカナダ大使館の関係者が参加。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

教育庁指導部
北京市との合意に基づく交流・協力
に関わる取組

【教育分野】
・児童・生徒や教員の相互訪問等を通じ、相互交流を充実
・桜町高等学校が中華人民共和国への語学研修旅行を実施し、姉妹校である北京匯文中学校との交流
活動を行った。

①姉妹・友好都市及び
政策提携都市との交流

教育庁指導部
ニュー・サウス・ウェールズ州との
合意に基づく交流・協力に関わる取
組

【教育分野】
・児童・生徒や教員の相互訪問等を通じ、相互交流を充実
①狛江高等学校において、姉妹校であるキラウィ高校との間で相互訪問を実施
②杉並総合高等学校において、姉妹校であるフォートストリート高校との間で相互訪問を実施
③国際高等学校において、姉妹校であるノースシドニー高校との間で相互訪問を隔年で実施
④北園高等学校において、姉妹校であるスミスヒル高校との間で相互訪問を実施
⑤国分寺高等学校において、姉妹校であるゴスフォード高校との間で相互訪問を実施
⑥井草高等学校において、トゥーンギャビー高校への語学研修を実施
⑦深川高等学校において、タリー・クリスチャン・カレッジとの生徒交流を実施

②姉妹港交流 港湾局港湾経営部
海外主要港との情報共有及び開発途
上国への情報提供

・ ロサンゼルス港姉妹港提携30周年記念事業（ロサンゼルス港幹部の東京訪問）（平成29年11月14
日）
・ 港湾管理者円卓会議（平成29年7月10日中華人民共和国寧波市）

③議会交流 議会局調査部 ジャカルタ特別市との交流
平成29年12月18日～19日まで、ジャカルタ特別市議会代表団（11名）を受入れ。歓迎セレモニーの開
催、首都圏外郭放水路及び東京臨海広域防災公園の現地視察を行った。

③議会交流 議会局調査部 ソウル特別市との交流
平成29年12月26日～27日まで、ソウル特別市議会代表団（11名）を受入れ。歓迎セレモニー・歓迎宴
の開催、明治神宮及び特別養護老人ホーム新とみ（介護ロボット導入事例）の現地視察を行った。

④学生交流 政策企画局調整部
米国南ミシシッピ大学教員同大学生
の視察(H27)

平成29年5月23日、米国南ミシシッピ大学教員同大学学生を17名を受入れ、東京都の行っている開業
ワンストップセンターやビジネスコンシェルジュ東京の取組の紹介等、東京のビジネス環境等の概要
を説明。

④学生交流
公立大学法人首都大
学東京（総務局）

海外インターンシップ

首都大学東京大学院の理工・都市環境科学・システムデザイン・人間健康科学研究科に在籍する大学
院生を対象に、カリ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、自身の研究・専
門性を活かしたディスカッションを行った。
参加人数：平成29年度12名（理工3、都市環境3、システムデザイン5、人間健康1）。期間：平成29年
11月5日～11月12日
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

④学生交流 環境局自然環境部
エクアドル共和国ガラパゴス諸島の
高校生との交流

平成30年3月16日に、同諸島の高校生４名、チャールズ・ダーウィン財団理事長ほか２名（計７名）
が小池知事を表敬訪問。
（小笠原諸島返還50周年記念事業の一環で来日し、小笠原村の生徒たちと交流したことの報告のため
訪問したもの。）

④学生交流 教育庁指導部 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。（H29.8 12日間）
アメリカ合衆国へ生徒12名を派遣。（H29.8 12日間）
アメリカ合衆国へ生徒12名を派遣。（H29.10 8日間）
大韓民国へ生徒10名を派遣。（H30.3 4日間）
大韓民国より生徒・引率者11名を受入れ。（H29.10　4日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立三田高等学校における交流

カナダへ生徒15名を派遣。（H29.8 14日間）
スウェーデン王国より生徒・引率者12名を受入れ。（H29.4　1日間）
中華民国より生徒・引率者32名を受入れ。（H29.4　1日間）
シンガポール共和国より生徒・引率者22名を受入れ。（H29.6　1日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者20名を受入れ。（H29.6　1日間）
タイ王国より生徒・引率者32名を受入れ。（H29.11　1日間）
中華人民共和国より生徒・引率者32名を受入れ。（H29.11　1日間）
タイ王国より生徒・引率者20名を受入れ。（H30.1　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 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。（H29.7 10日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者12名を受入れ。（H29.10　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立大田桜台高等学校における交流

英国へ生徒6名を派遣。（H29.8 14日間）
英国へ生徒7名を派遣。（H30.3 13日間）
インドネシア共和国より生徒・引率者39名を受入れ。（H29.5　1日間）
フランス共和国より生徒・引率者15名を受入れ。（H29.6　1日間）
フランス共和国より生徒・引率者8名を受入れ。（H29.7　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立戸山高等学校における交流
オーストラリア連邦へ生徒10名を派遣。（H29.8 6日間）
アメリカ合衆国へ生徒20名を派遣。（H30.1 6日間）
大韓民国より生徒・引率者26名を受入れ。（H30.2　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立国際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。（H30.3 23日間）
ケニア共和国へ生徒1名を派遣。（H29.8 28日間）
アメリカ合衆国へ生徒4名を派遣。（H29.7 8日間）
大韓民国より生徒・引率者71名を受入れ。（H29.10　1日間）
フランス共和国より生徒1名を受入れ。（H29.11　21日間）

④学生交流 教育庁指導部 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40名を派遣。（H29.8 14日間）
モンゴル国より生徒・引率者13名を受入れ。（H29.4　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立杉並高等学校における交流 ニュージーランドへ生徒21名を派遣。（H30.3 10日間）

④学生交流 教育庁指導部 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27名を派遣。（H29.8 10日間）
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

④学生交流 教育庁指導部 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8名を派遣。（H29.8 10日間）
スペイン王国へ生徒1名を派遣。（H29.8 30日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者49名を受入れ。（H29.6　1日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者22名を受入れ。（H29.9　10日間）
オーストラリア連邦より生徒6名を受入れ。（H29.8　3日間）
大韓民国より生徒・引率者11名を受入れ。（H30.1　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立北園高等学校における交流

オーストラリア連邦へ生徒45名を派遣。（H29.8 14日間）
ドイツ連邦共和国へ生徒2名を派遣。（H29.8 21日間）
ドイツ連邦共和国へ生徒9名を派遣。（H29.8 8日間）
ロシア連邦へ生徒3名を派遣。（H29.4 7日間）
ロシア連邦より生徒・引率者65名を受入れ。（H29.5　1日間）
ロシア連邦より生徒・引率者50名を受入れ。（H29.11　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立飛鳥高等学校における交流
アメリカ合衆国へ生徒14名を派遣。（H29.8 11日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者18名を受入れ。（H29.6　6日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立板橋有徳高等学校における交流
中華民国へ生徒9名を派遣。（H30.3 4日間）
中華民国より生徒・引率者13名を受入れ。（H30.1　3日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立千早高等学校における交流
ベトナム社会主義共和国へ生徒14名を派遣。（H29.8 7日間）
英国へ生徒27名を派遣。（H29.8 14日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立白鷗高等学校における交流
オーストラリア連邦へ生徒36名を派遣。（H29.7～8 17日間）
デンマーク王国より生徒・引率者31名を受入れ。（H29.10　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立深川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。（H29.8 14日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者15名を受入れ。（H29.9　4日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立葛西南高等学校における交流 ニュージーランドへ生徒1名を派遣。（H29.7～8 12日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立葛飾総合高等学校における交流
大韓民国へ生徒1名を派遣。（H29.10 5日間）
中華人民共和国より生徒・引率者32名を受入れ。（H29.11　1日間）
大韓民国より生徒・引率者30名を受入れ。（H29.9　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立科学技術高等学校における交流
マレーシアへ生徒8名を派遣。（H30.3 6日間）
中華民国へ生徒10名を派遣。（H29.12 9日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立八王子東高等学校における交流 中華民国へ生徒24名を派遣。（H30.3 3日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立町田高等学校における交流 アメリカ合衆国へ生徒53名を派遣。（H30.3～4 10日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立町田工業高等学校における交流 ベトナム社会主義共和国へ生徒12名を派遣。（H29.7 6日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立砂川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。（H29.7 21日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立青梅総合高等学校における交流
ドイツ連邦共和国へ生徒18名を派遣。（H29.8～9 10日間）
ドイツ連邦共和国より生徒・引率者13名を受入れ。（H29.10　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立武蔵高等学校における交流 オーストラリア連邦へ生徒200名を派遣。（H30.3 5日間）
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

④学生交流 教育庁指導部 都立小平高等学校における交流

アメリカ合衆国へ生徒30名を派遣。（H29.8 15日間）
オーストラリア連邦へ生徒8名を派遣。（H29.8 10日間）
中華民国より生徒・引率者37名を受入れ。（H29.4　1日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者8名を受入れ。（H29.6　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 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20名を派遣。（H30.3 9日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者30名を受入れ。（H29.10　5日間）

④学生交流 教育庁指導部
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10名を派遣。（H30.7 6日間）

④学生交流 教育庁指導部 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24名を派遣。（H29.8 14日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者26名を受入れ。（H29.11　11日間）

④学生交流 教育庁指導部
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17名を派遣。（H30.3 3日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立八丈高等学校における交流 アメリカ合衆国へ生徒2名を派遣。（H30.2 5日間）

④学生交流 教育庁指導部
都立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30名を派遣。（H29.8 12日間）
大韓民国より生徒・引率者29名を受入れ。（H29.7　1日間）
ニュージーランドより生徒・引率者15名を受入れ。（H29.10　12日間）
中華民国より生徒・引率者31名を受入れ。（H30.1　1日間）

④学生交流 教育庁指導部
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160名を派遣。（H29.8 14日間）
オーストラリア連邦へ生徒10名を派遣。（H29.8 14日間）
香港へ生徒5名を派遣。（H29.7 5日間）
中華民国より生徒・引率者51名を受入れ。（H29.5　1日間）
シンガポール共和国より生徒・引率者22名を受入れ。（H29.6　1日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者20名を受入れ。（H29.7　1日間）
大韓民国より生徒・引率者37名を受入れ。（H29.7　1日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者32名を受入れ。（H29.11　1日間）

④学生交流 教育庁指導部
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8名を派遣。（H30.3 8日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者7名を受入れ。（H29.7　7日間）
オーストラリア連邦、カナダ及びタイ王国より生徒・引率者18名を受入れ。（H29.12　7日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立小山台高等学校における交流 ドイツ連邦共和国より生徒・引率者12名を受入れ。（H29.8　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立蒲田高等学校における交流 ベトナム社会主義共和国より生徒・引率者26名を受入れ。（H29.8　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立目黒高等学校における交流 大韓民国より生徒・引率者30名を受入れ。（H29.9　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立千歳丘高等学校における交流 中華民国より生徒・引率者34名を受入れ。（H29.5　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立芦花高等学校における交流 マレーシアより生徒・引率者2名を受入れ。（H29.12　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立荻窪高等学校における交流 中華民国より生徒・引率者14名を受入れ。（H29.5　1日間）

8/58



分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

④学生交流 教育庁指導部 都立井草高等学校における交流
アメリカ合衆国より生徒・引率者8名を受入れ。（H29.7　3日間）
カナダより生徒・引率者4名を受入れ。（H29.12　9日間）
ニュージーランドより生徒・引率者4名を受入れ。（H29.12　9日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立田柄高等学校における交流

アラブ首長国連邦より生徒1名を受入れ。（H29.6　1日間）
中華人民共和国より生徒1名を受入れ。（H29.6　1日間）
中華人民共和国、大韓民国、シンガポール共和国、ウクライナ及びスウェーデン王国より生徒・引率
者16名を受入れ。（H29.7　1日間）
中華人民共和国より生徒・引率者30名を受入れ。（H29.10　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立竹早高等学校における交流 フランス共和国より生徒1名を受入れ。（H29.7　4日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立王子総合高等学校における交流
アメリカ合衆国より生徒・引率者17名を受入れ。（H29.6　1日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者19名を受入れ。（H29.6　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立上野高等学校における交流 アメリカ合衆国より生徒・引率者13名を受入れ。（H29.7　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立淵江高等学校における交流
オーストラリア連邦より生徒・引率者12名を受入れ。（H30.1　1日間）
ベトナム社会主義共和国、チェコ共和国、ウクライナ、タイ王国、トルコ共和国、スウェーデン王
国、ドイツ連邦共和国及びアメリカ合衆国より生徒・引率者12名を受入れ。（H30.2　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立本所高等学校における交流 中華民国より生徒・引率者30名を受入れ。（H29.5　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立小岩高等学校における交流
中華民国より生徒・引率者22名を受入れ。（H29.5　1日間）
中華人民共和国より生徒・引率者33名を受入れ。（H29.12　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立野津田高等学校における交流 カンボジア王国より生徒・引率者2名を受入れ。（H30.1　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立翔陽高等学校における交流
中華民国より生徒・引率者27名を受入れ。（H29.5　1日間）
香港より生徒・引率者33名を受入れ。（H30.1　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立武蔵野北高等学校における交流 中華人民共和国より生徒・引率者23名を受入れ。（H30.2　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立調布南高等学校における交流
中華人民共和国より生徒・引率者34名を受入れ。（H29.10　1日間）
カナダ及びオーストラリア連邦より生徒11名を受入れ。（H29.12　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立小笠原高等学校における交流 エクアドル共和国より生徒5名を受入れ。（H30.3　1日間）

④学生交流 教育庁指導部 都立西高等学校における交流
アメリカ合衆国へ生徒4名を派遣。（H29.7 10日間）
インドネシア共和国へ生徒15名を派遣。（H30.2 6日間）
アメリカ合衆国へ生徒40名を派遣。（H30.3 10日間）

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立日比谷高等学校における交流 各校への訪問及び授業参加

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立三田高等学校における交流 e-mail交流・相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立八潮高等学校における交流 修学旅行時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立六郷工科高等学校における交流 相互訪問

9/58



分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立戸山高等学校における交流 相互訪問、オンライン交流

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立桜町高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立千歳丘高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立国際高等学校における交流 修学旅行時の交流活動、語学研修時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立鷺宮高等学校における交流 学校訪問時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立富士高等学校における交流 語学研修時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立西高等学校における交流 相互訪問、学校訪問時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立杉並高等学校における交流 相互訪問、修学旅行時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立杉並総合高等学校における交流 相互訪問、修学旅行時の交流活動、e-mail交流、オンライン交流

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立北園高等学校における交流 相互訪問、語学研修時の交流活動等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立王子総合高等学校における交流 学校訪問時の交流活動等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立飛鳥高等学校における交流 相互訪問、語学研修時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立板橋有徳高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立千早高等学校における交流 学校訪問時の交流活動等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立白鷗高等学校における交流 語学研修時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立淵江高等学校における交流 留学生の受入れ

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立深川高等学校における交流 留学生の受入れ、ビデオレターの交換

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立小岩高等学校における交流 相互訪問、修学旅行時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立科学技術高等学校における交流 相互訪問、修学旅行時の交流活動等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立富士森高等学校における交流 留学生の受入れ

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立八王子東高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立町田高等学校における交流 学校訪問時の交流活動等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立野津田高等学校における交流 生徒同士の手紙交換等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立成瀬高等学校における交流 学校訪問時の交流活動等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立町田工業高等学校における交流 学校訪問時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立青梅総合高等学校における交流 相互訪問
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立武蔵高等学校における交流 相互訪問、語学研修時の交流活動、e-mail交流等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立武蔵野北高等学校における交流 相互訪問、学校訪問時の交流活動等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立小平高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立国分寺高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部
都立東久留米総合高等学校における
交流

学校訪問時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立狛江高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立大島高等学校における交流 学校訪問時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立八丈高等学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部
都立桜修館中等教育学校における交
流

相互訪問、語学研修時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部
都立小石川中等教育学校における交
流

相互訪問、修学旅行時の交流活動、語学研修時の交流活動、オンライン交流

⑤姉妹校交流 教育庁指導部
都立立川国際中等教育学校における
交流

留学生の受入れ等

⑤姉妹校交流 教育庁指導部
都立南多摩中等教育学校における交
流

オンライン交流、作品交換

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立三鷹中等教育学校における交流 相互訪問

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立永福学園における交流 教員同士の訪問交流、受入れ時の交流活動

⑤姉妹校交流 教育庁指導部 都立南大沢学園における交流 学校訪問時の交流活動

⑥共同研究・学術交流
上野動物園（建設
局）

中華人民共和国
平成29年12月18日に、中華人民共和国大使夫人（友好交流部参事官）を招き、ジャイアントパンダ
「シャンシャン」公開を祝う会を行った。また、平成29年12月19日からは、ジャイアントパンダのこ
ども、シャンシャンの一般公開を開始した。

⑥共同研究・学術交流
上野動物園（建設
局）

中華民国（台湾）でのアイアイ・シ
ンポジウム講演

台湾・台北動物園で開催されたアイアイ・シンポジウムに上野動物園から職員2名を派遣し、講演等
を行った。

⑥共同研究・学術交流
上野動物園（建設
局）

中華人民共和国でのジャイアントパ
ンダ国際会議で研究発表等

中華人民共和国・成都で開催されたジャイアントパンダ国際会議に上野動物園から職員3名が参加
し、研究発表等を行った。

⑥共同研究・学術交流
葛西臨海水族園（建
設局）

チリ共和国南極センターの協力によ
る調査・採集

チリ共和国南極センターの協力により、キングジョージ島エスクデロ研究所に滞在し、調査・採集を
実施した。

⑥共同研究・学術交流
葛西臨海水族園（建
設局）

チリ共和国南極センター職員を受入
れ

チリ共和国南極センター職員を受け入れ、南極生物の飼育管理について指導した。
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

⑦動物園・植物園との
交流等

建設局公園緑地部
チリ国立ビーニャ・デル・マル植物
園と都立神代植物公園との技術協力
に関する協定（平成26年度）

平成29年10月、技術協力に関する協定を締結している植物園のあるチリ共和国と日本の国交樹立120
周年を記念して、「日本・チリ修好120周年 チリマツ記念植樹式」を神代植物公園において開催。
（※平成30年5月、平成29年のチリマツ記念植樹式における植樹行為は雨天のため延期となったた
め、気候のよくなった5月にチリ大使館職員とともにチリマツの植樹を神代植物公園において実
施。）

⑦動物園・植物園との
交流等

建設局公園緑地部 植物を通じた国際交流の実施

・ビーニャ・デル・マル植物園との技術協力協定
・ビーニャ・デル・マル植物園へ、日本の植物の寄贈に向けた輸出検疫について調整中。
・ビーニャ・デル・マル植物園内への日本庭園造営事業について、引き続き都からの情報提供を行っ
た。

⑦動物園・植物園との
交流等

上野動物園（建設
局）

動物を通じた国際交流の実施

・上野動物園のジャイアントパンダの繁殖に向け、中国から専門家を招聘し、繁殖等に関する指導や
助言、協力を受けた。
・スマトラトラ域外保全活動の推進を図るため、インドネシア共和国のタマンサファリ動物園に上野
動物園の職員２名を派遣。
・マダガスカルで開催されたマダガスカルファウナ＆フローラグループ年次総会に上野動物園から職
員２名を派遣した。
・上野動物園からEARAZA (Eurasian Regional Association of Zoos & Aquariums)に職員２名を派遣
し、ロシア圏を中心とした動物園関係者等との交流や情報交換を行った。
・中華人民共和国・北京の野生動物保護協会に上野動物園から園長ほか1名を派遣し、今後のジャイ
アントパンダの展示や保全、研究等の取組に向けて情報の共有や意見交換等を実施した。

⑦動物園・植物園との
交流等

多摩動物公園（建設
局）

ソウル特別市 平成29年11月23日に、ソウル特別市ソウル動物園職員3名の視察を受け入れた。

⑦動物園・植物園との
交流等

葛西臨海水族園（建
設局）

動物を通じた国際交流の実施

・南アフリカ共和国ツーオーシャンズ水族館と動物交換を実施した。
・南アフリカ共和国ユシャカマリンワールドと動物交換を実施した。
・カナダバンクーバー水族館と動物交換を実施した。
・アメリカ合衆国モントレー湾水族館と動物交換を実施した。

⑧その他の交流
オリンピック・パラ
リンピック準備局計
画推進部

平昌オリンピック・パラリンピック
オブザーバープログラムへの参加

・IOC、IPC、平昌組織委員会が大会時に実施する学習プログラム
・オリンピック期間（2/9～2/25）中27プログラムに13人、パラリンピック期間（3/9～3/18）中42プ
ログラムに20人が参加

⑧その他の交流
オリンピック・パラ
リンピック準備局ス
ポーツ推進部

東京マラソン及びマラソン祭りの実
施

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（主催：東京マラソン財団）。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30年2月25日
【マラソン沿道人数】約103万人
【マラソン祭り　観客数】271,842人
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

１　国際交流

⑧その他の交流 建設局清澄庭園
日本・オーストリア庭園文化シンポ
ジウムに伴う園内視察

シェーンブルン宮殿の日本庭園部を管理する担当者3人が来園。センター長による庭園概要の案内
後、技能主任によるマツの管理方法の説明や、シュロ縄の結び方を四ツ目垣を使用した実技体験な
ど、日本庭園独自の管理方法の紹介を行った。（平成29年11月23日）

⑧その他の交流
多摩動物公園（建設
局）

オーストラリア連邦タスマニア州政
府

平成29年6月11日、タスマニアデビルの来園1周年を記念して、オーストラリア連邦タスマニア州政府
職員2名を招き講演会を実施し、追加でタスマニアデビルのオス2頭を借り受けた。

⑧その他の交流 教育庁中央図書館 在日米国大使館との交流
平成29年6月～7月、米国大使館と共催で、米国国務省が助成・後援する文化交流団体による写真パネ
ル展示「パシフィック・ピッチ－日米野球外交－」を開催した。

⑧その他の交流 教育庁中央図書館 カザフスタン共和国との交流

平成29年11月、カザフスタン共和国大使を招き、同国国立アカデミック図書館と、図書100冊ずつを
交換する贈呈式を行った。また、これを記念して、平成30年3月から、寄贈図書や民族衣装、楽器、
写真パネル等でカザフスタンの文化や暮らしを紹介する「カザフスタン展」を開催した。
また、企画展示に関連して、大使館や地元NPO法人と連携して食堂を利用した料理教室を開催した。
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

政策企画局調整部 仁川広域市の視察(H29）
平成29年6月23日、仁川広域市に対し、外国企業誘致や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に関する施策を説明。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

政策企画局調整部
ニューヨーク市経済開発公社の視察
（H29）

平成30年3月23日、ニューヨーク市経済開発公社に対し、外国企業誘致や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に関する施策を説明。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

政策企画局外務部 知事との面会等
東京都を訪問する外国人と知事との面会を行った。
平成29年度実績：知事との面会等　68件

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

青少年・治安対策本
部総合対策部

視察団の受入れ ３か国・地域、77名受入れ。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局行政改革推進
部

視察団の受入れ
平成30年2月22日にロシア連邦・地方政府関係者、民間企業経営者等28名受入れ。
東京都の生産性の向上に資する取組について説明を実施。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局行政改革推進
部

視察団の受入れ
平成29年10月24日に大韓民国世宗市一行（計21名）を受け入れ、東京都の地方分権の推進（提案募集
方式等）について説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局情報通信企画
部

視察団の受入れ
平成29年10月4日に南アフリカ共和国・ハウテン州から7名の視察を受け入れ、東京都の電子政府関連
への取組（電子自治体、ICTインフラの整備状況及びセキュリティ対策）について説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局人事部 視察団の受入れ
平成29年11月6日に大韓民国人事革新処一行（計8名）を受け入れ、東京都における障害者雇用につい
て説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局行政部 視察団の受入れ
平成30年1月23日にカリコム若手外交官・行政官一行（計17名）を受け入れ、東京都の島嶼振興施策
について説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局行政部 視察団の受入れ
平成29年12月12日に世界銀行メトロラブ実務者（発展途上国を中心とした各国主要都市の部課長級約
65名）を受け入れ、大都市制度全般及び都区財政調整制度について説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局行政部 視察団の受入れ
平成29年10月5日にオランダ王国・南ホラント州職員・通訳計2名を受け入れ、都と特別区との関係に
ついて説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局総合防災部 視察団の受入れ
平成29年4月19日にウランバートル市長一行（7名）及びモンゴル国大使館員数名の視察を受け入れ、
防災センターの機能及び防災施策の概要について説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局総合防災部 視察団の受入れ
平成29年5月16日に大韓民国大使館総務参事官ほか大使館員の視察を受け入れ、防災センターの機能
及び防災施策の概要について説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局総合防災部 視察団の受入れ
平成29年7月25日にアニス・バスウェダン次期ジャカルタ特別市知事他、計10名を受け入れ、防災施
策の概要について説明を行った。

２　行政視察等の受入れ・派遣
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

２　行政視察等の受入れ・派遣

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局総合防災部 視察団の受入れ
平成29年7月31日に台北市消防局から2名の視察を受け入れ、防災センターの機能及び防災施策の概要
について説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

総務局統計部 視察団の受入れ
平成29年9月4日、台北市政府主計局専門委員等4名を受け入れ、都民所得の算出（都民経済計算）、
人口予測などの都政説明を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

公文書館（総務局） 視察団の受入れ
平成30年3月29日に台湾国史館館長一行（計4名）を受け入れ、東京都公文書館視察及び事業説明を
行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
（総務局）

視察団の受入れ 5か国、延べ8回、93名受入れ。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

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（総務
局）

視察団の受入れ
平成29年5月15日から18日まで、ベトナム社会主義共和国トゥドゥック技術短期大学教員（2名）の視
察を受け入れ、都立産業技術高等専門学校の概要説明及び本校の実験実習等の見学・体験を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

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（総務
局）

視察団の受入れ
平成30年2月21日に大韓民国ソウル大学校教育研修院一行（44名）の視察を受け入れ、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。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

主税局総務部 税務行政における都市交流

・国税庁税務大学校の研修員をバングラデシュ人民共和国、インドネシア共和国、中華人民共和国等
から19名受け入れ、局概要を説明（平成29年9月25日）
・台中市地方税務局一行へ固定資産税について説明（平成29年12月7日）
・大韓民国国家予算政策処一行へふるさと納税について説明（平成29年12月18日）
・国税庁税務大学校の研修員をカメルーン共和国、インドネシア共和国、マレーシア等から17名受け
入れ、局概要を説明（平成30年2月26日）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

都市整備局　都市基
盤部

先進的な交通政策を展開する海外諸
都市との情報共有

・公共交通の活用や自転車利用などで政策を展開する海外諸都市との情報交換を実施。
　4月にシンガポール共和国の視察団
　11月にコンゴ民主共和国の視察団

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

環境局総務部 視察・海外来訪者受入れ 53か国、2,400名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

福祉保健局
東京都健康安全研究
センター

視察団の受入れ WHO(JEE合同外部評価団）、7名受入れ。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

産業労働局雇用就業
部

視察団の受入れ
職業能力開発センター・校において、2か国（デンマーク国、コンゴ民主共和国）、計約25名の視察
団を受入れ。
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担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

２　行政視察等の受入れ・派遣

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

建設局道路管理部 中華人民共和国浙江省 6月26日、事業概要説明及び意見交換を行った。なお、道路建設部と合同で実施。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

建設局道路管理部 中華人民共和国上海市 12月8日、事業概要説明及び意見交換を行った。なお、都市整備局、環境局と合同で実施。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

建設局河川部・第三
建設事務所

視察団の受入れ
アジアから12か国、オセアニアから1か国、中東から1か国、ヨーロッパから1か国、アフリカから4か
国、延べ96名を受け入れ、神田川・環状七号線地下調節池の視察対応。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

建設局河川部 視察団の受入れ アジアから2か国、述べ13名を受け入れ、河川事業概要を説明。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

建設局河川部・江東
治水事務所

視察団の受入れ
アジアから14か国、オセアニアから2か国、北米から1か国、中南米か
ら14か国、ヨーロッパから5か国、アフリカから10か国、中東から1か国、
延べ95名を受け入れ、水門管理センターの視察対応。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

港湾局港湾経営部 視察団の受入れ 6月7日、大韓民国群山港との意見交換会及び東京港視察を実施。15名参加

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

港湾局港湾経営部 視察団の受入れ 10月16日、中華人民共和国上海市交通委員会との意見交換会及び東京港視察を実施。7名参加

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

港湾局港湾経営部 視察団の受入れ 12月6日、中華人民共和国広州港向けに東京港視察を実施。3名参加

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

港湾局港湾整備部
海岸保全施設整備等に関する技術情
報の提供

・海外等からの視察要請への対応
・高潮対策センターにおける視察対応（海外記者、研究者等）
・英語版パンフレットの作成

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部 視察団の受入れ 48か国・地域、394名受入れ。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部 東京都総合防災訓練 2か国1地域、21名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部
平成29年度JICA国別研修「消防行政
能力向上プロジェクトフェーズ2（産
業火災、都市型捜索救助）」研修

1か国、マレーシア共和国消防職員18名受入れ。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部 救助技術研修 1地域、新北市政府消防局員6名受入れ。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部
平成29年度課題別研修「消防・防
災」コース

8か国、10名受入れ。（アルジェリア共和国、バングラデシュ人民共和国、フィジー共和国、モンゴ
ル王国、パプアニューギニア共和国、サモア共和国、トンガ共和国、ベトナム社会主義共和国）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部
JICAエルサルバドル共和国「病院前
診療の能力強化プロジェクト」研修

1か国、3名受入れ。
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部所名
項目名 実績（29年度)

２　行政視察等の受入れ・派遣

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部
医療衛生分野のエマージェンシーマ
ネジメント視察の受入れ

4月27日、中華人民共和国、江蘇省職員6名受入れ。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁消防防災
資料センター(消防博
物館)

見学者の受入れ 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15,733人を受け入れた。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

東京消防庁総務部 ベトナム社会主義共和国ハノイ市
1月6日、ベトナム社会主義共和国ハノイ市の救助隊5名が、平成30年東京消防出初式の徒列部隊等分
列行進及び消防演技に参加した。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ 4月7日　APTA（米国公共交通協会）による自動車工場視察　30名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ
4月25日　OECD／ITF　JTRCのラウンドテーブルに係る現場視察　日暮里舎人ライナー視察　28名受入
れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ 5月17日　釜山市鉄道施設課　荒川車庫視察　3名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ 5月18日　ARAFER（フランス道路・鉄道事業規制機関） 　7名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ 7月27日　JETROインダストリアルツアー（アフリカ諸国）日暮里舎人ライナー　27名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ 11月21日　モザンビーク　日暮里舎人ライナー視察　10名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ
12月7日　JICA　モーリタニア　ヌアクショット市都市開発マスタープラン策定プロジェクト　都庁
舎内講義　　9名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ 1月16日　韓国大韓民国京畿道議会　荒川営業所・車庫見学　21名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

交通局総務部 視察団の受入れ 2月1日　ジャカルタ特別州市議会議員　16名受入れ

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

水道局総務部 表敬訪問 5月22日、ベトナム社会主義共和国ハノイ水道公社による表敬訪問を受けた（10名）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

水道局総務部 表敬訪問 7月11日、インド国デリー上下水道公社による表敬訪問を受けた（5名）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

水道局総務部 表敬訪問 10月10日、ベトナム社会主義共和国ハノイ水道公社による表敬訪問を受けた（8名）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

下水道局総務部 視察や技術研修などの訪問者受入れ
35の国と地域から計2,723人を受け入れ、下水道事業に関する概要説明、施設・現場見学や研修等を
実施

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

下水道局総務部
海外インフラ整備プロジェクトに対
する支援

・マレーシア下水道整備プロジェクトの一環とした人材育成研修
・独立行政法人国際協力機構（JICA）の「草の根技術協力事業」を活用し、東京下水道の技術が導入
されるマレーシア国の新規下水処理場の従事者に対して、当局施設などで人材育成研修を実施

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

教育庁中央図書館 視察の受入れ（H29）
平成29年10月14日、台湾国家図書館3名の視察を受け入れ、都立図書館の概要説明及び館内案内を
行った。
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項目名 実績（29年度)

２　行政視察等の受入れ・派遣

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

教育庁指導部 都立田柄高等学校における交流 ブルガリア共和国より訪問者2名を受入れ。（H29.10　1日間）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

教育庁指導部 都立永福学園における交流 大韓民国より訪問者2名を受入れ。（H29.6　1日間）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

選挙管理委員会事務
局

「議会運営・選挙管理」セミナー研
修

南アジア、中東、アフリカ地域5か国からの議会事務局及び選挙管理委員会関係者9名に対し、日本の
選挙行政の実際や選挙運営について説明（JICA委託、日本政治総合研究所実施事業）

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

人事委員会事務局試
験部

視察団の受入れ 平成29年5月18日に、台湾考試院考選部の5名を受け入れ、採用試験制度の説明、質疑応答を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

警視庁生活安全部
マレーシア・クアラルンプール市警
察視察団の受入れ

2月21日、マレーシア・クアラルンプール警察本部長ほか7名を受入れ。
街頭防犯カメラ、防犯ボランティア、防犯性能の高い建物部品等に関する説明を実施した。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

警視庁交通部 交通管制センターの視察/見学受入れ
アジア地域412名、欧州地域176名、北米・中南米地域19名、アフリカ/中東地域97名を受け入れ、交
通管制センターの概要を説明

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

警視庁総務部
視察団の受入れ

51か国1地域から、延べ1219名を受け入れ、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。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

議会局調査部
インドネシア共和国 アチェ州議会
第5委員会

5月23日、インドネシア共和国アチェ州議会第5委員会代表団（9名）の訪問を受け、教育庁による事
業説明及び議事堂見学を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

議会局調査部
インドネシア共和国 地方代表議会
第2委員会

7月11日、インドネシア共和国地方代表議会第2委員会代表団（11名）の訪問を受け、東京スイソミル
の視察を行った。

①行政視察・来都外国
人等の受入れ

議会局調査部
インドネシア共和国 地方代表議会
第1委員会

7月25日、インドネシア共和国地方代表議会第1委員会代表団（21名）の訪問を受け、総務局行政部に
よる事業説明を行った。

②在京大使館との関係
強化

政策企画局外務部
都主催事業・イベントへの大使・代
表の招待

・在京イスラム諸国外交団との情報連絡会（平成29年6月13日）
※参加状況
　大使館数：　30館
　出席者数：　44名（うち大使級25名）
・情報連絡会（平成30年1月16日）
※参加状況
　大使館数 ： 101館
　出席者数 ： 157名（うち大使級88名）
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部所名
項目名 実績（29年度)

２　行政視察等の受入れ・派遣

②在京大使館との関係
強化

政策企画局外務部
在京外交団等を対象とした防災に関
する連絡会

・防災連絡会開催
　・都防災関連施設視察（平成29年5月22日）
　　　※参加状況
　　　　　大使館数：26館
　　　　　出席者数：30名（うち、大使級7名）
　・防災施策説明会（平成29年6月26日）
　　　※参加状況
　　　　　大使館数：42館
　　　　　出席者数：56名
　・通信訓練（平成29年6月28日昼間）
　　　※158館を対象に実施
　・夜間通信訓練（試行・平成30年3月15日）
　　　※66館を対象に実施（参加希望館のみ）

②在京大使館との関係
強化

港湾局港湾経営部 EU加盟国 6月15日、EU加盟国の在京大使館向けに東京港視察を実施。6か国1団体14名参加

②在京大使館との関係
強化

東京消防庁総務部 大使館への防災情報の提供
年4回（2月、5月、8月、11月）、消防防災に関する情報をメールマガジン形式で大使館に発信した。
（平成30年2月現在60館）

③行政視察・専門家等
の派遣

政策企画局外務部 香港との交流
平成29年12月、香港特別行政区政府が実施する「香港視察プログラム」に参加し、香港の強みや課題
等を学ぶとともに、香港政府高官等と今後の両都市の関係強化について意見交換を行った。

③行政視察・専門家等
の派遣

港湾局港湾経営部

ドイツ連邦共和国・ハンブルク市、
デュッセルドルフ市
スペイン王国・バルセロナ市
英国・サウザンプトン市

10月25～31日、ドイツ連邦共和国、スペイン王国、英国各都市の視察を実施。派遣者数13名（うち都
職員3名）

③行政視察・専門家等
の派遣

東京消防庁総務部 台湾南投縣
先方が実施した救助技術指導者育成研修における講演者として、10月29日から10月31日までの間、当
庁職員1名を、また、座学及び実技の講師として、10月29日から11月3日までの間、当庁職員2名を派
遣した。

③行政視察・専門家等
の派遣

東京消防庁総務部 台湾花蓮縣 台湾東部地震に伴う現地調査等の目的で、2月8日から2月12日までの間、当庁職員2名を派遣した。

③行政視察・専門家等
の派遣

東京消防庁総務部 ペルー共和国リマ市 消防車両取扱い等技術指導のため、2月13日から2月28日までの間、当庁職員2名を派遣した。

③行政視察・専門家等
の派遣

東京消防庁総務部 台湾台北市
台北市防災訓練での消防演技披露のため、平成30年3月28日から平成30年4月1日までの間、当庁職員5
名を派遣した。

③行政視察・専門家等
の派遣

警視庁警務部 オーストラリア連邦派遣
救助犬技術アドバイザーとして、オーストラリア連邦ニュー・サウス・ウェールズ州USARチームに2
名を派遣。
（平成29年5月8日～平成29年5月13日）

③行政視察・専門家等
の派遣

警視庁警務部 ブラジル連邦共和国派遣
地域警察活動普及プロジェクトに係る専門家として、1名を派遣。（平成29年8月12日～平成29年9月
23日）
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

２　行政視察等の受入れ・派遣

③行政視察・専門家等
の派遣

警視庁警務部 インドネシア共和国派遣
市民警察活動全国展開プロジェクトフェーズ2に係る専門家として延べ2名を派遣。
現場鑑識（平成29年11月19日～平成31年11月18日）
指紋照合鑑識（平成30年2月11日～平成30年3月10日）
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

①国際会議の開催

公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
（総務局）

APEN理事会、国際セミナーの開催

平成29年10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、ラオス国家大学（ラオス人民民主共和国）において
APEN理事会及びセミナーを実施した。

※APEN（Asia Professional Education Network）とは、平成23年6月、アジアの有力大学であるベト
ナム国家大学、上海交通大学、浦項（ポハン）工科大学校（大韓民国）と連携協定を締結し、グロー
バルに活躍する高度専門職人材の育成を目的とするアジア高度専門職人材育成ネットワークを立ち上
げた。平成29年度末現在、加盟団体は20大学（13か国）・8企業5団体。

平成30年3月、バンドン工科大学、ダルマプルサダ大学(インドネシア共和国)と共催セミナーを開
催。産業振興におけるITとデザインエンジニアリングの重要性を議論した。

①国際会議の開催

公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
（総務局）

統合的人材育成開発プロジェクト
（APEN-JAIF　プロジェクト)の最終
報告会開催

平成23年からJAIF基金のもとで実行してきた統合的な人材育成開発に関するプロジェクトの最終報告
会議を開催し、最終報告書をASEAN各国への政策提言としてまとめた。
　プロジェクト概要：　ASEAN各国での高度専門職人材育成と中小企業振興のために、本学で提唱し
ているマルチバーシティ教育システムと中小企業信頼性指数を、ASEAN各国の教育制度や産業経済事
情に合わせてローカライズすること、そして各国で普及提案する目的のプロジェクト。APEN加盟大学
のうち、本学とASEAN（タイ王国を除く)理事大学、及びAPEN非加盟のナンヤン工科大学(シンガポー
ル共和国)の計10大学で遂行し、本学がプロジェクトまとめを行った。
　・平成29年5月13日　プロジェクト成果の最終報告会 (会場：バンドン工科大学(インドネシア共和
国) ）
  ・平成29年6月1日　プロジェクト不参加のタイの大学及び産業界に対して成果物を伝えるセミナー
開催（会場：泰日工業大学(タイ王国) ）

①国際会議の開催
水道局
研修・開発センター

ソウル・東京フォーラム
（Ｈ19）

ソウル特別市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29年度は、大韓民国（ソウル特別市）で会議を開催。東京都水道局からは管理職3名が参加。
（ソウル特別市　H29.5.24～5.26)

②国際会議への参加 政策企画局外務部 C40、CityLab等への参加

パリで開催された世界大都市気候先導グループC40の会議及びCityLab（シティ・ラブ）2017に知事が
出席し、都の環境政策や「新しい東京」の実現に向けた取組についてPRした。また、日仏経済交流委
員会（パリ・イルドフランス地方商工会議所内）年次会合やOECDグリーン投資・金融フォーラムで講
演し、東京の魅力やスマートシティに向けた取組について、フランス経済界や世界の環境・金融関係
者に向けて発信した。
（平成29年10月21日から10月25日）

②国際会議への参加 政策企画局外務部 アジア太平洋都市サミットへの参加
平成29年9月、大韓民国・大田（テジョン）市で開催されたアジア太平洋都市サミットに川澄副知事
が出席し、都の施策について発表・発言をし、都の魅力をPRするとともに、参加都市の首長・国際部
門等との意見交換等を実施した。

②国際会議への参加 政策企画局外務部
世界都市サミット市長フォーラム
2017への参加

平成29年5月、シンガポール共和国政府が主催し、中華人民共和国・蘇州で開催された「世界都市サ
ミット市長フォーラム2017」に出席し、プレゼンテーションの実施や円卓会議の参加を通じ、都の施
策をPRした。

３　国際会議と国際ネットワーク
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

３　国際会議と国際ネットワーク

②国際会議への参加 政策企画局外務部
Urban 20(U20)第1回準備会合への参
加

東京都のU20加盟を受け、平成30年1月、フランス共和国・パリで開催された第1回準備会合に出席
し、東京都の取組についてプレゼンテーションを行うとともに、U20の今後の取組や運営体制につい
ての情報を収集し、また姉妹友好都市をはじめとする加盟都市のカウンターパート等との関係強化を
図った。

②国際会議への参加
青少年・治安対策本
部総合対策部

第3回世界保護観察会議へ参加
（※レセプションのみ）

9月13日、東京都で開催された同会議に知事及び職員5名が参加。テーマは、世界各国の保護観察（社
会内処遇）実務家等が、社会内処遇の普及・発展等のため、学術・実務の両面から意見交換等を行う
もの。（34か国・地域371名が参加）

②国際会議への参加
青少年・治安対策本
部総合対策部

FIA Mobility Conference 2017へ参
加
（※クロージングセッションのみ）

9月28日、東京都で開催された同会議に職員3名が参加。テーマは、世界各国の自動車クラブが集い、
モビリティの発展に伴う自動車クラブの役割や課題等をテーマに意見交換等を行うもの。（82か国・
地域約300名が参加）

②国際会議への参加 環境局総務部
「デンマークワールドフードサミッ
ト」への参加

平成29年8月23日～25日、デンマーク王国コペンハーゲン市で開催され同サミットに職員2名で参加。
テーマは「食品ロス削減」。

②国際会議への参加 環境局総務部 「イスカンダル現地研修」への参加
平成29年8月15日～16日、マレーシア・ジョホールバルで開催された同研修に職員1名で参加。テーマ
は「地球温暖化対策報告書制度」

②国際会議への参加 環境局総務部
「日中韓三カ国ビジネス円卓会議」
への参加

平成29年8月23日～25日、大韓民国水原市で開催された同会議に職員1名で参加。テーマは環境全般。

②国際会議への参加 環境局総務部
「持続可能な都市支援プログラム
(GPSC)第二回年次総会」への参加

平成29年10月30日～11月2日、インド共和国デリー市で開催された同会議に職員2名で参加。テーマは
「持続可能な都市」

②国際会議への参加 環境局総務部 「ホーチミン現地研修」への参加
平成30年2月2日、ベトナム社会主義共和国ホーチミン市で開催された同研修に職員2名で参加。テー
マは建築物省エネルギー制度
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部所名
項目名 実績（29年度)

３　国際会議と国際ネットワーク

②国際会議への参加 環境局総務部
気候変動対策における世界の都市や
国際組織との連携促進

・イクレイ
　・平成29年9月、イクレイ東アジア事務局が主導する大気イニシアティブ「東アジア・クリーン・
エア・シティ」のワークショップに協力
　・平成29年10月　ソウル特別市、イクレイ、C40及びOECD主催「ソウル気候変動首長フォーラム」
に環境局政策調整担当部長が参加
・C40
　・平成29年10月　運営委員会（パリ）に知事が参加。
　・ネットワークの各ワークショップへ職員派遣
　　　　　　　　4月　廃棄物資源化（中華人民共和国・広州)1名
　　　　　　　　9月　建築物省エネ（シンガポール共和国）1名
　・平成30年2月　気候変動と女性をテーマとした「Woman4Climate」に政策調整担当部長が参加
・ICAP
　・平成29年 5月　トレーニングコース（タイ王国・バンコク）へ職員2名派遣
  ・平成29年 6月　ICAP東京シンポジウム2017を開催
　・平成29年 9月　ICAP マスタークラス、総会及び10 周年イベント（ポルトガル王国・リスボン）
に職員２名派遣
・国連気候変動枠組条約会議COP23（ボン・ドイツ連邦共和国）
　・平成29年11月　イクレイ等主催サイドイベントへ職員2名派遣

②国際会議への参加 東京消防庁総務部
世界健康安全保障行動グループシン
ポジウム出席

4月4日から4月6日までの間、「初期段階における行動面及び化学兵器による健康への長期影響につい
て」をテーマに英国ロンドンで開催された世界健康安全保障行動グループシンポジウムに職員2名が
出席。「地下鉄サリン事件における東京消防庁の対応について」講演を行った。

②国際会議への参加 東京消防庁総務部 ISO国際会議出席 6月24日から7月2日までの間、英国ロンドンで開催されたISO国際会議に職員1名が出席した。

②国際会議への参加 東京消防庁総務部 国際消防長協会総会出席
7月26日から7月29日までの間、アメリカ合衆国ノースカロライナ州で開催された国際消防長協会総会
に職員2名が出席した。

②国際会議への参加 東京消防庁総務部 台湾内政部消防署救急会議出席

9月6日から8日までの間、台湾で開催された救急会議に職員2名が出席。会議期間中に、「東京消防庁
による救急隊員動向及び効果について」、「東京消防庁救急サポートキャブ制度について」、「突発
的に発生した救急テロ対策制度について」、「東京消防庁救急相談センターについて（推進、宣伝及
び指導）」講義を行った。

②国際会議への参加 東京消防庁総務部 災害国際管理セミナー出席
9月19日、台湾新北市で開催された災害管理セミナーに職員1名が出席。「東京消防庁の震災対策につ
いて」講演を行った。

②国際会議への参加 東京消防庁総務部 国際CBRN会議出席
12月7日、「CBRNの真実　不安のない防災」をテーマに、トルコ共和国アンカラで開催された国際
CBRN会議に職員1名が出席した。「地下鉄サリン事件における東京消防庁の対応について」講演を
行った。

②国際会議への参加 水道局総務部 ISO/TC224WG
上下水道のマネジメント及びサービスに係る国際標準策定についての検討会議出席
（中華人民共和国　H29.6.25～6.29）（ドイツ連邦共和国　Ｈ29.11.28～12.3）
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３　国際会議と国際ネットワーク

②国際会議への参加 水道局総務部
IWA経済及びアセットマネジメント国
際会議

上下水道のアセットマネジメントについての専門家が知見を交換する会議への出席
（ノルウェー王国　H29.6.19～6.22）

②国際会議への参加 水道局総務部
シンガポール国際水週間（スポット
ライト2017）

水処理にかかわる政策立案者、指導者、専門家、事業者などが一堂に会し情報交換を行う国際会議へ
の出席
（シンガポール共和国　Ｈ29.7.16～7.20）

②国際会議への参加 水道局総務部 日米台地震対策ワークショップ
日本、アメリカ合衆国、台湾間で地震対策に関連した調査研究や施策事例などの実務的情報を交換す
る会議（Ｈ29.10.17～10.21）

②国際会議への参加 水道局総務部
ミャンマー連邦共和国現地調査・セ
ミナー

ミャンマー水道市場への市場参入の可能性や課題についての調査及び水道セミナーでの発表、関係機
関等からのヒアリング、意見交換を実施（Ｈ30.2.14～2.17）

②国際会議への参加 水道局総務部
国際水協会の世界会議開催を通じた
プレゼンスの向上

・2018年IWA世界会議開催準備を引き続き、着実に推進
・IWA関連会議等への参加を通じて、引き続き、2018年IWA世界会議
　及び上水道に関する東京の優れた技術・ノウハウのPRを実施
　・平成29年6月　IWA-LESAM（参加人数1名）
　・平成29年9月　IWA-SPIRE(参加人数9名）

②国際会議への参加 下水道局総務部
国際水協会の世界会議開催を通じた
プレゼンスの向上

・会議開催準備を引き続き、着実に推進した。
・IWA関連会議等への参加を通じて、2018年IWA世界会議及び下水道に関する優れた取組や技術のPRを
実施した。
・平成29年9月　IWAアジア太平洋地域会議（クアラルンプール）に職員9名が参加
・平成29年9月・10月　米国水環境連盟（WEF）年次総会（シカゴ）に職員2名が参加し下水道に関す
る優れた取組や技術をPRするとともに、2018年IWA世界会議に向けて会議運営状況を視察した。

②国際会議への参加 警視庁交通部 第24回ITS世界会議へ参加
第24回ITS世界会議モントリオールに3名が出席し、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。

③国際ネットワークの
構築・加盟

水道局研修・開発セ
ンター

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29年度は、台湾（台中市）で第10回会議を開催。
大韓民国：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）、モンゴル国：モンゴル水管理調査センターが参加。東京都水道局からは管理職他5名が参
加。
（Ｈ29.11.1～11.3）
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部所名
項目名 実績（29年度)

３　国際会議と国際ネットワーク

④多都市間の実務的協
力事業

政策企画局外務部 都市間の経済交流促進

・産学官による共同研究の実施
・「国際グリーンテック・エコプロダクツ展示会（IGEM）2017」に出展、東京パビリオンを設置
 （平成29年10月10日-13日 於：クアラルンプール）
東京パビリオン来場者数：2200人
※IGEM2017実施規模
　出展者数 ： 320社（20か国）
　来場者数 ： 34,868名

④多都市間の実務的協
力事業

 政策企画局外務部
危機管理分野における海外都市との
連携

・「危機管理会議」開催（平成29年11月6日－7日、於：ソウル特別市)
・東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加（平成29年8月30日-9月3日、参加都市：ソウル特別市、
台北、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ共和国、新北）
・救助技術研修（平成29年10月 於：東京、平成30年3月　於：新北）
・都市における捜索・救助研修（平成29年10月、平30年3月 於：シンガポール共和国）

④多都市間の実務的協
力事業

総務局総合防災部
危機管理分野における海外都市との
連携

・平成29年9月3日に実施した「東京都総合防災訓練」において、ソウル特別市、台北市、シンガポー
ル共和国、新北市から海外救助隊を招聘
・ソウル特別市で開催された危機管理会議に参加

④多都市間の実務的協
力事業

東京消防庁総務部
危機管理分野における海外都市との
連携（救助技術研修指導支援）

危機管理ネットワークの共同事業として、平成29年10月16日から同月27日までの間、当庁において、
台湾新北市政府消防局員6名に技術指導を行った。同研修生を講師とし、2月25日から3月17日までの
間、新北市政府消防局が実施する救助技術研修の指導支援として、当庁職員3名を新北市へ派遣し
た。

④多都市間の実務的協
力事業

東京消防庁総務部
危機管理分野における海外都市との
連携（危機管理会議2017出席）

11月6日から8日までの間、大韓民国ソウル特別市で開催された危機管理会議に職員2名が出席した。
「東京消防庁の防災対策について」講義を行った。

④多都市間の実務的協
力事業

警視庁警備部
危機管理分野における海外都市との
連携（危機管理会議2017出席）

・ソウル特別市で開催された危機管理会議に出席

④多都市間の実務的協
力事業

政策企画局外務部
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30年2月6-2月9日）
・参加都市：15都市(アムステルダム、バンコク、ベルリン、ブリュッセル、香港、モスクワ、
ニュー・サウス・ウェールズ州、クイーンズランド、ロッテルダム、ソウル特別市、上海、台北、東
京、トロント、ウランバートル）
・参加者：世界主要都市の実務責任者（まちづくり）
・主なプログラム：知事表敬、セッション（戦略的なまちづくりに係る成果と課題）、視察、二都市
間会談
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

３　国際会議と国際ネットワーク

④多都市間の実務的協
力事業

生活文化局文化振興
部

アジア舞台芸術祭

・東京公演
   日程：29年12月1、3日
 　会場：東京芸術劇場
　 内容：中華人民共和国の演出家の作品を1作品上演
・国際共同制作ワークショップの実施
　日程：平成29年11月20日～12月2日
　会場：静岡県舞台芸術センター、東京芸術劇場
　内容：インドネシア共和国、日本、台湾の3名の演出家のもと、フィリピン共和国、ミャンマー連
邦共和国、インドネシア共和国、シンガポール共和国、台湾、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、
日本の役者・ダンサーが3チームに分かれ、作品を制作、上演
・APAFアートキャンプ・ラップアップの実施
　日程：平成29年12月3、4日
　会場：東京芸術劇場

④多都市間の実務的協
力事業

オリンピック・パラ
リンピック準備局ス
ポーツ推進部

ジュニアスポーツアジア交流大会の
開催

・平成29年8月22日-8月28日実施、海外都市14都市招聘（バンコク、北京市、デリー、ハノイ、香
港、ジャカルタ特別市、クアラルンプール、マニラ、ソウル特別市、シンガポール共和国、台北、ト
ムスク、ウランバートル、ヤンゴン）

④多都市間の実務的協
力事業

オリンピック・パラ
リンピック準備局ス
ポーツ推進部

東京国際ユース（U-14）サッカー大
会の開催

・平成29年5月1日-5月7日実施、海外都市11都市招聘（北京市、ベルリン市、カイロ県、ジャカルタ
特別市、モスクワ市、ニュー・サウス・ウェールズ州、パリ市、サンパウロ州、ソウル特別市、ブエ
ノスアイレス、プレトリア）

④多都市間の実務的協
力事業

環境局総務部
廃棄物処理に関わるアジア諸都市と
の環境協力

＜都市と地球の環境問題＞
・バンコク都とのワークショップ
　 平成29年5月 東京開催　バンコク都職員10名を受入れ
・トムスク環境イベントへの参加
　 平成29年9月　トムスク開催　都職員等4名を派遣
・平成29年9月　台北市が主催する「食糧廃棄物管理フォーラム」に環境局次長が参加
・ヤンゴン市3R・廃棄物ワークショップへの参加
　 平成29年10月　ヤンゴン市が主催するワークショップに都、23区職員等5名を派遣
＜研修プログラム＞
・「資源リサイクルの促進」研修
　　平成29年1月　東京開催
　　　　　　　　シンガポール共和国2名、台北1名を受入れ

④多都市間の実務的協
力事業

福祉保健局健康安全
部

感染症対策の協力関係推進

・アジア感染症対策プロジェクトでの海外都市との情報交換・保健医療従事者の交流等を通じ、人的
ネットワーク構築や感染症発生時の情報共有を進める。
（実務者会議、共同調査研究会議、海外派遣研修）
　・アジア感染症対策プロジェクト会議
　　（平成29年8月1-3日 バンコク（タイ王国）開催）
　・共同調査研究
　　（最終報告書作成・報告）
　・海外派遣研修（タイ王国・マヒドン大学）
　　（平成29年11月13-24日　都内保健医療従事者 5名）
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

３　国際会議と国際ネットワーク

④多都市間の実務的協
力事業

産業労働局観光部 ウェルカム・アジアキャンペーン ・東京都との相互観光PRを実施（台北、ハノイ、クアラルンプール）

④多都市間の実務的協
力事業

水道局総務部水道局
研修・開発センター

水道技術を修得したエキスパートの
養成

（研修受入れ）
・海外水道事業体等からの研修受入れの実施
　［内　　　容］局事業に関する講義、浄水場など局施設の
　　　　　　　　 見学及び局研修施設における漏水防止等の
　　　　　　　　 実習
　［受入人数］347名

（職員派遣）
　・ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト【再掲】
　　［内　　　容］ヤンゴンで開催されるセミナーに職員を
　　　　　　　　　講師として派遣し、無収水対策に関して講義
　　［開催回数］年2回（2回共に2月）
　・デリー上水道運営・維持管理能力強化プロジェクト【再掲】
　　　［内　　　容］ニューデリーで開催されるセミナーに職員を
　　　　　　　　　講師として派遣し、水運用、人材育成に関して講義
　　［開催回数］年2回（8月、2月）
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

①海外都市とのアクセ
ス手段の拡充

港湾局港湾整備部
物流の国際化等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。

①海外都市とのアクセ
ス手段の拡充

港湾局港湾整備部及
び港湾経営部

大型クルーズ客船ふ頭の整備 ・引き続き設計及び施設整備を推進

②多言語表示（案内
板、標識等）

財務局建築保全部 多言語対応の推進
・都庁版コンシェルジュ、展望室専用エレベータ整理誘導員とも事業継続。
・都庁舎改修工事において案内サインを更新する際、多言語対応を充実。

②多言語表示（案内
板、標識等）

オリンピック・パラ
リンピック準備局総
務部

多言語対応の推進

・第6回多言語協議会（平成29年6月22日）にて、小売プロジェクトチームを設置
・平成30年1月30日に、第7回協議会及び「多言語対応・ICT化推進フォーラム」を開催。各分科会
（交通、道路、観光・サービス）、小売分野の取組、先進的取組事例や最新のICTの動向について紹
介
・インバウンドビジネス総合展（平成30年2月21～23日 東京ビッグサイト）において、協議会として
ブースを国立研究法人 情報通信研究機構（NICT）などととも出展
・国（総務省・NICT）で研究・開発している多言語音声翻訳システムの実証の場を提供（2017東京国
際ユース（U-14）サッカー大会、2017ジュニアスポーツアジア交流大会、東京マラソン大会2018な
ど）
・多言語対応普及啓発映像及びリーフレットを制作

②多言語表示（案内
板、標識等）

都市整備局　都市基
盤部

多言語対応の推進

・新宿駅では、基本ルールに基づく各施策の実施内容と時期を明確化した「整備計画」（平成29年8
月）を策定し、事業者毎に異なっていたデザインや表記を統一した日英表記の案内サインの整備に着
手した。また、日・英版のターミナルマップ等の配布を開始した。
・新宿駅の取組や「ターミナル駅における案内サイン共通化指針」（平成29年4月）を参考に、渋谷
駅や池袋駅を始めとする他の駅等において、各区市や鉄道事業者等の多言語の取組を促進した。

②多言語表示（案内
板、標識等）

建設局道路管理部 多言語対応の推進
・道路利用者が円滑に観光地等の目的地まで移動できる環境を整備するため、平成27年度に策定した
「東京みちしるべ2020」に基づき、英語併記化に加え、ピクトグラムや路線番号の活用などにより道
路標識の整備を推進した。

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局総務部 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、タイ語で実施。

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局総務部 交通局公式多言語SNS（H28～）
平成28年12月12日、都営交通の営業案内や沿線観光情報等を発信するFacebook（英語、中文繁体、韓
国語）を開設。平成30年3月よりタイ語を開設。

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局総務部
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35000部、言語別Ａ３蛇腹3つ折り各5000部（英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、
タイ語）

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局電車部
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

４　都市づくり
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局電車部
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）

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局電車部
訪日外国人向け次世代券売機の導入
（H28）

32インチの大型高精細ディスプレイで、日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語・フラン
ス語・スペイン語・タイ語の8言語に対応した自動券売機を、平成29年2月から3月にかけて外国人利
用者の多い都営地下鉄の駅31駅に順次導入。

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局電車部
電話通訳サービス
（H28）

平成29年1月1日から英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語による問い合わせに対して電
話による通訳サービスを実施。
（実施場所は都営地下鉄101駅及び日暮里・舎人ライナー2駅）

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局電車部
券売機の多言語対応化
（H28）

自動券売機の更新にあわせて、日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語・フランス語・ス
ペイン語・タイ語の8言語に対応した券売機を順次導入。

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局電車部
タブレット端末の活用
（H29）

訪日外国人旅行者向けに、異常時や非常時における案内放送をタブレット端末を活用して実施。

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局電車部 多言語対応の推進
・地下鉄駅構内の案内サインの更新
・デジタルサイネージの設置
・コンシェルジュの配置拡大（3駅追加）、対応言語の充実（中国語対応が可能な駅を1駅追加）

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局自動車部
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た。（約1,300ヶ所実施済み）

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局自動車部
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。

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局自動車部
簡易型バス接近表示装置における英
語表記の実施（H29）

バスの接近情報をお知らせする、簡易型バス接近表示装置において、英語での接近案内を表示（5
基）

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局自動車部 都営バス路線案内の発行
都営バス路線案内の英語版、繁体字版、簡体字版、韓国語版を発行。（英語版：25,000部、その他：
各10,000部）

②多言語表示（案内
板、標識等）

交通局自動車部
バス車内の乗換案内の外国語表示
（H22～28）

都営バスの車内にて、次の停留所名を案内する次停留所名表示装置を多言語（※）に対応したフルカ
ラー液晶ディスプレイへ更新し、平成28年度末で全車両へ導入した。（※23区内は日本語、ローマ字
（英語）・中国語・ハングル、青梅地区は日本語、ローマ字（英語））

②多言語表示（案内
板、標識等）

教育庁地域教育支援
部

文化財説明板の英語化
（H21年から）

英文併記の都指定文化財説明板の設置（332基設置済み）
英語併記に加え、中国語、韓国語版検索サイトを閲覧するためのQRコード貼付を順次対応中

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
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29年6月（54名参加）及び平成30年2月（63名参加））
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担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
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（赤
坂）。29年度は渋谷と丸の内にサテライトセンターを開設。29年度の延べ利用者数は2,492名。

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
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。

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
外国企業誘致セミナー(海外セミ
ナー）の開催(H26)

平成29年6月30日、フランス共和国のパリで、7月4日に同じくフランス共和国のリヨン、平成30年1月
19日にアメリカ合衆国のサンフランシスコで、日本や東京進出に関心を持つ現地外国企業を対象に、
Invest Tokyo Seminar 2017 in France, 2018 in Silicon Valleyを開催し、合計71名（パリ24名、
リヨン22名、サンフランシスコ25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。

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
外資系企業と都内企業とのマッチン
グ商談会（国内セミナー）の開催
（H25）

平成29年9月、IT・電子・精密分野の外資系企業とのビジネス提携に関心のある都内中小企業等を対
象に、外資系企業と都内企業とのマッチング商談会を開催し、約57名が参加。企業間における業務提
携に向けた場を提供。

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
東京都アクセラレータプログラム
「ニューテックビジネスキャンプ東
京」の開催（H29）

先進的なIT技術やビジネスモデルを有する、国内未進出の外国企業を対象に、日本の大手企業がメン
ターを行うと共に、都内企業等とのネットワーキングイベントやビジネスプラン発表会等を行う。平
成29年度は8社を対象に行われた。

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
東京都アクセラレータプログラム
「ブロックチェーンビジネスキャン
プ東京」の開催（H29）

決済、証券、サプライチェーン、シェアリングエコノミー、IoT分野において、ブロックチェーンに
関する先端技術、ビジネスモデルを有する国内未進出の外国企業を対象に、日本の大手企業がメン
ターを行うと共に、都内企業等とのネットワーキングイベントやビジネスプラン発表会等を行う。平
成29年度は8社を対象に行われた。

③経済活動の活性化 政策企画局調整部 国家戦略特区制度の活用

・東京圏国家戦略特別区域会議を4回開催し、国際金融都市等の実現に資する国際ビジネス拠点の整
備、外国人医師の特例をはじめ、7事項、16事業を新たに提案、内閣総理大臣の認定を受けるなど、
積極的に規制改革事項を活用
・在留資格特例、高度人材ポイント制度の改善、ペイロールカードへの賃金支払を可能とする規制緩
和提案等、国際ビジネス拠点の整備に資する新規規制改革事項を提案

③経済活動の活性化 政策企画局調整部
国際的なライフサイエンスビジネス
拠点の実現

・東京のライフサイエンスビジネス拠点としての情報発信（民間による日本橋地区における交流拠点
に関するものを含む。）に係る取組の実施
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

③経済活動の活性化 政策企画局調整部 「国際金融都市・東京」の実現

・国際金融人材の育成のために課長代理級職員１名を、みずほ銀行ロンドン支店に派遣（平成29年4
月から平成30年3月）
・外資系金融機関CEO等と知事との意見交換会の開催（平成29年6月）
・「国際金融都市・東京のあり方懇談会」を平成29年度中に5回開催（平成29年4月・5月・7月・9
月・10月）し、11月10日に「国際金融都市・東京」構想を策定
・構想策定後、海外プロモーション活動としてシンガポール共和国・ロンドン・香港において、国際
金融都市としての東京の魅力をＰＲ（平成29年11月・平成30年1月・2月）
・City of Londonと東京都の間で、金融分野でのMoU（基本合意書）を締結（平成29年12月）
・丸の内で「金融ワンストップ支援サービス」を開始し、金融系外国企業の日本進出に際して、法人
設立や金融業の登録など拠点設立をサポート（平成29年4月～）
・日本の金融関係法令・規制、金融業の登録申請手続きを過去の実績や事例等も紹介し 解説した英
語解説書を初めて整備（平成29年9月）
・誘致企業に対する市場調査、ビジネスプラン策定等に関する無償コンサルティングを実施（平成29
年度～）
・フィンテックアクセラレータプログラムでは、16か国52のスタートアップ企業から７か国８企業を
選定し、国内金融機関等の協力の下、プログラムを短期間で実施（平成29年10月～11月）
・フランス共和国、アメリカ合衆国、香港等、海外からスピーカーやパネリストを招き、国内機関投
資家等を対象にしたEMPの認知度向上を図るセミナーを開催（平成29年12月）

③経済活動の活性化
総務局
総務部

「国際金融都市・東京」の実現
・首都大学東京で高度金融専門人材養成プログラムを開講した。
・首都大学東京金融工学研究センターにおいて、国内外の研究者を招聘した計12回のセミナー、計3
回の国際ワークショップ、及び公開シンポジウムを開催した。

③経済活動の活性化
福祉保健局
医療政策部

国際的なライフサイエンスビジネス
拠点の実現

・医療機関案内サービス「ひまわり」ホームページの多言語化（英・中・韓）
・医療情報サービス（電話で5か国語に対応）の提供
・医療機関向け救急通訳サービス（電話で5か国語に対応）の提供
　（英語、中国語の対応時間延長）
・医療機関における外国人患者受入れ体制を整備するため、下記の取組を実施
・民間病院に対して、一般財団法人日本医療教育財団が実施する外国人患者受入れ医療機関認証制度
（JMIP）の受審に係る評価料等を補助
・民間医療機関に対して、案内表示や資料の多言語化等に係る費用を補助
・医療機関従事者を対象に、外国人患者の対応方法等に関する研修を実施

③経済活動の活性化
病院経営本部経営企
画部

都立・公社病院における外国人患者
の受入れ環境の整備

・都立病院国際化対応検討委員会の開催
・全都立病院（8病院）にて語学研修実施
・都立病院国際化対応研修の実施
・各種帳票の多言語翻訳の実施
・言語サポートツールの導入

③経済活動の活性化 産業労働局商工部
東京発「クールジャパン」の推進
（コンテンツ分野）

・国際アニメーション見本市出展支援
海外展開を志す都内アニメーション制作会社等を対象に、海外ビジネス進出に必要なスキルを身に付
けるセミナー等を実施するとともに、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）
海外アニメ見本市MIFA：193件

③経済活動の活性化 産業労働局商工部 製品改良・規格等適合化支援事業
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。
21件
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

③経済活動の活性化 産業労働局商工部 産業立地情報収集提供事業
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。

③経済活動の活性化 産業労働局商工部
国際的なライフサイエンスビジネス
拠点の実現

・都内全域を対象としたライフサイエンス系ベンチャー企業の成長に向けて展示会出展・商談会コー
ディネート支援を実施

③経済活動の活性化 産業労働局商工部
都内中小企業の海外への販路開拓支
援

・海外の展示会に東京パビリオンを設置し、都内の優れた技術を持つ企業を出展
※ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市、ドイツ連邦共和国 デュッセルドルフにて開催された展示
会に設置
・海外の展示会に出展する中小企業を支援
※出展国数5か国（タイ王国、インドネシア共和国、ベトナム社会主義共和国、シンガポール共和
国、アラブ首長国連邦）

③経済活動の活性化 産業労働局金融部 中小企業制度融資（海外展開支援）
商品・サービス等の輸出及び輸入、海外での販売・研究拠点の設置など、中小企業の海外展開に必要
となる資金を融資する。

③経済活動の活性化 産業労働局金融部 金融機関と連携した海外展開支援

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人東京
都中小企業振興公社と金融機関とが連携し、融資実行と併せ、状況に応じた継続的なハンズオン支援
を実施する。
支援実施件数：207件

④外国人の就労
産業労働局雇用就業
部

外国人対象の労働相談

・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した。（2,312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

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

財務局建築保全部 無料Wi-Fi利用環境の整備 ・継続運用

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

生活文化局　都民生
活部

外国人おもてなし語学ボランティア
の育成

・東京都開催講座数を増加するとともに、引き続き、区市町村、企業・団体、大学・専門学校、高校
等との連携講座を実施し、都民の受講機会を更に拡大
・おもてなしの心と簡単な英語を気軽に学べるEラーニング動画を作成
・ボランティア登録者対象のフォローアップセミナーを実施
・ボランティア登録者数　約30,000名（平成30年3月31日現在）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

生活文化局文化振興
部

無料Wi-Fi利用環境の整備
・都立文化施設では、大規模改修工事のため休館中の現代美術館を除き、6施設で無料Wi-Fi利用環境
を整備

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 広域的な観光案内拠点等の運営支援

都内における観光案内機能の充実を図るため、外国人旅行者が多く訪れる10地域において広域的な観
光案内拠点の運営支援を行うとともに、都内全域において観光案内窓口の運営を支援し、国内外から
の旅行者の受入れ環境の充実を図る。
・広域的な観光案内拠点　6箇所
・東京観光案内窓口　181箇所
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部
観光ボランティアによる観光ガイド
サービス

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13コース）
のガイドサービスを提供する。
・ルート 13ルート
・実施件数 491件

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 東京観光情報センターの運営

東京の観光情報提供の中核として、国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　1,124,684名
・設置場所　東京都庁、羽田空港、京成上野駅、バスタ新宿、エキュート立川

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 全国観光PRコーナーの運営

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 118,046名（平成29年4月～11月の実績。平成29年12月～平成30年3月までは、都庁舎改修
工事に伴う移転工事のため休業。）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 ウェルカムボードの設置
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。
・成田空港（第１ターミナル）3か所　・成田空港（第２ターミナル）3か所
・東京観光情報センター3か所（都庁・バスタ・多摩）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部
民間事業者と連携した旅行者誘致事
業

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、外国人旅行者を誘致す
る。
・旅行博出展・東京観光セミナー
・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
・東京観光レップ主催 旅行事業者向けセミナー
・東京ニュース（メールニュース）の配信
・海外の旅行エージェント及びメディアの招聘

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 東京観光レップの運営及び設置調査

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・ソウル特別市・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・マドリー
ド・ニューヨーク・シドニー・パリ・トロントの運営

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 観光プロモーションの積極的な展開
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（フィリピン共和国、インド）
・成長開拓市場における観光セミナー・商談会（ロシア連邦）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 MICEの誘致活動の展開
東京へのMICE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。MICEの誘致を積極的に行い、開催都市として揺るぎないプレゼンスの確立を目指すため、
誘致や開催に対する支援事業を実施する。

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 海外青少年の教育旅行受入れ促進
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れを促進する。
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分野
担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 東京アニメアワードフェスティバル

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30年3月9日～同月12日
会場：池袋の5会場（新文芸坐、シネマサンシャイン池袋、池袋HUMAXシネマズ、シネ・リーブル池
袋、池袋シネマ・ロサ）ほか

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 東京国際映画祭

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29年10月25日～11月3日
会場：EXシアター六本木、東京国際フォーラムなど

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部
ショートショートフィルム
フェスティバルアジア

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29年6月1日～6月25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など

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 相互観光PR（ニューヨーク）

東京都とニューヨーク市観光局において、両都市からの旅行者誘致に向けて相互観光PRパートナー
シップを締結し、相互観光PRを実施
時期：平成29年11月
内容：両都市において、バス停留所や地下鉄車内、駅構内における広告掲出等を実施

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 観光ボランティアの育成
・ボランティアが外国人旅行者に声をかけ外国語で案内する「街なか観光案内」を展開（新たに渋
谷・臨海副都心で活動を開始）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

産業労働局観光部 国際会議の誘致強化
・国際会議の誘致活動を支援
会議参加者が東京の魅力を体験できるプログラム等を実施

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

建設局公園緑地部 無料Wi-Fi利用環境の整備

・避難場所に指定されている公園のうち、平常時及び災害時利用の効果が高いと見込まれる公園へ導
入
芝公園、戸山公園、横網町公園、林試の森公園、蘆花恒春園、赤塚公園、石神井公園、大泉公園、野
川公園、武蔵国分寺公園、桜ヶ丘公園
・既設公園のうち、特に利用が多い公園へ増設し、エリアを拡大
上野恩賜公園、浜離宮恩賜庭園

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

港湾局総務部
臨海副都心における外国人旅行者の
受入れ環境の整備

・視察船「新東京丸」による外国人対象の企画乗船会を実施
・平成29年 7月14日「東京港サンセットクルーズ」　　参加者：54名

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

港湾局臨海開発部
臨海副都心における外国人旅行者の
受入れ環境の整備

・外国人来訪者の受入環境整備に資する事業へ支援する補助制度「臨海副都心おもてなし促進事業」
を活用し、外国人来訪者の受入環境整備を促進
・臨海副都心内1施設の館内案内サイン多言語化（日・英・中・韓）
・臨海副都心まちづくり協議会によるホームページの多言語情報の充実（日・英・中・韓）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

港湾局港湾経営部 無料Wi-Fi利用環境の整備 ・有明客船ターミナルに無料Wi-Fi利用環境を整備
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担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

港湾局臨海開発部 無料Wi-Fi利用環境の整備 ・大井ふ頭中央海浜公園(なぎさの森)と辰巳の森海浜公園に無料Wi-Fi利用環境を整備

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

港湾局港湾経営部 東京港のポートセールスの充実
・東京クルーズセミナーの開催（平成30年2月1日）
・シートレード・クルーズ・アジア・パシフィック出展（平成29年11月1-3日）
・シートレード・クルーズ・グローバル出展（平成30年3月6-8日）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局総務部 海外旅行博への出展（H28）
FIT層の多いアジア各国で開催される旅行博において、都営交通ブースを出展し、都営交通の認知度
向上及び利用促進を図る。
H28.6　ソウルハナツアー博、H28.11　台北国際旅展、Ｈ29.6　韓国KOTFA、Ｈ29.10　台湾国際旅展

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局総務部
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

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局総務部 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・簡体字）、韓国語、タ
イ語で作成。

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局電車部
海外旅行博への出展
（H28)

東南アジア各国で開催される旅行博において、都営交通ブースを出展し、東京の地下鉄や都営交通、
お得な乗車券をPRし旅客誘致を図る。
・平成29年9月22日～9月24日　バンコク　タイ旅行博（訪日旅行フェア）出展
・平成30年3月16日～3月18日　クアラルンプール　マレーシア旅行博の東京観光財団ブースに資料出
展

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局電車部
東京さくらトラム（都電荒川線）イ
ンバウンド向け冊子の発行
（H28)

訪日外国人旅行者向けに、都電荒川線の乗り方や沿線の観光スポットを案内する5か国語のパンフ
レット（英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、タイ語）を、平成29年12月に発行。
A3判（両観音開き）50000部

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局電車部
日暮里・舎人ライナーインバウンド
向け冊子の発行
（H28)

訪日外国人旅行者向けに、日暮里舎人ライナーへのアクセス方法や、沿線の観光スポットを案内する
5か国語のパンフレット（英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、タイ語）を、平成29年12月に
発行。
A3判（両観音開き）38000部

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局電車部
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）

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局電車部
ツーリストインフォメーションセン
ターの開設
（H29）

上野御徒町駅の定期券発売所をリニューアルし、平成30年3月から運営開始。訪日外国人向け乗車券
の発売、コンシェルジュによる周辺施設や観光案内、パンフレット配布、都営交通の利用案内、荷物
配送サービスなどを実施。

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局電車部 無料Wi-Fi利用環境の整備
・サービスの提供を継続
・地下鉄車内のWi-Fiについては、サービスを提供する編成を順次拡大
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担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

⑤観光の振興・コンベ
ンションの誘致

交通局自動車部
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。

⑥芸術文化の振興
生活文化局文化振興
部

二国間交流

バーゼル－東京交流（派遣１名・受入れ１名）
　派遣期間：平成29年5月1日～7月25日
　派遣先：ATERIEL MONDIAL（バーゼル)
　受入期間：平成30年1月5日～3月31日

ロンドン－東京交流（派遣１名・受入れ1名）
　派遣期間：平成29年8月1日～9月3日
  派遣先：ロンドン芸術大学（ロンドン）
　受入期間：平成29年7月3日～7月29日

 ベルリン－東京交流（派遣3名・受入れ１名）
　派遣期間：平成29年4月5日～6月28日
                平成29年10月1日～12月20日
                平成30年1月5日～3月30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29年9月4日～11月29日

マドリード－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成29年10月16日～11月26日
　派遣先：マタデッロ・マドリード
　受入期間：平成29年10月9日～11月19日

ヘルシンキ－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成29年10月3日～12月30日
　派遣先：フィンランド文化財団（Helsinki International Artist Programme)
　受入期間：平成29年9月4日～11月29日
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部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

⑥芸術文化の振興
生活文化局文化振興
部

二国間交流

ケベック－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成29年4月1日～6月29日
　派遣先：ケベック・アーツカウンシル
　受入期間：平成29年5月1日～7月26日

メルボルン－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成29年8月1日～10月10日
　派遣先：アジアリンク、ロイヤルメルボルン工科大学
　受入期間：平成29年9月4日～11月29日

台北－東京交流（派遣１名・受入れ１名）
  派遣期間：平成29年10月19日～12月29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30年1月5日～3月31日

ソウル-東京交流（派遣１名・受入れ１名）
　派遣期間：平成29年6月1日～8月29日
  派遣先：MMCAレジデンシー・コヤン（ソウル特別市）
　受入期間：平成29年5月1日～7月26日

⑥芸術文化の振興
生活文化局文化振興
部

東京芸術文化創造発信助成
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。
平成29年度 :単年 107件 （内訳：都内75件、海外25件、都内及び海外7件） 長期　3件

⑥芸術文化の振興
生活文化局文化振興
部

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8か国語対応）を活用している。
登録者数：263人
（外国語内訳）
英語144名、フランス語15名、中国語9名、ドイツ語5名、韓国語5名、スペイン語3名、イタリア語1
名、
英独兼任4名、英中兼任3名、英仏伊兼任1名、英西兼任1名

⑥芸術文化の振興
生活文化局　文化振
興部

芸術文化の新たな推進体制
・外国人向けプログラムの実施場所、体験ジャンルの拡充のほか、他文化イベントとの同時開催によ
り、相乗効果を図った（全114日実施）。
・関係団体や教育機関との連携を図り、子供向けプログラムを実施。

⑥芸術文化の振興
多摩動物公園（建設
局）

アフリカフェアの開催
平成29年10月21日、22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。

⑦多言語での情報発信 財務局建築保全部
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、繁体字）、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。

⑦多言語での情報発信 主税局総務部 多言語対応の推進
〇英語・中国語・韓国語の都税に関するガイドブックを作成している（平成29年度　英語版：2300
部、中国語版：1400部、韓国語版：1200部）。都庁及び各都税事務所等にて配布し、主税局ホーム
ページにも掲載。
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部所名
項目名 実績（29年度)

４　都市づくり

⑦多言語での情報発信
生活文化局文化振興
部

トーキョー・アート・ナビゲーショ
ン

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。

⑦多言語での情報発信
生活文化局文化振興
部

多言語対応の推進

・多言語対応ガイドを踏まえ、各文化施設において多言語対応を実施
・英語については全7施設で対応済
・「TOKYO TO GO　ミュージアム＆シアターガイド」（日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語
（繁体字）、韓国語）のデザインやコンテンツを外国人にアピールできるものへと大幅改訂
・庭園美術館のウェブサイトに、中国語（簡体字）、韓国語及びフランス語を追加
・今後の対応を検討

⑦多言語での情報発信
建設局浜離宮恩賜庭
園、小石川後楽園、
六義園、清澄庭園

ボランティアの活用
（平成29年度）

外国人向け英語の庭園ガイドを実施。

⑦多言語での情報発信

建設局浜離宮恩賜庭
園、旧芝離宮恩賜庭
園、小石川後楽園、
六義園、旧岩崎邸庭
園、向島百花園、清
澄庭園、旧古河庭
園、殿ヶ谷戸庭園

多言語リーフレットの発行
（平成29年度）

6か国7言語の9庭園多言語リーフレットを発行。（日本語、英語、仏語、中国語【簡体字・繁体
字】、韓国語、スペイン語）

⑦多言語での情報発信

建設局日比谷公園、
芝公園、青山公園、
林試の森公園、蘆花
恒春園、祖師谷公園

英語版園内マップの発行
（平成29年度）

6公園にて英語版園内マップを作成し、配布した。

⑦多言語での情報発信
建設局日比谷公園、
芝公園、青山公園

英語版周遊マップの発行
（平成29年度）

日比谷公園・芝公園・青山公園を対象とする周遊マップの英語版を作成した。

⑦多言語での情報発信 東京消防庁消防学校
外国人への防災知識の普及（外国人
向け資料の作成）

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」（英語）を1,000部作成し、配布
した。

⑦多言語での情報発信
教育庁地域教育支援
部

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。英語に
加え、平成29年4月から中国語及び韓国語についても情報提供を開始し順次対応中
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部所名
項目名 実績（29年度)

①保健医療・健康
福祉保健局健康安全
部

外国人結核患者治療服薬支援員（医
療通訳）派遣事業

外国人結核患者向けに、治療服薬支援員（医療通訳）の派遣事業を実施した。年間実績173回

①保健医療・健康
福祉保健局健康安全
部

結核健康診断
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（77人）
・保険未加入外国人結核検診

①保健医療・健康
福祉保健局健康安全
部

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。（平成27年度から）

①保健医療・健康
福祉保健局健康安全
部

食品の安全に関する情報の提供
ホームページを通じて、外国人向けに、食の安全に関する都の取組や食中毒の予防法について英語で
情報提供している。（平成28年度から）

①保健医療・健康
福祉保健局健康安全
部

関係機関の海外事業と連携した食品
の安全に関する情報の提供

食の安全に関する都の取組を紹介するパンフレットを、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で
作成し、産業労働局が設置している東京観光マップや日本政府観光局の海外事務所を通じて海外で配
布した。また、日本政府観光局のWEBマガジンを利用して、食の安全に関する都の取組について情報
提供した。（平成28年度から）

①保健医療・健康
福祉保健局健康安全
部

飲食店におけるアレルギー物質の情
報提供支援

飲食店において、外国人利用者に対してアレルギー物質の情報提供ができるよう、ピクトグラム等を
用いたコミュニケーションシートを作成・配布するなどし、事業者の取組を支援している。（平成28
年度から）

①保健医療・健康 東京消防庁救急部
コミュニケーションマニュアルの活
用

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。

①保健医療・健康 東京消防庁救急部 英語対応救急隊の整備
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管轄署の36隊において運用している。

②生活一般相談・情報
提供

青少年・治安対策本
部総合対策部

外国人労働者雇用マニュアルの作成

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25,000部印刷
冊子：日本語
HP掲載：日本語、中国語、韓国語、英語、タイ語、ネパール語

②生活一般相談・情報
提供

青少年・治安対策本
部総合対策部

外国人在留マニュアルの作成

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56,000部印刷。
冊子：日本語（5,000部）、中国語（17,000部）、韓国語（5,000部）、英語（7,000部）、ベトナム
語（8,000部）、タイ語（4,000部）、ネパール語（6,000部）、ミャンマー語（4,000部）
HP掲載：上記７か国語及びインドネシア語、マレーシア語、モンゴル語、ベンガル語

②生活一般相談・情報
提供

財務局主計部
東京都予算案のあらまし英語版の発
行（H29）

外国人への広報を目的に、「東京都予算案のあらまし」の英語版2,000部を作成・配布。

５　在住外国人への支援・行政サービス
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５　在住外国人への支援・行政サービス

②生活一般相談・情報
提供

生活文化局広報広聴
部

外国語放送
（S63）

外国語放送専門のFMラジオ局InterFM897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。
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

②生活一般相談・情報
提供

生活文化局広報広聴
部

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
政情報を提供する。
・言語は、英語、中国語、韓国語

②生活一般相談・情報
提供

生活文化局広報広聴
部

動画ポータルサイトを活用した情報
提供(H29)

　海外及び都内の外国人への広報を目的に、東京都公式動画 ポータルサイト「東京動画」に海外向
けページを設け都政情報をわかりやすく発信する。
・掲載動画は、英語、中国語、韓国語などを中心に各局が制作した様々な言語による動画
・主にシティプロモーションや日常生活に係る動画などを掲載

②生活一般相談・情報
提供

生活文化局広報広聴
部

外国人相談

  外国人から寄せられる日常生活に関する相談から在留資格や家族問題など法律問題の絡む専門的な
相談まで様々な相談に応じる。これらの相談に対して適切な助言を行うとともに、専門的機関に関す
る情報を提供することにより、外国との制度や習慣の違いからくるトラブルに相談対応し、外国人と
都政を結ぶ役割を果たしている。また、区市の外国人相談員への研修を行い、相談機能の充実を図っ
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　　 244日
　　中国語　　火・金曜日    03-5320-7766　　   99日
　　韓国語 　 水曜日      　 03-5320-7700　　　 49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

②生活一般相談・情報
提供

生活文化局都民生活
部

多文化共生社会の推進

　東京都多文化共生推進指針に基づき、施策を展開
　・多文化共生ポータルサイトの運営
　・東京で暮らし始める外国人向け生活情報冊子「Life in Tokyo:Your Guide」の発行・配布
　・日本語ボランティア育成支援として事例集を作成
　・多文化共生コーディネーター研修を実施
  ・在住外国人支援事業助成の実施

②生活一般相談・情報
提供

東京消防庁人事部 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。

②生活一般相談・情報
提供

東京消防庁装備部 消防車両への英語表記
外国人が識別しやすいよう、更新車両179台、既存車両755台に組織名の英語表記（TOKYO FIRE
DEPT.)を実施。
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②生活一般相談・情報
提供

東京消防庁総務部 庁舎への英語表記 外国人が識別しやすいよう、庁舎名の英語表記を実施（平成29年度6件）。

②生活一般相談・情報
提供

水道局サービス推進
部

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。

②生活一般相談・情報
提供

下水道局総務部 局ホームページによる情報提供

・調理方法の工夫で油の使用量を減らした料理を紹介する「ダイエットレシピブック」の英語版であ
る「Diet recipes book」を局ホームページ上で公開
・降雨情報を配信する「東京アメッシュ」の英語版である「Tokyo Amesh」を局ホームページ上で公
開
・海外からの訪問者が多い水再生センター等8施設について英語版の概要を局ホームページ上で公開

②生活一般相談・情報
提供

下水道局総務部 印刷物の配布、発行

・パンフレット「東京都の下水道 2017」の英語版である「SEWERAGE in TOKYO 2017」を視察受入れ
の際などに配布
・「下水道なんでもガイド 下水道と暮らしの便利帳」の英語、中国語、韓国語版を発行
・海外からの訪問者が多い水再生センター等8施設について英語版のリーフレットを作成し施設見学
の際などに配布

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館

都立図書館各館（中央・多摩）の利
用案内パンフレットの発行・配布
（H28以降毎年作成　英語、中国語、
韓国語）

図書館に来館する利用者に対し、各種サービス内容、館内の資料配置等を案内するパンフレットを刷
新し発行した。日本語版と同一レイアウトで、英語版、中国語版、韓国語版を作成した（平成28年度
に刷新）。
発行部数：　英語→中央図書館3,000部、多摩図書館2,500部　　中国語→各館1,000部　　韓国語→
各館1,000部

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館
都立図書館総合案内の発行・配布
（H28以降毎年作成　英語、中国語、
韓国語）

国内外からの来客（自治体職員、図書館関係者、研究者等）に対し、都立図書館（2館）の役割や機
能、サービス内容等を紹介する冊子を発行した。日本語版と同一レイアウトで、英語版、中国語版、
韓国語版を作成した。
発行部数：　英語　300部、中国語　250部、韓国語　250部

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館
館内デジタルサイネージでの情報発
信
（H28設置　英語、中国語、韓国語）

図書館に来館する利用者に対し、サービス内容、利用方法、資料紹介、イベント情報、周辺情報等を
多言語（英語、中国語、韓国語）で案内するサイネージを設置し、情報発信している。災害時には、
画面を切り替えて災害情報等を発信できる。
設置台数：　中央5台、多摩2台

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館
図書館PRビデオの作成、館外デジタ
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、東京都公式
YouTube及び東京都公式動画チャンネル「東京動画」、公共施設のデジタルサイネージ等に掲出して
いる。

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館
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）

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館
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、都立図書館が所蔵している外国語資料を貸し出している（協力貸出）。

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館 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29年度収集冊数：6,806冊　蔵書冊
数：約29万6千冊）

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館 外国語の新聞、雑誌の収集・提供
外国語の新聞　34紙、　雑誌　127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　449誌　を収集し提供する。＜都立多摩図書館＞
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②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館

「大使館等提供資料コーナー」の設
置（H27～）
「留学情報コーナー」の設置（H29
～）

米国大使館・アメリカンセンターJapan、駐日欧州連合代表部（EU）等、5か国の大使館等から提供さ
れた、日本語及び英語の公的な広報資料約80タイトルを展示・配布。この中の留学ガイドブック類を
中心に、出版社等から提供されたガイドブックを合わせて「留学情報コーナー」を新設した。

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館 留学説明会の実施
アメリカンセンターJapanの留学アドバイザーによる、アメリカの大学・大学院留学に関する説明会
を中央・多摩の両館で開催。多摩図書館：平成29年8月19日　参加者43名。中央図書館：平成30年2月
12日　参加者127名。

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館

Webサイト
Edo Tokyo Digital Museum
（江戸東京デジタルミュージアム）
（H23～)

江戸・東京の歴史や文化について、楽しみながら学ぶウェブサイトを開設し、情報を提供している
（英語）
https://www.library.metro.tokyo.jp/portals/0/edo/tokyo_library/english/index.html

②生活一般相談・情報
提供

教育庁中央図書館
「Books on Japan」（日本に関する
洋書）コーナーの設置
（H28～)

中央図書館1階中央ホールにコーナーを設け、約15万冊の洋書（英語・フランス語・ドイツ語等）の
中から日本について書かれた本を「学ぶ」、「遊ぶ」、「暮らす」など、様々な切り口で展示し紹
介。

②生活一般相談・情報
提供

教育庁多摩図書館 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

②生活一般相談・情報
提供

教育庁多摩図書館
PR映像の掲出
（H28作成　英語）

都立多摩図書館の利用環境やサービス内容をイメージさせるＰＲ映像（英語版）を都庁デジタルサイ
ネージに掲出

②生活一般相談・情報
提供

警視庁警務部 情報提供
通訳センターで直接受理した電話に対しては、その相談内容を聴取した上で、適切な相談（連絡）先
等を教示している。

②生活一般相談・情報
提供

警視庁地域部
情報提供※地域部の情報提供の取組
を統合

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か国語）
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。

②生活一般相談・情報
提供

警視庁生活安全部 外国人向け生活相談
外国人専用電話（03-3503-8484）を設置し,通訳センターとの三者通話により相談を受理した。
平成29年中は92件の相談対応を行った。

②生活一般相談・情報
提供

警視庁生活安全部 外国人向け生活相談
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し活用してい
る。

②生活一般相談・情報
提供

警視庁組織犯罪対策
部

暮らしの安全・安心Q&A（外国語翻訳
版）の作成

外国人の適正在留に必要な生活上・法律上のルール・マナーを簡潔に網羅した多言語の資料を作成
し、各署へデータ配信を行った。
対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、ミャ
ンマー語、マレー語、モンゴル語、ベンガル語、ロシア語、インドネシア語

③福祉
福祉保健局少子社会
対策部

在留カードを持つ外国人への保育所
入所支援

在留カード等を持ち、各区市町村が定める入所基準（保育の必要性）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した。（利用実績は把握していない）
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③福祉
福祉保健局障害者施
策推進部 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。

③福祉
福祉保健局障害者施
策推進部 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。

③福祉
福祉保健局心身障害
者福祉センター

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。
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部所名
項目名 実績（29年度)

５　在住外国人への支援・行政サービス

③福祉
福祉保健局心身障害
者福祉センター

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。

③福祉
福祉保健局中部総合
精神保健福祉セン
ター事務室

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。

④防災・防犯・交通安
全・消防

青少年・治安対策本
部総合対策部

自転車安全利用啓発用リーフレット
の作成・配布

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

④防災・防犯・交通安
全・消防

青少年・治安対策本
部総合対策部

外国人に対する交通安全教育

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。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。

④防災・防犯・交通安
全・消防

総務局総合防災部 多言語対応の推進

・東京都防災ホームページを多言語にて運営（英・中・韓）
・「東京防災」、「東京都防災ガイドブック」及び「防災ポケットガイド」の多言語版を作成・配布
（英・中・韓）
・「東京くらし防災」の多言語版をウェブにて展開（英・中・韓）

④防災・防犯・交通安
全・消防

東京消防庁企画調整
部

多言語対応の推進
・在京外国人に対して通報要領、初期消火、応急手当、地震時の初動措置等について広報を実施する
ために、英語、ハングル、タイ語、フィリピノ語による冊子「消防119」を作成した。
・消防車両ボディの庁名表記の英語併記を進めた。
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担当（関係）

部所名
項目名 実績（29年度)

５　在住外国人への支援・行政サービス

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁総務部 多言語対応の推進

・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29年度は60台
に装着。現在954台運用中。
・制服警察官が着装するベストにPOLICE文字を表示。平成29年度は、10,900着配布。
・制服警察官が着装する雨衣等にPOLICE文字を表示。
・警視庁見学における概要紹介映像の英語版を使用
・道路標識（一時停止、徐行）に英語を併記
・歩行者用押ボタン箱表示板の多言語表記を推進
・多言語表示機能を持ったマルチカラー交通情報表示板の整備拡充
・東京都専修学校各種学校協会と連携し、外国語専門学校生による防犯ボランティア活動への働きか
けと支援、新規防犯ボランティア結成への働きかけを実施
・外国人旅行者等に対する情報発信及び被害防止のため、東京の犯罪情勢や留意点、警視庁の取組に
ついて多言語（日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語）で収録したDVDを作成
・ネットカフェ条例に係る本人確認義務について説明した多言語対応ポスター（日本語・英語・中国
語・韓国語）を作成し、各警察署へ配布

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部
インターネット（ホームページ等）
を活用した情報提供（H19）

交通安全に関する情報の多言語化チラシを作成し、都内各警察署で活用を図るとともに、同チラシを
警視庁ホームページに掲載して情報発信した。（英語、中国語、ポルトガル語、韓国語）

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部
D形パーキング・メーター利用方法英
語併記

外国人への利便性の向上を図るため、使用方法銘板に日本語と英語を併記したD型パーキング・メー
ターを導入し、平成28年11月30日から供用を開始した。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部
インターネット（ホームページ）を
活用した情報提供

警視庁ホームページ内における、パーキング・メーター等利用方法の多言語化を実施し、情報発信を
行った。（英語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部 滞納処分に係る催促状の英訳添付 外国人に対し、差押え前の催促状送付する際、必要に応じて英訳文を同封している。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部
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）。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部
来日外国人対策用交通違反取締用ハ
ンドブックの作成

日本語を理解しない外国人に対する交通違反取締り時に、違反の内容や手続きを説明するため、来日
外国人対策用交通違反取締用ハンドブック（英語、中国語、韓国語）の作成に向けて契約準備中。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部 自転車指導警告カードの作成
自転車を利用中に交通違反をした来日外国人等に対して指導、警告を行うとともに交通ルールの周知
を図るため、自転車指導警告カード（英語、中国語、韓国語併記）を作成した。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部

ミニパト型サインカー（メッセージ
ボード付
交通ミニパト）の多言語化への仕様
変更

ミニパト型サインカーは、来日外国人の増加が予想される東京オリンピック開催中等において、機動
力を活かした規制告知等を行うため導入したものであるが、突発的重要事件及び大規模災害発生時に
来日外国人に対する適切な避難誘導等を行うため、多言語化（英語、中国語、韓国語）への仕様変更
を実施中。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部 外国人への防災知識の普及
警視庁ホームページ内に「大震災（震度6弱以上）発生時における交通規制」の広報紙（英語、中国
語、韓国語）を掲載。また、広報紙（英語、中国語、韓国語）を約20万枚作成し、警察署や運転免許
試験場等に配布。
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５　在住外国人への支援・行政サービス

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁交通部 多言語対応の推進
外国人に対する交通安全を図るため、押ボタンの操作が理解できるよう、押ボタン箱に併設する表示
板への多言語表記（ピクトグラムの採用、及びUni-Voiceコードの併用による15か国言語対応）を設
置

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁警備部 地震に対する知識等の普及
震災対策広報誌「地震のときはこうしよう(英語版・中国語版・韓国語版)」を作成し、各種防災訓練
や防災講話等で配付。平成29年は、英語版15,000部、中国語版5,000部、韓国語版5,000部を発行。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁警備部 情報伝送システムの運用
テロ等の大規模災害や重大事件事故等の発生時に、警視庁本部の専用端末から、専用電光掲示板(英
語・中国語・韓国語対応)に情報を発信する。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁警備部 テロ対策広報映像
テロ対策広報映像(英語・中国語・韓国語)を作成し、公共交通機関や大規模集客施設の大型ビジョ
ン、警視庁ホームページ等で放映。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁地域部 多言語対応の推進

・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。
29年度中13か所設置。568か所(平成30年4月1日現在）
・交番設置の地理案内板の地図表記に英語を併記。
66か所(平成30年4月1日現在）
・交番に多言語で動画や画像を表示できるデジタルサイネージを設置。29年度中9署19交番に設置。
63か所(平成30年4月1日現在）
・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。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁生活安全部 ポケットティッシュの配布
外国人に対し、盛り場における客引き行為への注意喚起と被害防止を目的として、英語及び中国語を
併記したチラシを封入したポケットティッシュを配布（平成29年度中12,000個配布）。

④防災・防犯・交通安
全・消防

警視庁生活安全部 防犯スピーカーの運用
街頭防犯カメラシステム設置地区である歌舞伎町地区において、防犯スピーカー4台による多言語
（日本語、英語、中国語、韓国語）の広報を実施し、防犯カメラ設置地区である旨及び客引きへの注
意喚起等を行っている。
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①グローバル社会を担
う次世代の育成

政策企画局外務部
アジアと日本の将来を担う医療人材
の育成

EPA（経済連携協定）に基づき来日したインドネシア共和国、フィリピン共和国及びベトナム社会主
義共和国の介護福祉士候補者に対し介護福祉士国家試験対策講座（年16回）及び同講座のインター
ネット配信、学習相談（国際医療福祉大学に委託）を実施　受講者数：32名

①グローバル社会を担
う次世代の育成

公立大学法人首都大
学東京（総務局）

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共和国、フィリピン共和国及
びベトナム社会主義共和国の看護師・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
実施した。
29年度の取組として、
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
（34回）
２　EPA介護福祉士候補者への日本語学習会講座の開催（レベル別に各19回）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

総務局総務部 学生や研究者の交流・共同研究

・大学院共同研究指導プログラム　4件を採択
・若手研究者海外派遣　6件を採択
・帰国留学生短期研究支援制度　8件を採択
・教員交換支援制度を創設。平成29年度は、14件を採択
・大学院生短期派遣・受入れ支援制度を創設。平成29年度は9名派遣・9名受入れ

①グローバル社会を担
う次世代の育成

総務局総務部
グローバルに活躍する高度専門職人
材の育成

・グローバルPBL
連携大学：①泰日工業大学、②タマサート大学、③ハノイ経営工科大学、④カンボジア工科大学
テーマ（①～④共通）：
　　「インドシナ諸国におけるブロック・チェーン技術を用いた新たな中小企業向けコミュニティ・
ファイナンスの制度構築」
　　　参加人数：①産技大５人、泰日工業大学５人
                    ②産技大５人、タマサート大学６人（タイ王国中小企業庁を含む）
　　　　　　　　 　 ③産技大５人、ハノイ経営工科大学５人（ベトナム国家経済委員会を含む）
　　　　　　　　　  ④産技大５人、カンボジア工科大学２７人（カンボジア首相府、 カンボジア
工業手工芸品省を含む）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

総務局総務部
グローバル人材育成のための国際化
推進

・平成29年度
　・海外留学支援　長期・中期　67人、短期　178人
　・交換留学生受入　63人
・今後も、海外留学支援及び交換留学生受入の規模を順次拡大

①グローバル社会を担
う次世代の育成

総務局総務部
グローバル社会で活躍するリーダー
の養成

・平成29年度は、国際副専攻コース科目を計17科目開講。
・高校訪問（6月頃～）及び大学説明会等（7月・8月）を通して、広報活動を実施、平成30年度グ
ローバル人材育成入試には23名が出願した。
・平成29年度の交換留学等の秋募集に、国際副専攻コース履修生の内9名が応募。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

総務局総務部
グローバルなものづくり人材育成の
ための海外体験プログラム

〇平成29年度より海外体験プログラムをグローバル・コミュニケーション・プログラム（GCP）とイ
ンターナショナル・エデュケーション・プログラム（IEP）の２つのプログラムに再編
（平成29年度派遣実績）
　GCP：25名
　IEP：40名
　合計：65名
　※派遣数は高専生のみの実績

６　教育・留学生等への支援
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６　教育・留学生等への支援

①グローバル社会を担
う次世代の育成

公立大学法人首都大
学東京（総務局）

海外留学支援

留学に対する意欲向上施策や経済支援の実施等により、学生の海外留学を支援。派遣者数は245名
（中長期67名、短期178名）
1　説明会及び研修の実施
留学の概要、危機管理、異文化理解、キャリアガイダンス等について説明会等を実施するとともに、
留学のための英語学習支援を実施。
2　経済支援の実施
交換留学や各部局の専門派遣プログラムに対する経済支援の実施。中長期派遣は奨学金及び渡航費、
短期派遣は経済支援金を支給。（都費・法人費による支給対象者：中長期55名、短期173名）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

公立大学法人首都大
学東京（総務局）

海外短期研修

・夏期研修
・オーストラリア夏期英語研修（8月28日～9月22日：23名派遣）
・タイ夏期英語研修（8月28日～9月22日：18名派遣）
・夏期ドイツ語研修（8月28日～9月15日：10名派遣）
・夏期フランス語研修（9月4日～29日：8名派遣）
・春期研修
・アメリカ春期英語研修（3月5日～29日：13名派遣）
・カナダ春期英語研修（3月5日～30日：20名派遣）
・マレーシア春期英語研修（2月26日～3月23日：15名派遣）
・春期中国語研修（2月26日～3月16日：6名派遣）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

公立大学法人首都大
学東京（総務局）

海外インターンシップ 国際センター海外インターンシッププログラムの実施（3名派遣）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

生活文化局私学部
私立学校教員海外派遣研修事業費補
助

私立中学校・高等学校において、自校の５教科（国社数理英）の教員を、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。平成29年度　14名
※平成29年度までは派遣対象教科は英語科のみ

①グローバル社会を担
う次世代の育成

生活文化局私学部 私立学校外部検定試験料補助

私立高等学校が生徒の英語力の向上を目的として外部検定試験（高等学校における英語教育レベルを
満たし、４技能（読む、書く、聞く、話す）を総合的に測定でき、学校が教育活動の一環として外部
検定試験団体に対して団体受験を申し込むもの）を行う場合、当該試験に係る経費を補助する。　平
成29年度　74校

①グローバル社会を担
う次世代の育成

生活文化局私学部
JETプログラムによる外国青年の招致
拡大

・30.3.31時点で私立中学校・高等学校102法人に165人のJETを配置
・来日時オリエンテーション（A日程、B日程）及び指導力向上研修（平成29年11月21日・28日）を実
施

①グローバル社会を担
う次世代の育成

生活文化局私学部
私立学校における世界で活躍できる
人材育成支援

・私立高等学校海外留学推進補助により、104校（558人）に対し、海外留学に係る費用に対する補助
を行った。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

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29年度外国語コース等設置校４校。
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６　教育・留学生等への支援

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

都立大島海洋国際高校
(H18)

海外体験学習・国際交流等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。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

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29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。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

都立中学校及び中等教育学校におけ
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29年度在京外国人生徒及び海外帰国生徒対象校２校54人（都立立川国際中等教育学校、
都立白鷗高等学校附属中学校）。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

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華人民共和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29年度海外帰国生徒対象６校154人（国際高校、立川国際中等教育学校、白鷗高校附属中学校を
含む）。引揚生徒対象3校18人。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

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。
平成29年度（平成30年度入学者選抜）申請者：147名

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

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を設
置するとともに、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、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。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

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）を設置しており、その中で、語学力の向上や異
文化の理解を図る系列を７校において設置。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁都立学校教育
部

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。
平成29年度の定員は、２校で1学年420名。

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁指導部
都立高等学校等における英語以外の
外国語学習の充実

都立高等学校等において、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ロシア語及
びイタリア語の英語以外の外国語（７か国語）学習の充実を図った。（約3,500人受講）
具体的には、都立高等学校等における多言語科目の授業設置の推進や語学部活動等の設置支援及び外
国語講師派遣、都教育委員会主催の語学体験講座を実施した。
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６　教育・留学生等への支援

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁指導部
（生活文化局）

オリンピック・パラリンピック教育
の推進

・平成28年度から実施しているオリンピック・パラリンピック教育を更に推進
・「世界ともだちプロジェクト」担当国の文化・歴史等の学習及び留学生等在京外国人や大使館との
交流を実施

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁指導部 次世代リーダー育成道場

・第4期生（平成27年度選考）
　Bコース（98人）がアメリカ合衆国から帰国（平成28年8月～平成29年6月）
・第5期生（平成28年度選考）
　Aコース（100人）がオーストラリア連邦・ニュージーランドから帰国（平成29年1月～11月）
　Bコース（98人）がアメリカ合衆国・カナダへ出発（平成29年8月～平成30年6月）
・第6期生（平成29年度選考）
　Aコース（98人）がオーストラリア連邦へ出発（平成30年1月～11月）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁指導部 JETプログラムによる外国青年の招致
拡大

・220人のJETを配置（全ての都立高等学校及び都立中等教育学校）
・配置前に来日研修を実施（平成29年7月～8月：A日程、B日程に分け2週間）
・指導力向上研修を11月に実施（平成29年11月8日‐10日、11月14日‐16日）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁指導部
外国語（英語科）教員等の海外派遣
研修

・外国語（英語）科教員及び小学校全科教員を約3か月間、海外に派遣（定員：140名）
・第１期（平成29年6月17日～平成29年8年27日）アメリカ合衆国・カリフォルニア大学アーバイン
校、（平成29年6月17日～平成29年8年25日）カナダ・ブリティッシュコロンビア大学へ派遣
・第２期（平成29年7月22日～平成29年9月30日）オーストラリア連邦・クィーンズランド大学、（平
成29年7月21日～平成29年9月30日）ニュージーランド・クライストチャーチ大学へ派遣
・小学校教員（平成29年7月1日～平成29年8月27日）アメリカ合衆国・カリフォルニア大学アーバイ
ン校、オーストラリア連邦・ニュー・サウス・ウェールズ大学へ派遣

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁指導部 子供や教員の相互交流

・東京グローバル10の指定において、姉妹校提携や、海外大学との連携による留学生との交流を促進
・都立学校37校を姉妹校交流推進校として指定し、相互交流を推進
・留学生の受入れを拡充（東京体験スクールの欄を参照）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁人事部
青年海外協力隊等への公立学校教員
の派遣

・教員の青年海外協力隊の活動等への理解を深め、参加に向けた意識を喚起するための取組等を引き
続き進め、「現職教員特別参加制度」による青年海外協力隊等への参加を促進
・都内公立学校教員向けの「現職教員特別参加制度」説明会をJICAと連携し継続して開催（計2回）
（参考）平成29年度派遣教員50名（新規26名、継続24名）

①グローバル社会を担
う次世代の育成

教育庁指導部 東京グローバル・ユース・キャンプ
・JICAと連携し、JICA訓練所で実施する「東京グローバル・ユース・キャンプ」を実施（都立高等学
校生、中等教育学校生99名参加）また、全校種の教員を対象にJICAと連携した研修を実施（30名参
加）

②外国人生徒・学生支
援

建設局青山霊園
インターナショナルスクールの児童
による奉仕活動の受入れ

近隣インターナショナルスクールの児童による奉仕活動（園内清掃等・9月より毎月1回）の受入れ
と、活動時に青山霊園著名人墓所の紹介等の交流の機会を提供した。
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６　教育・留学生等への支援

②外国人生徒・学生支
援

教育庁地域教育支援
部

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39学級　　児童数593人
中学校（昼間）  10校　　学級数18学級　　生徒数261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168人（平成29年5月1日現在）

②外国人生徒・学生支
援

教育庁東京都教育相
談センター

外国人児童・生徒相談
（H21）

・毎週金曜日（午後）に外国語通訳（英語、中国語、韓国・朝鮮語）を介して、幼児から高校生相当
年齢までの児童・生徒を対象に、子供の教育に関わる電話相談・来所相談を実施
・東京都教育相談センターのホームページに、3言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語）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

③留学生の受入れ・支
援

総務局総務部（政策
企画局外務部）

高度研究等を通じた人材育成と知日
派人材ネットワークの形成

・高度研究は、平成29年度末で新たに1つのテーマが研究期間を終了。
・1件の高度研究の研究を開始。新たな研究（平成30年度開始分）の採択はなかった。

・留学生は新たに33名（高度研究枠7名、一般枠26名）を受け入れるとともに、23名が学位を取得し
た。
＜平成29年度末累計＞
　受入：高度研究枠　104名　一般枠　122名　合計226名
　修了：高度研究枠　77名　一般枠　40名　合計117名
　退学：高度研究枠　8名　一般枠　7名　合計　 15名
　※退学者には満期退学者を含む。

③留学生の受入れ・支
援

総務局総務部 アジアの高度先端医療者育成

・留学生受入の開始
・留学生を新たに6名受け入れた。
　＜平成29年度末累計＞　受入れ：6名
・教員の現地派遣（タイ王国・インドネシア共和国・ベトナム社会主義共和国・バングラデシュ人民
共和国）
・現地の学生や教員、医療従事者に対する講義及び演習を実施した。

③留学生の受入れ・支
援

公立大学法人首都大
学東京（総務局）

留学生受入れ支援

外国人留学生のためのガイダンス等を次のとおり実施した。
・就職ガイダンス：2017年5月29日及11月14日
・エントリーシートの書き方講座：11月21日
・就活マナー＆面接対策講座：12月6日

③留学生の受入れ・支
援

公立大学法人首都大
学東京（総務局）

留学生受入れ

都市外交人材育成基金を活用し33名の留学生を新規受入れ（10月1日時点の在籍は75名）。首都大学
東京の留学生総数は10月1日時点で519名。
奨学金支給や国際学生宿舎の整備等による生活支援、日本語教育や支援スタッフの配置等による学修
支援を実施。

③留学生の受入れ・支
援

公立大学法人首都大
学東京（総務局）

留学生受入れ
国際交流会館には、セミナー室、会議室、研究室、海外からの研究者と本学の大学院に在籍する留学
生のための宿泊室などがある。
宿泊室は毎年10名程度の留学生が利用している。
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６　教育・留学生等への支援

③留学生の受入れ・支
援

公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
（総務局）

留学生受入れ
留学生数　40名　（平成30年4月1日現在)
(内訳）専攻別：　情報アーキテクチャ専攻　8名、創造技術専攻　32名

③留学生の受入れ・支
援

建設局清澄庭園
日仏文化交流事業を推進するヴェル
サイユ国立高等造園学校研修生の受
入れ

平成29年7月24日～25日、日仏文化交流事業としてヴェルサイユ宮殿と技術相互協力支援業務を図っ
た新宿御苑との連携で、ヴェルサイユ国立園芸学校インターンシップ（研修生1名）を受け入れた。

③留学生の受入れ・支
援

教育庁指導部 東京体験スクールの実施

【東京体験スクール】
海外からの留学生を都立高等学校等に受け入れ、学校での授業に加え、清掃や部活動といったいわゆ
る日本型教育の体験や、日本文化、東京の暮らしなど、東京の魅力を体感してもらい、留学生と東京
の生徒との双方にとって魅力的な国際交流の機会を提供する事業。留学生は、ホームステイにより、
原則受入校生徒の自宅に滞在する。
平成29年度は、5か国7地域から91名の留学生を都立高等学校等12校で受け入れた。
　－オーストラリア連邦から生徒15名及び引率者2名を受入れ（平成29年6月）
　－アメリカ合衆国から生徒10名及び引率者１名を受入れ（平成29年7月）
　－カナダ、オーストラリア連邦、ニュージーランド及びタイ王国から生徒66名及び引率者6名を受
入れ
　（平成29年12月）
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①民間団体への支援と
連携

水道局総務部
民間企業支援のためのプログラム
（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30年3月31日現在、登録企業数68社

７　都民・民間団体との連携・支援
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①外国人からの意見聴
取

生活文化局広報広聴
部

知事への提言
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。

①外国人からの意見聴
取

交通局総務部
都営交通に関する外国人モニター調
査

調査受託業者により、在住経験の浅い外国人を対象に、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
浅草駅、六本木バス停等において、実際に旅行中の外国人に対し、対面調査を実施。
地下鉄利用回答者計125名、バス利用回答者20名

②区市町村との連携
生活文化局広報広聴
部

都区市外国人相談研究会の開催
都及び区市における外国人相談事業について、情報交換の機会を設けるとともに外部講師による研修
会を行い、相互の連携強化を図る。
（平成30年3月12日開催）

③国際政策の推進体制 政策企画局調整部
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29年度　４回開催）

④都職員の人材育成、
職員派遣等

総務局人事部 都庁国際化リーダー育成プログラム
若手職員に語学力や国際性など、国際業務の遂行に当たり必要な基本的知識・能力等を付与し、将来
的な国際業務の中核的人材を育成。
研修期間：H29.5～H30.3　修了者：213名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

総務局人事部 大学院派遣プログラム

国際関係業務を中心となって担いうる語学力、対外交渉能力と高度な職務遂行能力を兼ね備えた職員
の育成を目的とし、米国・ジョージタウン大学における研修を実施。
研修期間（短期）：H29.4～H29.7　修了者：5名
研修期間（14ヶ月）：H28.4～H29.5  修了者：1名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

総務局人事部 政策課題プログラム

国際関係業務を中心となって担いうる語学力、対外交渉能力と高度な職務遂行能力を兼ね備えた職員
の育成を目的に、都政課題について国外の行政機関等にて単独調査・研究し、都の施策に直接反映す
る海外研修を実施。
研修期間：H29.4～H30.3.修了者：4名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

総務局人事部 多言語対応の推進 語学学校通学費用支援制度の対象言語拡大（インドネシア語を追加）

④都職員の人材育成、
職員派遣等

環境局総務部
平成29年度英語力向上勉強会「基礎
コース」

平成29年8月23日～平成30年3月1日の期間、都職員11名に対し外国人接遇力向上の一環として英会話
研修を実施した。

８　国際政策推進体制等
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④都職員の人材育成、
職員派遣等

環境局総務部
平成29年度英語力向上勉強会「実践
コース」

平成29年8月24日～平成30年2月28日の期間、都職員5名に対し外国人接遇力向上の一環として英会話
研修を実施した。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

環境局総務部
平成29年度英語勉強会「英語筆記力
向上科」

平成29年10月16日～平成30年2月23日の期間、都職員６名に対し英語筆記力向上の一環として英語筆
記力向上研修を実施した。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

多摩動物公園（建設
局）

アメリカ合衆国での職員研修
2月11日～2月23日の期間、安全なゾウの飼育管理体制構築を目的として、ゾウ飼育管理方法の最新の
知見を得るため、職員1名がアメリカ合衆国・動物園及び動物園へ出張し研修を受けた。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

東京消防庁総務部 外国語による朝の庁内放送の実施

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した。
実施期間:平成29年4月1日～平成30年3月31日
放送担当職員：34名
放送言語：英語、中国語、フランス語、スペイン語、タガログ語

④都職員の人材育成、
職員派遣等

東京消防庁人事部 英語対応救急隊員育成英会話研修

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
の養成を行った。
第1回　研修期間:平成29年10月6日～平成29年10月27日
　　　　　受講者:10名
第2回　研修期間:平成29年11月27日～平成29年12月15日
　　　　　受講者:10名
第3回　研修期間:平成30年1月15日～平成30年2月2日
　　　　　受講者:10名
第4回　研修期間:平成30年2月5日～平成30年2月26日
　　　　　受講者:10名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

東京消防庁人事部 外国語会話研修
国際的諸行事等に対応するため、英会話技能等を有する職員の養成を目的として研修を実施した。
研修期間:平成30年2月19日～平成30年2月23日 受講者:13名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

東京消防庁人事部 語学スタッフ研修

第３０回アジア消防長会総会等に向けて、語学スタッフとして対応する職員を対象に、英会話、イス
ラム教理解等の研修を実施した。
研修期間：　平成30年3月12日～平成30年3月23日
受講者：40名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

東京消防庁人事部 職員教養記事
外国人に対応する現場を想定した英語、中国語、韓国語の会話の教養記事を、職員向けの機関誌に掲
載した。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

東京消防庁警防部
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、技術の習得、国際消防救助
隊としての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目的とした教育訓練を実施した。
実施日　平成29年5月19日　訓練参加人数：34名
　　　   　 平成29年11月30日　訓練参加人数：31名
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④都職員の人材育成、
職員派遣等

東京消防庁消防学校
職員教養講座（英会話入門クラス、
英会話初級クラス）

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した。
英会話入門クラス　第1回　平成29年7月3日　 受講者36人
　　　　　　　　　　　　　第2回　平成29年7月4日　 受講者31人
英会話初級クラス　 第1回　平成29年12月8日  受講者35人
　　　　　　　　　　　　　第2回　平成29年12月11日　受講者31人

④都職員の人材育成、
職員派遣等

交通局職員部 英会話研修
　お客様と接する駅係員をはじめとする職員が、外国人のお客様により円滑にご案内できるよう、基
礎的な対応力の向上を図るための英会話研修を実施した。
実績：336名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

交通局電車部
駅係員の英語研修
（H28）

外国人利用者からの英語による問い合わせに的確に対応するために必要な英語表現やマナー等を習得
する英語研修を実施し、駅係員の接客対応力の向上を図る。
※地下鉄及び日暮里・舎人ライナー駅係員を対象。
平成28年11月～平成29年2月　計82回　約1,700名実施
平成29年10月～平成30年1月　計82回　約1,800名実施

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局総務部
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:H30.1.18　参加団体:23団体

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

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：H29.4.1～H30.3.31　受講者：17名。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

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：H29.4.1～H30.3.31　受講者：22名（管理職11名、一般職11名）。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

英語プレゼンテーション研修
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：H29.8.17　受講者：15名。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

英語発信力向上研修
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：H29.1.26。受講者：37名。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

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：H29.6.30。受講者：57名。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

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：H30.3.9　受講者：76名。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

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：H29.7.8　受験者：35名。H30.1.20　受験者：36名。
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④都職員の人材育成、
職員派遣等

水道局研修・開発セ
ンター

研修生派遣
(以下と項目を統合）

・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：Ｈ29.10.5～Ｈ29.10.20 派遣者数：2名。
・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：Ｈ29.7.31～Ｈ29.8.2　派遣者数：6名。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

下水道局職員部
①語学力向上Ⅰ研修
②語学力向上Ⅱ研修

①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:H29.8.1～H30.2.28、受講
者:24名
②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:H29.8.1～H29.9.30、受講
者:10名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

警視庁警務部 職員派遣
米国の警察制度、危機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ため、職員を派
遣した（平成29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（平成29～30年度））。

④都職員の人材育成、
職員派遣等

警視庁警務部
外国語委託研修
(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、職員の語学能力の修得を図る。
研修言語：英語、中国語、韓国語、タガログ語、ベトナム語、アラビア語
研修期間：平成29年4月1日～平成30年3月6日
受講者：42名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

警視庁警務部
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。
研修言語：英語、中国語、韓国語、スペイン語、アラビア語
研修期間：1か月間×4回
受講者：91名

④都職員の人材育成、
職員派遣等

警視庁警務部
長期海外研修
（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。
研修言語(派遣国)、派遣者数：英語(アメリカ合衆国)、1名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国語(台湾)、1名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韓国語(大韓民国)、1名
研修期間：いずれも約3か月間
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政策企画局外務部
平昌パラリンピック大会視察、閉会
式出席

知事は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に繋げるため、平昌2018パラリン
ピック競技大会の運営状況を視察した。
平昌郡・江陵市では、選手村、車両基地、競技施設、KTX（韓国高速鉄道）とその主要駅、Tokyo2020
JAPAN HOUSEなどを視察し、大会運営状況やバリアフリー対策を確認したほか、閉会式に出席した。
また、国際パラリンピック委員会のパーソンズ会長等と懇談し、東京2020大会へ向けた更なる協力体
制の構築を図った。
（平成30年3月17日から3月19日）

オリンピック・パラ
リンピック準備局計
画推進部

オリンピック・パラリンピック大会
等において東京の魅力をＰＲ

・平昌2018冬季大会にて、江陵オリンピックパーク内にジャパンハウスを設置、運営

水道局総務部
水道技術を活用したアジア諸都市へ
の事業展開

・ハノイ市における無収水削減技術研修・能力向上プロジェクト
　［事業概要］
　　・ハノイ水道公社職員の無収水削減に関する能力向上に向けて、
　　 技術指導や資器材の供与を通じた技術協力
　　・実施期間：3年間（平成28年2月から31年1月）
・ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト
　［事業概要］
　　・ヤンゴン市開発委員会の水道事業運営能力の向上に向けた技術協力（①水道運営能力強化②無
収水削減能力強化③水質管理能力強化）
　　・実施期間：5年間（平成27年6月～平成32年5月）
・　ヤンゴン市無収水対策事業の広域展開
　[事業概要]
 　・26年度に実施した無収水対策パイロット事業の実績に基づく広域展開
　 ・実施期間（平成28年10月～平成34年予定）
・デリー準州上水道運営・維持管理能力強化プロジェクト（継続）
　［事業概要］
　　・デリー上下水道公社の上水道運営や施設の維持管理に関する能力強化に向けた技術協力
　　・実施期間：5年間（平成25年6月～平成30年4月）

下水道局総務部 下水道技術の海外展開
・技術開発企業のニーズ等を踏まえ、監理団体である東京都下水道サービス（株）と連携し、ＳＰＲ
工法、水面制御装置、フロートレス工法といった下水道技術の海外展開を図った。

警視庁総務部 「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29年度発行部数
・身体犯用(英語版2,100部、中国語版1,600部、韓国語版1,500部)
・交通事故用(英語版2,000部、中国語版1,500部、韓国語版1,500部)

９　その他
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