
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

3/13



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

5/13



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）
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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
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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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