
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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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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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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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）

6/7



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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