
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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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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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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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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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

7/11



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

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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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

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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分野
担当（関係）

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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分野
担当（関係）

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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