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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30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 中華人民共和国北京市 平成30年9月12日に、北京市長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 大韓民国ソウル特別市

平成30年4月13日に、ソウル特別市市民疎通企画官一行に対する都政説明を実施
平成30年5月16日に、ソウル特別市歩行親和企画官一行に対する都政説明を実施
平成30年6月5日に、ソウル特別市都市交通本部一行に対する都政説明を実施
平成30年7月17日に、ソウル特別市安全総括本部一行に対する都政説明を実施
平成30年7月24日に、ソウル特別市水再生施設課一行に対する都政説明を実施
平成30年12月13日に、ソウル特別市民生司法警察団一行に対する都政説明を実施
平成30年3月12日に、ソウル特別市立美術館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 インドネシア共和国ジャカルタ特別市 平成30年11月20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 フランス共和国パリ市 平成30年5月24日に、パリ市担当者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 姉妹友好都市等との関係強化

○7月25日東京都とロサンゼルス市の合意書締結
○11月2日東京都とパリ市の、「オリンピック・パラリンピック競技大会における東京都とパリ市の協力に関わる
合意書」締結
○姉妹友好都市等の首長との知事会談
・6月5日　モントリオール市長との会談
・7月13日　シカゴ市長との会談
・7月25日　ロサンゼルス市長との会談
・9月12日　北京市長との会談
・10月31日　ロンドン市長との会談
・11月2日　パリ市長との会談

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 ・教育庁が職員１名をＮＳＷ州に短期派遣（英語教育等に関する視察）

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 北京市との交流・協力に関わる取組

【教育】
・首都師範大学から、交換留学生4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
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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 トムスク州との交流・協力に関わる取組

【大学間協力】
・トムスク国立大学から、交換留学生１名、日本語・日本事情短期集中コースに１名受入れ
・首都大学東京大学院生短期派遣・受入支援制度を活用し、本学学生１名を派遣、トムスク国立大学学生１名
を受入れ
・首都大学東京教員交換支援制度を活用し、本学教員1名を派遣、トムスク国立大学教員1名を受入れ
・９月５日から７日にかけて、首都大学東京学長、副学長含む教員９名及び職員３名が本学交流重点校（※）で
あるトムスク国立大学を訪問し、共同シンポジウムを開催
・同学訪問期間中には、トムスク州知事列席のもと、同学との交流重点校に係る覚書調印式を実施
・同学訪問期間中に、同学140周年記念式典に参加
（※）トムスク国立大学及びレスター大学の２校に加え、平成30年度はソウル市立大学校及びマラヤ大学を指
定

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
ロサンゼルス市との交流・協力に関わる
取組

【災害へのレジリエンス】
2019年5月に開催する都市の防災フォーラムTokyoに招待した。

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 北京市との交流・協力に関わる取組

【教育】
・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

【文化】
・北京首都博物館にて、平成30年8月14日（火）から10月7日（日）まで相互交流展覧会「都市・暮らし―18世紀
の東京と北京」展を開催
・日中韓博物館国際シンポジウムの開催(北京首都博物館において開催）
・平成30年8月15日～16日　共通テーマ：「資源共有と学術協力―『首都学』からみる博物館の密接なつながり
について」

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 ソウル市との交流・協力に関わる取組

【文化交流】
・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
・平成30年10月15日～19日にソウル歴史博物館職員3人を受入れ。人的交流を実施
・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・基礎調査を実施
・日中韓博物館国際シンポジウムの開催(北京首都博物館において開催）
・平成30年8月15日～16日　共通テーマ：「資源共有と学術協力―『首都学』からみる博物館の密接なつながり
について」

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 ベルリン市との交流・協力に関わる取組
【文化交流】
・ベルリン国際映画祭と連携し、「タレンツ・トーキョー2018」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 ロンドン市との交流・協力に関わる取組
【文化交流】
具体的な交流・協力内容について調整を実施
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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 パリ市との交流・協力に関わる取組

【文化】
日程及び会場：
・一般公開：平成30年11月1～6日、パリ市庁舎前広場
・ワークショップ：平成30年2、10、15、17、24、30日、パリ日本文化会館

内容：
・パリ市庁舎前に風呂敷包みをイメージしたパビリオンを設置
　パビリオンサイズ：W50m×D10m×H7.5m
  パビリオン内：日仏のアーティスト等のデザインによるオリジナル風呂敷展示、風呂敷インスタレーション、風
呂敷の包み方体験コーナーなど
・パリ市庁舎壁面の歴史的人物の石像に風呂敷でインス タレーション
・パリ日本文化会館での風呂敷展示とワークショップ来場者数：
　　パビリオン　21,275名、総数　85,685名

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

ロンドン市との交流・協力に関わる取組
【スポーツ】
先方都市のニーズ・都柔道連盟の意向等を踏まえ、柔道指導者の派遣を実施

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

スポーツを通じた国際貢献事業（柔道指
導者派遣）

・シンガポール共和国（平成30年10月27日、28日）、パリ（平成30年11月2日、3日）、ロンドン（平成31年2月23
日、24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

オリンピック・パラリン
ピック準備局スポーツ推
進部

北京市との交流・協力に関わる取組

【スポーツ】
・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成30年4月30日-5月6日実施、海外都市10都市参加）に招聘
・ジュニアスポーツアジア交流大会（平成30年8月21日-8月27日実施、海外都市14都市参加）に招聘
(・柔道指導者の派遣先は、先方都市のニーズ・都柔道連盟の意向等を踏まえ決定しており、平成30年度は他
都市で実施)

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

NSW州との交流・協力に関わる取組

【スポーツ】
・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成30年4月30日-5月6日実施、海外都市10都市参加）に招聘
(・柔道指導者の派遣先は、先方都市のニーズ・都柔道連盟の意向等を踏まえ決定しており、平成30年度は他
都市で実施)

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

ソウル市との交流・協力に関わる取組

【オリンピック・パラリンピック、スポーツ交流】
・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成30年4月30日-5月6日実施、海外都市10都市参加）に招聘
・ジュニアスポーツアジア交流大会（平成30年8月21日-8月27日実施、海外都市14都市参加）に招聘
(・柔道指導者の派遣先は、先方都市のニーズ・都柔道連盟の意向等を踏まえ決定しており、平成30年度は他
都市で実施)

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

モスクワ市との交流・協力に関わる取組

【スポーツ】
・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成30年4月30日-5月6日実施、海外都市10都市参加）に招聘
(・柔道指導者の派遣先は、先方都市のニーズ・都柔道連盟の意向等を踏まえ決定しており、平成30年度は他
都市で実施)
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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
ピック準備局総務部等

パリ市との交流・協力に関わる取組

【スポーツ】
・平成30年10月31日から11月2日まで、パリ市内において、東京2020大会及び開催都市東京のＰＲ展示ブース
を設置、運営し、約３万人のパリ市民及び世界中からの観光客が来場
・パリ2024大会との連携に向け、パリ市においてオリンピック・パラリンピック後のレガシーについてのシンポジ
ウム（パリ市主催）を行い、「オリンピック・パラリンピック競技大会における東京都とパリ市の協力に関わる合
意書」に署名
・先方都市のニーズ・都柔道連盟の意向等を踏まえ、柔道指導者の派遣を実施
※東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成30年4月30日-5月6日実施、海外都市10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

都市整備局 モスクワ市との交流・協力に関わる取組
【都市づくり】
10月に、モスクワ市対外・経済・国際関係局長等との都市づくりに関する意見交換会を実施

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 北京市との交流・協力に関わる取組

【環境】
・平成30年7月、「2018大都市クリーン・エア・アクション北京国際フォーラム」に職員1名を派遣
・大気汚染防止分野の専門家の相互派遣
・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研究を実施。併せて、東京都VOC対策
アドバイザーによる講義を実施
・平成30年9月、北京市環境情報センター職員5名に対し、環境アセスメントに対する都政説明及び意見交換を
実施

【廃棄物処理】
・平成30年5月、北京市城市管理委員会職員6名に対し、施設案内等を実施

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 ソウル市との交流・協力に関わる取組
【環境対策】
・平成30年9月、「2018北東アジア大気質改善国際フォーラム」に職員1名を派遣

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 パリ市との交流・協力に関わる取組
【環境】
・平成30年11月、東京PRブースにて環境施策紹介を実施するため、職員1名を派遣。
・平成31年2月、「2019Women4Climate会議」に職員2名を派遣

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 ソウル市との交流・協力に関わる取組

【福祉保健対策】
・感染症対策についての協力関係の一層の強化
・平成31年1月29日から31日に東京で開催したアジア感染症対策プロジェクト会議に、関係者が出席
マスギャザリングイベントにおける感染症マネジメント、結核対策、ＨＩＶ／エイズ対策、梅毒対策等について意
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

産業労働局商工部 北京市との交流・協力に関わる取組
【経済】
・平成30年11月14日から11月16日に東京都で開催する「産業交流展」に北京の企業が参加。
・北京市の企業が参加（12社）
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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 ソウル市との交流・協力に関わる取組
【産業・観光交流】
・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 トムスク州との交流・協力に関わる取組
【観光振興】
・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

東京消防庁総務部 ソウル市との交流・協力に関わる取組
【都市の安全・安心対策】
・消防防災訓練への参加
・平成30年9月2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

交通局総務部 ソウル市との交流・協力に関わる取組
【都市の安全・安心対策】
〇ソウル市職員視察への協力
・平成30年６月５日　ソウル市都市交通本部職員計４名による水素ステーション見学及び燃料電池バス試乗

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姉妹友好都市交流

・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30年7月　JICA「エジプト国ガバルアスファル下水処理場改善事業準備調査」本邦招へい事業に伴う視
察受入れ（葛西水再生センター・芝浦水再生センター）
②平成30年7月　ソウル市水再生施設課に対する下水道事業説明

①姉妹・友好都市及び政
策提携都市との交流

教育庁指導部指導企画
課

日台高校生サミットの開催
平成30年8月8日に、東京都・台北市・高雄市の３都市の高校生の交流行事「日台高校生サミット」を開催。日
本と台湾から約50人の高校生に加え、台北駐日経済文化代表処の関係者が参加

①姉妹・友好都市及び政
策提携都市との交流

教育庁指導部指導企画
課

東京都教育委員会とエデュケーション・
ニュージーランドとの情報交換会の開催

平成30年10月2日に、東京都教育委員会とエデュケーション・ニュージーランド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ニュージーランド内の学区関係者や都立学校関係者に加え、
ニュージーランド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

教育庁指導部指導企画
課

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30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

教育庁指導部指導企画
課

東京都国際交流コンシェルジュによるグ
リーティングカードギフト交流の実施

都内公立学校の希望に基づき、東京都国際交流コンシェルジュがマッチングした相手校と、グリーティングカー
ドや授業で作成した作品などのギフトを交換し、学校同士での国際交流を実施
（参加国）
アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア連邦、ニュージーランド、ポーランド共和国、ドイツ連邦共和国、台湾、タ
イ王国、中華人民共和国
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①姉妹・友好都市及び政
策提携都市との交流

教育庁指導部指導企画
課

東京都国際交流コンシェルジュによるビ
デオチャットの実施

都内公立学校の希望に基づき、東京都国際交流コンシェルジュがマッチングした相手校と、教室でモニターを
通して生徒が交流する取組を実施
（参加国）
　アメリカ合衆国、オーストラリア連邦、ニュージーランド、ドイツ連邦共和国、ポーランド共和国等

①姉妹・友好都市及び政
策提携都市との交流

教育庁指導部指導企画
課

北京市との交流・協力に関わる取組

【教育】
・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 NSW州との交流・協力に関わる取組

【教育】
・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

・ 港湾管理者円卓会議（平成30年7月17日カリフォルニア州ロングビーチ）
・ 天津港（友好港）の視察団受入れ（平成30年7月30日）

③議会交流 議会局調査部 ロシア連邦 モスクワ市議会との交流 平成30年10月18日、モスクワ市議会代表団（7名）を受入れ。歓迎セレモニーを開催

③議会交流 議会局調査部
中華人民共和国 北京市人民代表大会と
の交流

平成30年12月19日～21日まで、北京市人民代表大会友好代表団（7名）を受入れ。歓迎セレモニー・歓迎宴の
開催、江戸東京博物館、相撲博物館、旧前田家本邸、浅草寺の現地視察を行った。

④姉妹校交流

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

グレートブリテン及び北アイルランド連合
王国フォーブス市グラスゴー美術大学で
の交流

平成31年1月グラスゴー美術大学のウィンタースクールに、5か国62名の教員学生とともに参加。教員2名学生
9名派遣
（教員派遣費は都市外交基本戦略別表事業として実施したが、そのほかに参加に必要な施設機器利用料およ
び試作材料費等について産業技術大学院大学で負担）

④姉妹校交流
(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京首都大学東京

ロンドン大学シティ校Cass Business
Schoolと国際交流協定を締結

ロンドン大学シティ校と研究・教育の連携について国際交流協定を締結した。
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京首都大学東京

マラヤ大学、ソウル市立大学校を交流重
点校として指定

首都大学東京と国際協定を締結している海外大学のうち、マラヤ大学（マレーシア）及びソウル市立大学（韓
国）について、教育・研究分野において特に重要なパートナーとなる「交流重点校」に指定した。

④姉妹校交流
(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京首都大学東京

グローバル・コミュニケーション・キャンプ
を開始

学生の国際交流促進に資するプログラムを6学部で8件採択し、65名の学生が参加した。

④姉妹校交流
(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京首都大学東京

学生交流会議GPACに運営サポーターと
して参加

平成30年8月、アジア諸国の学生と国際的諸問題を議論する「アジア学生交流会議GPAC（Global Partnership
of Asian Colleges）」に運営サポーターとして参加した。

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成30.8 8日間）①
アメリカ合衆国へ生徒12名を派遣（平成30.8 8日間）②
ニュージーランドへ生徒8名を派遣（平成29.8 10日間）③
大韓民国へ生徒10名を派遣（平成31.3 4日間）④
大韓民国より生徒・引率者12名を受入れ（平成30.10　4日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立三田高等学校における交流
カナダへ生徒20名を派遣（平成30.8 14日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者28名を受入れ（平成30.8 1日間）①
スウェーデン王国より生徒・引率者5名を受入れ（平成31.3 1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立八潮高等学校における交流
スイスより生徒・引率者20名を受入れ（平成30.8 1日間）①
大韓民国より生徒・引率者45名を受入れ（平成30.9 1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立小山台高等学校における交流
英国へ生徒17名を派遣（平成30.8 23日間）
英国より生徒・引率者5名を受入れ（平成30.8 23日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成29.8 14日間）①
英国へ生徒7名を派遣（平成30.3 13日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立蒲田高等学校における交流 インドネシア共和国より生徒・引率者22名を受入れ（平成30.10　1日間）
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立大田桜台高等学校における交流
英国へ生徒10名を派遣（平成30.8/平成31.3 28日間）
大韓民国より生徒34名を受入れ（平成30.9 1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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20名を派遣（平成30.8 6日間）①
アメリカ合衆国へ生徒20名を派遣（平成31.1 6日間）②
大韓民国及びカンボジア王国へ生徒7名を派遣（平成31.1 6日間）③
台湾よりへ生徒・引率者37名を受入れ（平成30.4 4日間）①
大韓民国より生徒・引率者30名を受入れ（平成31.1 5日間）②
大韓民国より生徒・引率者36名を受入れ（平成31.1 6日間）③
タイ王国より生徒・引率者39名を受入れ（平成31.1 4日間）④

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立駒場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（平成30.8 11日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者21名を受入れ（平成30.4 2日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成30.7 1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立桜町高等学校における交流
中華民国へ生徒7名を派遣（平成30.8 4日間）
中華民国より生徒・引率者30名を受入れ（平成30.7 1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立芦花高等学校における交流 大韓民国より生徒・引率者35名を受入れ（平成30.9 1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立第一商業高等学校における交流
英国へ生徒3名を派遣（平成30.8月）①
英国へ生徒3名を派遣（平成31.3月）②
英国へ生徒2名を派遣（平成31.3月）③

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立国際高等学校における交流
オーストラリアへ生徒20名を派遣（平成30.8 12日間）①
大韓民国より生徒・引率者を受入れ（平成30.11 1日間）①
フィリピン共和国より生徒・引率者8名を受入れ（平成30.11 6日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立鷲宮高等学校における交流 カナダへ生徒14名を派遣（平成30.8 10日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成30.8 14日間）①
アメリカ合衆国へ生徒24名を派遣（平成31.3 8日間）②（中学生）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立西高等学校における交流 アメリカ合衆国へ生徒40名を派遣（平成31.3 10日間）
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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35名を派遣（平成31.3 11日間））
アメリカ合衆国よりへ生徒・引率37名を受入れ（平成30.7 7日間）①
ニュージーランドより生徒・引率者13名を受入れ（平成30.12 6日間）②
カナダより生徒・引率者2名を受入れ（平成30.12 7日間）③

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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24名を派遣（平成30.8 10日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者8名を受入れ（平成30.7 3日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立大泉高等学校における交流 オーストラリア連邦へ生徒60名を派遣（平成30.8 10日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立田柄高等学校における交流 中華人民共和国より生徒・引率者33名を受入れ（平成30.11 1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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11名を派遣（平成30.8 19日間）①
オーストラリア連邦へ生徒21名を派遣（平成30.8 9日間）②
大韓民国へ生徒2名を派遣（平成30.8 21日間）③
台湾より生徒・引率者35名を受入れ（平成30.7　1日間）①
大韓民国より生徒・引率者35名を受入れ（平成30.11　1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成30.8 14日間）①
ドイツ連邦共和国へ生徒2名を派遣（平成30.8 21日間）②
ロシア連邦へ生徒3名を派遣（平成30.8 7日間）③
ロシア連邦より生徒・引率者50名を受入れ（平成30.10　1日間）①
ドイツ連邦より生徒・引率者17名を受入れ（平成30.10/11　9日間）②
オーストラリア連邦より生徒・引率者12名を受入れ（平成30.12 4日間）③

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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21名を受入れ（平成30.6　1日間）①
アメリカ合衆国より生徒・引率者13名を受入れ（平成31.3　1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立飛鳥高等学校における交流
アメリカ合衆国へ生徒18名を派遣（平成30.8　10日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者21名を受入れ（平成30.6　1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立板橋有徳高等学校における交流
台湾へ生徒7名を派遣(平成30.8 4日間））
中華人民共和国より生徒・引率者9名を受入れ（平成31.1　3日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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24名を派遣（平成30.8 7日間）①
英国へ生徒24名を派遣（平成30.8 14日間）②
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①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立工芸高等学校における交流

ベトナム社会主義共和国より引率者3名を受入れ（平成30.7　1日間）①
大韓民国より生徒・引率者26名を受入れ（平成30.10　1日間）②
フランス共和国より生徒・引率者6名を受入れ（平成30.11　1日間）③
大韓民国より生徒・引率者24名を受入れ（平成30.11　1日間）④

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成30.7～8 17日間）
デンマーク王国より生徒・引率者30名を受入れ（平成30.10　1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立淵江高等学校における交流

香港より生徒・引率者34名を受入れ（平成30.12　1日間）①
オーストラリア連邦より生徒・引率者16名を受入れ（平成31.1　1日間）②
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、アメリカ合衆国より留学生11名を受入れ（平成31.2　1日間）③

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立足立工業高等学校における交流
大韓民国より生徒・引率者44名を受入れ（平成30.9　1日間）①
大韓民国より生徒・引率者12名を受入れ（平成30.10　1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立小松川高等学校における交流
オーストラリア連邦へ生徒2名を派遣（平成30.7～8 12日間）
中華人民共和国より生徒34名を受入れ（平成31.2　1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立小岩高等学校における交流 台湾より生徒21名を受入れ（平成30.5　1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立科学技術高等学校における交流

シンガポール共和国へ生徒8名を派遣（平成30.7 6日間）①
マレーシアへ生徒12名を派遣（平成31.3 6日間）②
大韓民国より生徒・引率者45名を受入れ（平成30.9　1日間）①
台湾より生徒・引率者11名を受入れ（平成30.9　7日間）②
香港より生徒・引率者23名を受入れ（平成31.2　1日間）③

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立松が谷高等学校における交流 英国より生徒・引率者41名を受入れ（平成30.6　1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立日野台高等学校における交流 フィリピン共和国へ生徒・引率者10名を派遣（平成30.8 8日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立町田高等学校における交流
アメリカ合衆国へ生徒77名を派遣（平成31.3 9日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者18名を受入れ（平成30.12　2日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立成瀬高等学校における交流
オーストラリア連邦へ生徒34名を派遣（平成31.3 7日間）
中華人民共和国より生徒29名を受入れ（平成30.10　1日間）①
オーストラリア連邦より生徒1名を受入れ（平成30.12　1日間）②
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立翔陽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13名を受入れ（平成30.12　2日間）①
台湾より生徒・引率者37名を受入れ（平成31.1　1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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6名を派遣（平成30.7 6日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立立川高等学校における交流 アメリカ合衆国より生徒・引率者1名を受入れ（平成30.6　14日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立青梅総合高等学校における交流 ドイツ連邦より生徒・引率者21名を受入れ（平成30.10/11 10日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立瑞穂農芸高等学校における交流
デンマーク王国へ生徒1名を派遣（平成30.8 10日間）①
ニュージーランドへ生徒1名を派遣（平成30.8 14日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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(平成30.8 5日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立武蔵野北高等学校における交流 アメリカ合衆国へ生徒40名を派遣(平成31.3 12日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立小平高等学校における交流
アメリカ合衆国へ生徒29名を派遣（平成30.7/8 16日間）
台湾よりへ生徒・引率39名を受入れ（平成30.4 1日間）①
デンマーク王国より生徒・引率者31名を受入れ（平成31.3 1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成31.3 10日間）
オーストラリア連邦より生徒・引率者29名を受入れ（平成30.4 4日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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14名を派遣（平成30.8 2日間）①
シンガポール共和国へ生徒5名を派遣（平成31.3 8日間）②
シンガポール共和国より生徒・引率25名を受入れ（平成30.11 2日間）①
タイ王国より生徒・引率者39名を受入れ（平成31.3 1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立府中工業高等学校における交流 台湾より生徒・引率者30名受入れ（平成30.10 1日間）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立八丈高等学校における交流 アメリカ合衆国より生徒・引率者2名を受入れ（平成30.5　46日間）
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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（平成30.7/8 12日間）①
シンガポール共和国へ生徒152名を派遣（平成30.11　4日間）②
ニュージーランドより生徒・引率者15名を受入れ（平成30.10　5日間）①
大韓民国より生徒・引率者38名を受入れ（平成30.11　1日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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27名を派遣（平成30.3 8日間）
アメリカ合衆国他より生徒・引率者5名を受入れ（平成30.7　6日間）①
オーストラリア連邦他より生徒・引率者6名を受入れ（平成30.12　7日間）②

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立三鷹中等教育学校における交流

アメリカ合衆国へ生徒45名を派遣（平成31.3 10日間）
アメリカ合衆国より生徒・引率者18名を受入れ（平成30.4 1日間）①
ニュージーランドより生徒・引率者2名を受入れ（平成30.12 9日間）②
タイ王国より生徒・引率者2名を受入れ（平成30.12　9日間）③
大韓民国より生徒・引率者34名を受入れ（平成31.2　1日間）④
台湾より生徒・引率者7名を受入れ（平成31.3 1日間）⑤

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立三田高等学校における交流 e-mail交流・相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立大崎高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立八潮高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立六郷工科高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立桜町高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立千歳丘高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立鷺宮高等学校における交流 学校訪問時の交流活動

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立富士高等学校における交流 語学研修時の交流活動

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立井草高等学校における交流 相互訪問、学校訪問時の交流活動

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立板橋有徳高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立白鷗高等学校における交流 語学研修時の交流活動

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立淵江高等学校における交流 留学生の受入れ

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立八王子東高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立多摩高等学校における交流 オンライン交流

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立青梅総合高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立武蔵野北高等学校における交流 学校訪問時の交流活動等

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立小平高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立国分寺高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立科学技術高等学校における交流 学校訪問時の交流活動

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立調布北高等学校における交流 学校訪問時の交流活動
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立狛江高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立大島高等学校における交流 学校訪問時の交流活動（28～30年度は参加希望者なし）

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立八丈高等学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

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

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立三鷹中等教育学校における交流 相互訪問

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立八王子特別支援学校における交流 オンライン交流

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立永福学園における交流 教員同士の訪問交流

④姉妹校交流
教育庁指導部指導企画
課

都立南大沢学園における交流 学校訪問時の交流活動

⑤動物園・植物園との交
流等

建設局神代植物公園 チリ大使館との交流 平成30年5月、チリ大使館職員らと、チリ松の植樹式を行った。

⑤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・マル植物園へ、日本の植物の寄贈に向け検疫機関から示された条件基づき、ハナショウブな
ど試験栽培を実施
・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。
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１　国際交流

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

⑤動物園・植物園との交
流等

建設局公園緑地部 動物を通じた国際交流の実施

○東京動物園協会
・動物園間の技術協力関係強化と野生動物の生息域外保全推進を目的に、タイ王国へ職員を派遣し、タイ王
立動物園機構と協定を締結した。
○上野
・英国・ジャージーで開催されたアイアイ国際会議へ職員を派遣した。
・モスクワ市政府の主催により上野動物園において「日本におけるモスクワ文化の日」を開催し、モスクワ動物
園と協力協定を締結した。
・アメリカ合衆国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へ職員を派遣した。
・アルメニア共和国で開催されたEARAZA2018国際会議（ユーラシア地域動物園水族館協会）へ職員を派遣し
た。
・中華人民共和国で開催された国際大熊猫保護繁育会議へ職員を派遣した。
・ロシア連邦からマヌルネコ、アメリカホワイトオーク保全センターからオカピを導入した。
・台北市立動物園にケープペンギンを搬出した。
○多摩
・大韓民国で開催されたKAZA（韓国動物園水族館協会）の年次総会等に職員を派遣した。
・台北市動物園にクロツラヘラサギを搬出した。
○葛西
・アメリカ合衆国で開催されたシードラゴンシンポジウムに職員を派遣した。
・日本で２回目の開催となる世界水族館会議では、葛西で2日間のプレイベントを開催し、開催地のアクアマリ
ン福島へ職員を派遣した。（※本社と4園から職員派遣）
・オーストラリア連邦・ダーウィンから採集によりナーサリーフィッシュ等を搬入した。
・シンガポール共和国からは葛西初展示となるシノノメサカタザメを導入した。
・アメリカ合衆国モントレー湾水族館からジャイアントケルプを導入した
・チリ共和国へ職員を派遣し、ノルテカトリカ大学協力のもと、コキンボ沿岸で生物採集を行うとともに、国立サ
ンディアゴ・メトロポリタン動物園を訪問しフンボルトペンギンの情報収集を行った。
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30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 北京市長の視察
平成30年度９月12日、北京市長団に対し、東京開業ワンストップセンター（TOSBEC）及び金融ワンストップ支
援サービスの内容を説明

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

政策企画局調整部 モンゴル国家開発庁の視察
平成30年度12月12日、モンゴル国家開発庁に対し、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30年度実績：知事との面会等　63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 ６月４日、大韓民国女性家族省、12名受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

総務局総務部法務課
最高裁判所ドイツ司法官研修研修生の受
入れ

11月21日、最高裁判所研修中のドイツ司法官の訪問を受け入れ、東京都の訴訟事務、審査請求事務等に
ついて説明を行った。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

総務局人事部 視察団の受入れ（JICA地方自治研修） ６月１日に12か国、12名を受け入れ、都の人事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

総務局人事部
マンスフィールド研修第23期研修員の受
入れ

米国空軍職員１名を２週間程度受け入れ、視察等を行った。

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
・ドイツ連邦共和国からの青年団15名を受け入れ、都の人事制度についての説明及び働き方についての意
見交換を行った（日独勤労青年交流事業）。
・２月25日、カザフスタン共和国視察団（19名）を受け入れ、都の人事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

総務局人事部
南アフリカ共和国ダーバン市職員の受入
れ

１月29日、３名受け入れ、都の人事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

総務局総合防災部 来都外国人への都の防災施策の説明

・５月25日、大韓民国市道知事協議会(GAOK)及び一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR）主催。韓国の
広域自治体所属職員（広域市・道）に対して、東京都の防災対策を説明
・７月２日、西ジャワ州地域防災庁（インドネシア共和国）の長官及び職員に東京都の防災対策を説明
・７月９日、中華人民共和国広西省行政学院の行政視察時に東京都の防災対策を説明
・７月17日、ソウル市安全総括本部状況対応課災難管理総括チーム長等に東京都の防災対策を説明
・10月20日、ルーマニアブカレスト市長に対して、東京都の防災対策を説明
・１月30日、対日理解促進交流プログラムJENESYS2018ASEAN第20陣インドネシア共和国、若手行政官交
流において、東京都の防災対策を説明
・３月20日、カナダ在エドモントン日本国名誉総領事に対して、東京都の防災対策を説明
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

視察団の受入れ ７回、延べ1国際機関、23か国、92名受入れ

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

・中華人民共和国国家税務総局一行を21名受け入れ、固定資産税等について説明（平成30年6月14日）
・ベトナム社会主義共和国財務省等一行へ固定資産税・納税方法等について説明（平成30年6月21日）
・国税庁税務大学校の研修員をドミニカ、エジプト・アラブ共和国等から18名受け入れ、局概要を説明（平成
30年9月20日）
・台中市政府地方税務局一行へ都市計画税について説明（平成30年10月17日）
・インドネシア共和国東ジャワ州所得管理部等一行を12名受け入れ、局概要を説明（平成30年11月20日）
・カンボジア王国租税総局一行を11名受け入れ、租税教育活動等を説明（平成31年3月1日）
・国税庁税務大学校の研修員をマレーシア、インドネシア共和国等から15名受け入れ、局概要を説明（平成
31年3月11日）

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

都市づくりについての情報共有

5月：ニュージーランド、イスラエル国と都市づくりについて情報交換実施
8月：シンガポール視察団受入れ、都市づくりについて情報交換実施
9月：カナダ カルガリー大学、北京市視察団と都市づくりについて情報交換実施
10月：シャルジャ諸国、JICA対応(中国)等、都市づくりについて情報交換実施
11月：イスラエル大使館と都市づくりについて情報交換実施
2月：トルクメニスタン、中華人民共和国中山大学と都市づくりについて情報交換
3月：ニューヨーク大学、中華人民共和国中山大学（2月とは別）と都市づくりについて情報交換

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

イスラエル国住宅・建設省　首席建築設計
士への都政説明

５月２５日、ヴェレッド・ソフィ・サロモン・ママン　イスラエル国住宅・建設省首席建築設計士ほか　計２名(通訳含
む)を招き、「都市づくりのグランドデザイン」の概要を説明

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

中華人民共和国　北京市昌平区　訪日代表
団への都政説明

９月12日　代表団７名へ東京の都市整備について説明

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

シャルジャ首長国（ＤＴＰＳ）への都政説明
10月12日　シャルジャ首長国（アラブ首長国連邦を構成する一首長国）視察団一行（通訳含む17名）へ東京
の都市づくりの概要を説明

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

ＪＩＣＡ研修生への都政説明
10月23日　ＪＩＣＡ研修生（ネパール連邦民主共和国、ベトナム社会主義共和国、キルギス、ミャンマー連邦共
和国、バングラデッシュ人民共和国、フィリピン共和国）一行（通訳含む１５名）に対し、東京の都市づくりの概
要を説明

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

中華人民共和国　視察者対応
11月28日　中華人民共和国からの視察団６名に対し、将来の都市像（「都市づくりのグランドデザイン」）につ
いて概要を説明

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

イスラエル国住宅・建設省　首席建築設計
士一行への都政説明

11月30日、イスラエル国住宅・建設省首席建築設計士一行（通訳含む18名）を招き、「都市づくりのグランドデザイ
ン」の概要を説明
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

大韓民国国土交通部一行訪問対応
12月５日　大韓民国国土交通部視察一行（通訳含む７名）に対し、東京の都市整備について説明、意見交換を実
施

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都市づくり政
策部

中華人民共和国　中山大学訪問団対応

・２月28日　明治大学王教授がコーディネート、中山大学管理学院 符正平教授 以下11名が訪問（小林教授　同
行）し、「都市づくりのグランドデザイン」の概要を説明
・３月22日　明治大学王教授がコーディネート、中山大学学生（人数複数名）に対し、「都市づくりのグランドデザイ
ン」の概要を説明

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

・公共交通の現況及び今後の計画など、東京都が実施している交通施策を説明
・8月にブラジルの取材

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都営住宅経
営部

視察団等の受入れ 12か国、49名受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

都市整備局都営住宅経
営部

視察団等の受入れ 6か国、14名受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

環境局総務部 視察団の受入れ 52か国、2979名受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

福祉保健局高齢社会対
策部

視察団の受入れ ７月９日、マカオ特別行政区社会工作局局長他25名の来訪に係る対応

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

福祉保健局少子社会対
策部・高齢社会対策部

少子化・高齢化が進んでいる海外諸都市
との情報共有

・平成31年度末までの待機児童解消に向け、①保育所等の整備促進、②人材の確保・定着の支援、③利用
者支援の充実の３つの柱から成る重層的・集中的な取組を展開

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

福祉保健局健康安全部 視察の受入れ
・９月に大韓民国から４名を受け入れ、都の施策説明及び意見交換を行った。
・インドネシア共和国から６名を受け入れ、都の施策説明及び意見交換を行った(JICA関係)。
・12月に大韓民国から４名を受け入れ、都の施策説明及び意見交換を行った。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

福祉保健局健康安全部
福祉保健局市場衛生検
査所

市場衛生検査所視察の受入れ 諸外国から23名を受け入れ、視察を実施した(JICA関係)。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

福祉保健局少子社会対
策部女性相談センター

視察団、来都外国人の受入れ
・平成30年９月25日、タイ社会開発・人間安全保障省研修生６名、通訳１名
・平成30年10月25日、ＪＩＣＡ研修生13名、通訳２名、ＮＷＥＣ１名、ＪＩＣＡ関係者４名
・平成31年３月25日、ヨーク大学住宅政策センター主任研究員１名
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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、１０か国（ロシア連邦、ミャンマー、マレーシア、中華人民共和国、イラク
共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、バーレーン王国）、計84名の視察団を
受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

中央卸売市場各市場 視察・観光客等の受け入れ

市場への視察団について受入れを行った。
・築地市場：視察533名（スイス連邦、オーストラリア連邦ほか）
・豊洲市場：視察30名（国土交通省主催「ＡＰＥＣ質の高いインフラ東京会議」に伴う視察）
・食肉市場：視察15名（フランス共和国・デンマーク王国)
・豊島市場：視察６名(中華人民共和国)

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
大韓民国、中華人民共和国、インドネシア共和国、オランダ王国、デンマーク王国、アメリカ合衆国等、延べ
474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・江東治
水事務所

視察団の受入れ ＪＩＣＡ研修生12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

建設局河川部 視察団の受入れ 台湾政府等延べ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

建設局浜離宮恩賜庭園 視察団の受入れ（平成30年度）
・平成31年2月26日、台中市（対日交流協会）からの視察団27名受入れ
・平成31年3月、インド上院副議長ご一行7名が視察

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

港湾局総務部 視察団の受入れ
（視察船新東京丸にて）単独視察団：６か国　多国籍視察団含む国数：42か国、計450人受入れ
（広報展示室「ＴＯＫＹＯミナトリエ」にて）単独視察団：６か国　多国籍視察団受入れなし　計436人受入れ
計42か国886人受入れ

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 平成30年7月12日、中華人民共和国広州市の視察団4名受入れ

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

港湾局港湾離島部 島しょの港湾整備に関する技術協力 ・パンフレット（日本語・英語表記）を更新し、各施設及び関係機関に配付

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

東京消防庁総務課 視察団の受入れ 64か国・地域、696名受入れ。
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

東京消防庁総務課
ＪＩＣＡ「病院前診療の能力強化プロジェク
ト」

4月16日及び17日の2日間。エルサルバドル共和国エルサルバドル保健省職員等７名を受入れ。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

東京消防庁総務課
JICA平成３０年度課題別研修「救急救助
技術」コース

8月29日。5か国（エジプト・アラブ共和国、ミャンマー連邦共和国、パキスタン・イスラム共和国、スリナム共和国、
ベネズエラ・ボリバル共和国）から計８名を受入れ。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

東京消防庁総務課 東京都総合防災訓練 8月30日から9月2日。2か国1地域（大韓民国、シンガポール共和国、台湾）から20名を受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

東京消防庁総務課 消防指揮技術向上研修 9月11日から9月18日。1地域（台湾）から11名を受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

東京消防庁総務課 消防救助技術協力・技術交流

・危機管理ネットワーク参加都市に対して消防活動技術研修の受講を募集し、モンゴル国ウランバートル市
非常事態局から4人の研修生を受け入れ、救助技術研修を実施した（平成30年10月15日-26日）。
・また、当庁職員4名を、モンゴル国ウランバートル市非常事態局へ派遣し、フォローアップ研修を実施した
（平成31年3月1日-23日）。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

東京消防庁総務課 台湾台中市（機動部隊業務体験研修） 10月15日から10月16日。1地域（台湾台中市）から6名を受入れ

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 平成30年中に、東京消防庁消防防災資料センターで外国人来館者を18,971人を受入れ

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10日　アブダビ交通庁　交通局の概要説明他　８名受入れ
・７月３日　国立政治大学（台湾）　日暮里・舎人ライナー視察　15名受入れ
・10月９日　コロンビア共和国メデジン市　日暮里・舎人ライナー視察　27名受入れ
・10月17日　シンガポール政府　都営交通の概要説明他　31名受入れ
・10月27日　中華人民共和国深セン市　都営交通の概要説明他　10名受入れ
・11月30日　インドネシア共和国ジャカルタ特別州　日暮里・舎人ライナー視察　15名受入れ
・２月21日　中華人民共和国重慶市軌道交通　都営交通の概要説明他　34名受入れ
・２月26日　香港交通局　都営交通の概要説明他　９名受入れ
・３月19日　シンガポール政府　車両基地見学他　５名受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

交通局自動車部
東京都主催国際会議（環境局所管）参加
外国人の燃料電池バス紹介

５月22日　国際会議参加外国人を会議場からレセプション会場への輸送にあたり、燃料電池バス２台を使用
し、実際に乗車してもらった。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

交通局自動車部 視察団の受入れ
・６月５日　ソウル市都市交通本部長外３名の燃料電池バス視察受入れ
・１月29日　南アフリカ共和国ダーバン市の燃料電池バス視察受入れ

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

交通局自動車部 研修の受入れ ９月12日　マンスフィールド研修にて、自動車工場・燃料電池バスを見学
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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

・大韓民国・ソウル市上水道事業本部職員による表敬訪問（3名）（実施日：平成30年6月11日）
・マレーシア・ラブアン水道職員による表敬訪問（5名）（実施日：平成30年9月25日）
・トルコ共和国イスタンブールからの表敬訪問（16名）（実施日：平成30年10月23日）
・台湾・台北自来水事業處職員による表敬訪問（5名）（実施日：平成30年11月6日）
・インドネシア共和国・バンドン県からの表敬訪問（6名）（実施日：平成30年11月19日）

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 22の国と地域から計3,358人を受入れ、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ての人材育成研修
・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（平成30年9月事
業期間終了）

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

教育庁指導部指導企画
課

視察団の受入れ

オーストラリア連邦　クイーンズランド州
・平成30年５月　州首相がTOKYO GLOBAL GATEWAYを視察
・平成30年10月　州教育大臣がTOKYO GLOBAL GATEWAYを視察、教育長を表敬訪問
・平成31年３月　州国際部門局長が教育長を表敬訪問

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

監査事務局
大韓民国京畿都市公社清廉監査室　視察
受入れ

6月27日受入れ。派遣者数6名（含通訳1名）

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

議会局調査部 タイ王国 バンコク都議会
5月28日、バンコク都議会代表団（17名）の訪問を受け、正副議長表敬及びオリパラ局による事業説明を行っ
た。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

議会局調査部
ベトナム社会主義共和国 クワンビン省評議
会

9月18日、ベトナム社会主義共和国 クワンビン省評議会代表団（12名）の訪問を受け、議長表敬を行った。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

議会局調査部
トルコ共和国 イスタンブール広域市議会代
表団

11月28日、トルコ共和国イスタンブール広域市議会代表団表団（10名）の訪問を受け、副議長表敬、議事堂
見学及び建設局による事業説明を行った。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

議会局調査部
アメリカ合衆国 日米青年政治指導者交流プ
ログラム代表団

12月3日、アメリカ合衆国 日米青年政治指導者交流プログラム代表団（9名）の訪問を受け、正副議長表敬
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
中華人民共和国 上海市人民代表大会常務
委員会代表団

12月10日、中華人民共和国 上海市人民代表大会常務委員会代表団（7名）の訪問を受け、正副議長表敬を行っ
た。

①行政視察・来都外国人等の
受入れ

警視庁総務部広報課 視察団の受入れ
71か国１地域から、延べ1225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。
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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
課

交通管制センターの視察／見学受入れ
アジア地域530人、欧州地域62人、北米・中南米地域37人、アフリカ・中東地域103人を受け入れ、交通管制
センターの概要を説明

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

・情報連絡会'Tokyo Ambassadors Night in Museum'の開催（平成31年1月15日）
※参加状況
　大使館数：71館
　出席者数：116名（うち、大使級56名・大使等配偶者41)
・在京イスラム諸国外交団との情報連絡会'Tokyo Networking Night with the Islamic missions'(平成30年6月
6日）
※参加状況
　大使館数：34館
　出席者数：41名（うち、大使級25名・大使等配偶者　4名）

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
・防災施策説明会
第１回（平成30年6月26日）
 　※参加状況　大使館数：57館  出席者数：77名　(うち大使級４名）
第2回（平成30年11月13日）
  ※参加状況　大使館数：54館  出席者数：67名　(うち大使級6名）
・都防災関連施設視察（平成30年7月3日）
※参加状況
 　大使館数：42館  出席者数：62名（うち大使級2名）
・通信訓練（平成30年6月27日昼間、平成30年6月28日夜間）
　※158館を対象に実施

②在京大使館との関係強化

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

エジプト・アラブ共和国
10月8日のエジプト・アラブ共和国高等教育大臣の産業技術大学院大学の視察の結果、その後にエジプト・アラブ
共和国大使館と継続的に打合せを行い、PBL教育手法を中心に同国の高度専門職人材育成についての支援の
ための協議を実施中。（10月以降、電話協議を含め7回実施）

②在京大使館との関係強化
都市整備局都市づくり政
策部

在京ニュージーランド大使館への都政説
明

５月24日　在京ニュージーランド大使館　ピーター・ケル公使　他１名（計２名）を招き、「都市づくりのグランド
デザイン」の概要について説明

②在京大使館との関係強化 教育庁中央図書館 在日フランス大使館との交流
平成30年6月23日から7月8日まで、在日フランス大使館主催で「「絵本の世界にようこそ！」日仏修好160周
年記念・フランス絵本展」を開催、図書館は会場の一画にフランス関連の図書館所蔵資料するなどの協力を
行った。

②在京大使館との関係強化 教育庁中央図書館 在日アルゼンチン大使館との交流
平成30年11月17日から12月12日まで、アルゼンチン大使館文化部主催で「エミリオ・ファットゥーソ展：東洋へ
の道　～絵画、俳句及び俳画～」を開催した。（後援：現代俳句協会）
図書館は会期中、当館所蔵のアルゼンチン関連資料とパネルを展示した。
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

②在京大使館との関係強化 教育庁中央図書館
在日ペルー共和国大使館、在東京ペルー
共和国領事館との交流

平成31年2月23日から令和元年5月26日まで、「ペルー日本人移住120周年・2019年日本ペルー交流年記念
展示「¡Vamos al Perú!　〜ペルーに渡った日本人〜」」を開催した。日本ペルー協会の仲介により、ペルー大
使館やペルー領事館から、展示品を借用したほか、関連イベントとして開催した映画上映会用のＤＶＤの選
定及び借用、ペルー講座の講師派遣などの協力を得た。

③行政視察・専門家等の派遣 総務局行政改革推進部 アメリカ合衆国ニューヨーク
・平成３１年２月４日から平成３１年２月８日まで(５日間)
・ＩＣＴを活用した行政サービス改革の視察を実施

③行政視察・専門家等の派遣 総務局行政改革推進部 シンガポール共和国
・平成３１年２月１２日から平成３１年２月１５日まで(４日間)
・ＩＣＴを活用した行政サービス改革の視察を実施

③行政視察・専門家等の派遣 総務局行政改革推進部
エストニア共和国タリン
デンマーク王国コペンハーゲン

・平成３１年２月４日から平成３１年２月１０日まで(７日間)
・ＩＣＴを活用した行政サービス改革の視察を実施

③行政視察・専門家等の派遣

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

イスラエル国テルアビブ市
12月8日～12日、イスラエル国テルアビブ市の大学、政府機関と国際セミナー共催について協議を実施。派
遣者数1名。

③行政視察・専門家等の派遣

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

ボツワナ共和国ハボローネ市
エスワティニ王国ムババーネ市

2月26日～3月6日、ボツワナ共和国ハボローネ市の国際機関、政府機関、エスワティニ王国ムババーネ市の
政府機関、大学にて、ブロックチェーン技術による中小企業金融振興、マルチバーシティーによる人材育成に
関するワークショップを開催し、今後の連携強化についての協議を実施。派遣者数3名

③行政視察・専門家等の派遣

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

エジプト・アラブ共和国カイロ市
3月1日～8日、エジプト・アラブ共和国カイロ市およびその近郊の大学、政府機関、研究所でPBL教育手法につい
てのワークショップを開催し、これから産業技術大学院大学をモデルにして新規に開設される技術大学への支援
のための視察と協議を実施。派遣者7名

③行政視察・専門家等の派遣 港湾局港湾経営部 オーストラリア連邦シドニー・メルボルン
2019年1月27～31日、オーストラリア・シドニー及びメルボルンの港湾視察を実施
派遣者数14名（うち都職員3名）

③行政視察・専門家等の派遣 東京消防庁総務課
台湾台中市（都市型検索救助に関する研
修）

6月10日から6月16日。台湾内政部消防署等の救助隊員を対象とした都市型検索救助に関する研修におい
て指導を行うため当庁職員を2名派遣

③行政視察・専門家等の派遣 東京消防庁総務課
ベトナム社会主義共和国（消防車両指導
研修指導支援）

1月17日から1月31日。ベトナム社会主義共和国の消防職員等に対して、日本の各自治体から寄贈した消防
車両の取扱い等に関する技術指導のため当庁職員2名を派遣

③行政視察・専門家等の派遣 東京消防庁総務課 台湾台北市（防災演習） 3月4日から3月8日。台北市政府消防局が主催する防災訓練に参加するため当庁職員5名を派遣

③行政視察・専門家等の派遣 東京消防庁総務課 台湾新北市（防災演習） 3月18日から3月23日。新北市政府消防局が主催する防災訓練に参加するため当庁職員4名を派遣

③行政視察・専門家等の派遣 下水道局総務部
独立行政法人国際協力機構（JICA）調査団
への職員派遣

1月28日～2月1日　JICAによるモンゴル国ウランバートル市工場排水対策に係る現状調査に職員３名を派遣

③行政視察・専門家等の派遣
教育庁指導部指導企画
課

台湾台北市及び高雄市 平成30年９月、台湾台北市及び高雄市の視察及び教育長等への表敬訪問を実施。派遣者数３名
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２　行政視察等の受入れ・派遣

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

③行政視察・専門家等の派遣
教育庁指導部指導企画
課

中華人民共和国北京市 平成30年12月、中華人民共和国北京市の視察及び教育に関する覚書の締結を実施。派遣者数５名

③行政視察・専門家等の派遣
教育庁指導部指導企画
課

フランス共和国パリ市
平成31年１月、フランス共和国パリ市の視察及び日仏の教育制度や教育事情に係る確認や意見交換を実
施。派遣者数３名

③行政視察・専門家等の派遣
警視庁警務部人事第一
課

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２名を派遣
現場鑑識（平成29年11月19日～令和元年11月18日）
指紋照合鑑識（平成31年２月３日～３月１日）
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３　国際会議と国際ネットワーク

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①国際会議の開催

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

第8回APEN理事会およびセミナーの開催

11月26日～27日、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、マレーシア工科大学（マレーシア）においてAPEN理事会及びリカ
レント教育をテーマとするセミナーを実施した。（6か国8名参加）

※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30年度末現在、加
盟団体は21大学（13か国）・8企業4団体

①国際会議の開催

総務局
公立大学法人首都大学
東京 首都大学東京管理
部

国際シンポジウムの開催

国内での国際学会（SMBE2018）の開催に合わせて、本学主催のシンポジウムを開催し、学会参加のため来日
する海外研究者に本学の研究力をアピールした。
“TMU International Symposium on Evolutionary Biology”とのテーマにて、海外から有識者3名（※）、本学から2
名の研究者から進化遺伝学に関連する最新のトピックをご講演いただいた。参加者56名（うち海外機関からの
参加者20名）

※海外からの有識者
① Sudhir Kumar (Director @ Institute for Genomics and Evolutionary Medicine, Carnell Professor @
Department of Biology, Temple University)
② Claudia A.M. Russo (Associate Professor, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Departamento
de Genética)
③ Helen Piontkivska (Associate Professor, Kent State University, Department of Biological Sciences)

①国際会議の開催 環境局総務部
「きれいな空と都市 東京フォーラム」の開
催

平成30年5月、東京都の主催で会議を実施
〈テーマ〉
プレナリーセッション：「持続可能な都市環境」
パラレルセッション（1日目）：「廃棄物処理改善に向けた都市間協力」「大気汚染に関する各都市の現状と課
題」
パラレルセッション（2日目）：「サーキュラーエコノミー（循環経済）」「大気環境の改善に向けた取組」
〈参加者〉
22都市、85名（東京含む）
※都市のうち、首長級・副首長級参加都市11都市
※公募による聴講者、在京大使館等の招待者を含め、全体で約230名の参加

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
・平成30年度は、日本（東京）で会議を開催
・東京都水道局からは局長以下17名が参加し、プレゼンテーション等を実施
（開催期間：平成30年5月16日～5月18日)

①国際会議の開催 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世界会議の東京開催を通じ、上水道の将来にわたる活発な議論や意見交換を行うとともに、世界に
向けて東京の優れた技術・ノウハウのPRを実施し、東京のプレゼンスの向上に寄与
（開催期間：平成30年9月16日～9月21日）
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３　国際会議と国際ネットワーク

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①国際会議の開催 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

・2018年IWA世界会議・展示会を開催し、98の国と地域から過去最高となる9,815名が参加した。上水道の将来
にわたる活発な議論や意見交換を行うとともに、世界に向けて東京の優れた技術・ノウハウのPRを実施した。
・国際会議に参加し、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。
・平成30年5月　第６回欧州水協会（EWA）/米国水環境連盟（WEF）/日本下水道協会（JSWA）特別会議に職員
4名が参加

②国際会議への参加 環境局総務部 「北東アジア首長フォーラム」への参加 平成30年6月、モンゴル国ウランバートル市で開催された同フォーラムに職員2名を派遣

②国際会議への参加 環境局総務部
「台北×東京 省エネワークショップ」への
参加

平成30年8月、台湾台北市で開催された同ワークショップに職員2名を派遣

②国際会議への参加 環境局総務部
「ディーゼル路線バスのＤＰＦによる黒煙
低減計画に関する普及・実証事業」セミ
ナーへの参加

平成30年10月、モンゴル国ウランバートル市で開催された同セミナーに職員2名を派遣

②国際会議への参加 環境局総務部
「中国都市大気環境ワークショップ」への
参加

平成30年10月、中華人民共和国上海市で開催された同ワークショップに職員1名を派遣

②国際会議への参加 環境局総務部
「自動車／船舶排ガス制御ワークショップ
2019」への参加

平成31年1月、中華人民共和国成都市で開催された同ワークショップに職員1名を派遣

②国際会議への参加 環境局総務部
「黒煙取締りの効率化に関するワークショッ
プ」への参加

平成31年1月、タイ王国バンコク都で開催された同ワークショップに職員2名を派遣

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30年12月、国連気候変動枠組条約第24回締約国会議（COP24）サイドイベントに職員1名を派遣
○C40
・平成30年6月、「クリーン・エネルギー・ネットワーク・ワークショップ」に職員1名を派遣
・平成30年9月、「グローバル・クライメート・アクション・サミット」に職員2名を派遣
・平成30年10月、「コネクティング・デルタ・シティズ・ワークショップ」に職員1名を派遣
・平成30年11月、「アジア太平洋気候変動適応フォーラム2018」に職員1名を派遣
・平成31年2月、「2019Women4Climate会議」に職員2名を派遣（再掲）
○ICAP
・平成30年9月、ICAP総会及びETS公開イベントに職員2名を派遣
○国連
・平成31年1月、国連アジア太平洋経済社会委員会「低炭素都市実現に向けたワークショップ」に職員1名を派
遣
・平成31年3月、第4回国連環境総会（UNEA4）に職員2名を派遣

②国際会議への参加 建設局神代植物公園
「国立科学博物館国際シンポジウム（東・
東南アジアにおける植物多様性保全」 へ
参加

11月９日～11日、東・東南アジアにおける植物多様性保全をテーマに開かれたシンポジウムに講演者として出
席

②国際会議への参加 港湾局臨海開発部 ラムサール条約締約国会議に参加
10月21日～29日、ラムサール条約締約国会議におけるサイドイベント（環境省主催）において、都立葛西海浜
公園の条約湿地登録認定セレモニー及び当該公園の紹介（講演、ブース展示、資料配布等）を実施
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３　国際会議と国際ネットワーク

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

②国際会議への参加 東京消防庁総務課
国際会議「ファイア・アジア2018」出
席

5月6日から5月10日。中華人民共和国香港特別行政区で開催された会議に当庁職員1名が出席。テーマは「安
全新時代への協力」。「高層建物の日本での火災予防安全基準について」の講義を実施

②国際会議への参加 東京消防庁総務課 国際消防長総会（ＩＡＦＣ）出席 8月7日から8月13日。アメリカ合衆国テキサス州ダラス市で開催された総会に当庁職員2名が出席

②国際会議への参加 東京消防庁総務課
アジア太平洋航空消防活動会議２０１８出
席

8月27日から9月1日。オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州ウーロンゴン市で開催された会議に当庁職
員2名が出席。テーマは「オーストラリア及び周辺地域における航空消防活動の発展を導く」

②国際会議への参加 東京消防庁総務課 日台ＮＢＣ災害対応国際会議出席
11月20日から11月24日。台湾で開催された会議に当庁職員3名が出席。テーマは「ＮＢＣ災害対応能力の向
上」。「東京におけるNBC対策」の講義を実施

②国際会議への参加 東京消防庁装備部
ＩＳＯ／ＴＣ９４／ＳＣ１４（消防隊員用個人
防護装備）国際会議への参加

6月4日から6月8日。東京で開催された国際会議に11か国、48名が参加し、当庁からは3名が参加

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への出席
（ポルトガル共和国：平成30年4月23日～4月24日）（イスラエル国：平成30年11月6日～11月8日）

②国際会議への参加 水道局総務部 IWA上下水道最先端会議
最先端の上下水道・水環境技術に関する知見を共有する会議への出席
（中華人民共和国：平成30年5月28日～5月30日）

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（ウォーター・コン
ベンション2018）

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：平成30年7月8日～7月11日）

②国際会議への参加 水道局総務部 ミャンマー日本　水道カンファレンス
ミャンマーにおいて、カンファレンスにおける発表のほか、現地調査及び関係機関等との意見交換を実施
（ミャンマー：平成31年3月18日～3月19日）

②国際会議への参加
警視庁交通部交通管制
課

第25回ITS世界会議へ参加
第25回世界会議コペンハーゲンに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。

②国際会議への参加 警視庁生活安全部
第15回人身取引事犯に係る
コンタクトポイント連絡会議へ参加

７月３日、警察庁主催の第15回人身取引事犯に係るコンタクトポイント連絡会議に保安課から２名が参加

②国際会議への参加
警視庁警視庁組織犯罪
対策部組織犯罪対策第
五課

第24回　ADEC国際会議へ参加
第24回　アジア・太平洋薬物取締会議（ADEC）に4名が出席し、各国の薬物情勢、捜査手法及び国際協力に関
する討議等を聴講した。

28/61



３　国際会議と国際ネットワーク

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

②国際会議への参加
警視庁組織犯罪対策部
組織犯罪対策総務課

FBI主催国際組織犯罪対策会議
（インドネシア共和国・バリ）

BEC詐欺等の国際組織犯罪について、アジア各国の現状と対策に関する情報交換を目的として、米連邦捜査
局（FBI）がインドネシア国家警察の協力を得て主催した会議であり、警察庁と連携し、事例発表、情報交換及
び協力体制の構築等を行った。

③国際ネットワークの構
築・加盟

港湾局臨海開発部 ラムサール条約湿地登録 10月18日、都立葛西海浜公園をラムサール条約湿地に登録

③国際ネットワークの構
築・加盟

東京消防庁総務課 第１回海外大都市間消防連絡会出席
6月10日から6月15日。フランス共和国のパリ市で開催された連絡会に当庁職員3名が出席。テーマは「大規模
災害対応に関するディスカッション」。当庁及びパリ市消防局の二局間相互協定が結ばれた。

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
・平成30年度は、日本（東京）で第11回会議を開催
・大韓民国：K-water、ソウル特別市上水道事業本部、台湾：台湾自來水公司、タイ王国：バンコク首都圏水道
公社（MWA）、モンゴル：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部長以下12名が参加
（開催期間：平成30年9月18日～9月20日）

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）2018」へJETROに委託し出展、東京都ブースを設置（平成
30年10月15日-21日於：クアラルンプール）
東京都ブース来場者数：約950人
※IGEM2018実施規模
　出展者数 ： 280社（12か国）
　来場者数 ： 39,803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30年10月18日－19日、於：新北)
・東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加（平成30年8月29日-9月2日、参加都市：ソウル、台北、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰ
ﾙ、新北）
・救助技術研修（平成30年10月 於：東京、平成31年3月　於：ウランバートル）
・都市における捜索・救助研修（平成30年7月、平30年9月 平成31年3月　於：シンガポール）

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30年９月２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
・新北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
（危機管理会議2018出席）

・台湾新北市で開催された危機管理会議に出席し、当庁の防災施策について講演した(平成30年10月17日-20
日)。
・10月17日から10月20日。台湾新北市で開催された会議に当庁職員2名が出席。「東京消防庁における震災対
策について」の講義を実施。

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 ・台北で開催された危機管理会議に出席

29/61



３　国際会議と国際ネットワーク

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④多都市間の実務的協力
事業

政策企画局外務部 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11月19-11月20日）
・参加都市：15都市(アムステルダム、北京、ブリュッセル、イスタンブール、香港、ジャカルタ、クアラルンプー
ル、パリ、ローマ、ロッテルダム、ソウル、上海、シンガポール、台北、ウランバートル）
・参加者：国際部門の実務責任者等
・主なプログラム：セッション（都市間連携に係る成果と課題、都市の国際競争力強化に向けた成長戦略、共生
社会の実現に向けた都市の取組）、二都市間会談

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　国際共同クリエーション
日程：30年11月9、10日
会場：東京芸術劇場
内容：インドネシアの演出家の作品を1作品上演
・国際共同制作ワークショップの実施
日程：11月10日、11日
会場：東京芸術劇場
内容：インドネシア、日本、フィリピンの演出家のもと小作品を3つ制作し、上演
・アートキャンプ
日程：11月6日～11月12日
会場：東京芸術劇場、あうるすぽっと他
内容：日本国内・アジアを拠点に舞台芸術のジャンルで活躍する参加者たちが、観劇、レクチャー、フィールド
ワークなどのインプットと、スピーチ、ディスカッションによるアウトプットをおこない、最終日にはプレゼンテー
ションを実施

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30年8月21日-8月27日実施、海外都市14都市招聘

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30年4月30日-5月6日実施、海外都市10都市招聘

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

・ヤンゴン市における3R推進及び廃棄物処理改善のためのヤンゴン現地ミッション
・10月初旬に現地調査に都職員等3名を派遣
・1月中旬の現地ワークショップに都職員等6名を派遣
・「資源リサイクルの促進」研修
・平成31年1月末から5日間東京で開催
・ダーバン2名、香港1名、ケソン2名、シンガポール1名が参加

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31年1月29-31日 東京開催）
・共同調査研究
　（梅毒等性感染症に関する認識の現状調査）
・海外派遣研修（タイ・マヒドン大学）
　（平成30年11月12-23日　都内保健医療従事者 5名）
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３　国際会議と国際ネットワーク

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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、ジャカルタ）

④多都市間の実務的協力
事業

水道局総務部 海外ICT調査2018
A-Smartプロジェクト参加事業体を対象としたスマート水道メーターの導入・利活用に関するヒアリング・現地視
察の実施
（オーストラリア連邦：平成30年11月19日～23日）

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
・海外水道事業体等からの研修受入の実施
・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
（平成30年度受入人数：292名）

職員派遣
・実績なし

④多都市間の実務的協力
事業

下水道局総務部 下水道技術者研修 ・海外諸都市等のニーズに応じ、視察、研修を実施し、人材交流・育成を図った。
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４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①海外都市とのアクセス
手段の拡充

港湾局港湾経営部・港
湾整備部

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

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。

②多言語表示（案内板、標
識等）

都市整備局市街地整備
部

避難場所標識の多言語化対応

震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、区部の避難場所等を、東京都震災対策条例に基づ
き、都が指定している。平成30年６月に第８回の指定見直しを行い、新たに指定・拡大した避難場所について
は、都民への周知のため、標識を設置した。平成30年度に設置した標識から、避難場所に加え、災害種別のピ
クトグラムを表示するとともに、多言語化対応として、英語・中国語・韓国語にて避難場所の表記を行うこととし
た。

②多言語表示（案内板、標
識等）

東京消防庁予防部 解除承認証に英語表記を追加
火災予防条例に基づく禁止行為の解除承認をした際に交付する解除承認証に英語表記を追加した。
（火災予防条例に基づき消防総監が定める基準及び消防総監が火災予防上必要と認める措置の一部を改正
する告示）

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） Facebook（英語、中文繁体、韓国語、タイ語）を開設し、都営交通の営業案内や沿線観光情報等を発信

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
（H16）
・東京さくらトラム（都電荒川線）及び日暮里・舎人ライナーにて駅ナンバリングを導入し、案内サイン等を改修
（H29）

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 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）

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
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、外国人利用者の多い都営地下鉄の駅31駅に導入

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
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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（約1,200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
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（Ｈ30年度末
20基）

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）
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（※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）

交通局車両電気部
駅構内や車内における情報案内の多言語
化

地下鉄駅構内や車内において、災害や輸送障害発生時等に多言語による情報案内を可能とする環境整備を
実施

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
（平成21年度から）

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

②多言語表示（案内板、標
識等）

警視庁地域部地域総務
課

外国人への配慮 都内全交番、駐在所（交番824カ所、駐在所257カ所）に「ＰＯＬＩＣＥ」表記にあるステッカーを貼付した。

②多言語表示（案内板、標
識等）

警視庁交通部交通管制
課

外国人への配慮
押ボタンの操作が外国人にも理解できるよう、押ボタン箱に併設する表示板への多言語表記等（ピクトグラム
の採用及びUni-Voiceコードによる15ヶ国言語対応）を実施

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。セミナーを５月及び９月に2回開
催。

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年度に渋谷と丸の
内にサテライトセンターを開設。30年度の延べ利用者数は3,924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
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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30年６月12日、ドイツのCEBIT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  in CEBIT 2018 を開催し、19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30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60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「テックビジ
ネスキャンプ東京」の開催（H30）

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30年度は13社を選定し実施

③経済活動の活性化 政策企画局調整部 国家戦略特区の活用

・東京圏国家戦略特別区域会議を３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
を含む観光客等の受け入れを促進するエリアマネジメントに係る道路法の特例をはじめ、４ 事項、８ 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
・家事支援外国人受入事業の制度拡充、外国人美容師の就労、外国人料理人の育成等、外国人の活躍や東京の
魅力の発信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
・創薬系ベンチャー育成支援事業「Blockbuster TOKYO」により創薬・医療分野のベンチャーや研究者の支援を実施

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

・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～）
・海外ハブ組織との連携のため「Access to Tokyo」のシンガポール拠点を設置（平成30年４月～）
・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30年6月から平成31年
３月）
・海外プロモーション活動として、シンガポール・オランダにおいて、国際金融都市としての東京の魅力をＰＲ（平成30
年６月・10月）
・「東京金融賞」を創設し、都民ニーズ解決部門・ESG投資部門の2部門において都民ニーズ・課題の募集、解決策・
事業者の募集、支援プログラム等が実施され、平成31年2月に表彰式を開催
・官民一体となったプロモーション組織の設立に向け、都及び民間金融事業者等が参加する「金融プロモーション組
織設立に向けた検討会」を4回開催（平成30年6月・7月・10月・12月）
・City of Londonと締結した金融分野でのMoU（基本合意書）に伴い、ロンドンと東京において、金融関連事業者を対
象とした各種金融セミナーを開催（平成30年4月・7月・11月）
・「金融ワンストップ支援サービス」を引き続き実施し、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等の英語解説書を主要各国大使館や外国企業に配布（平
成30年4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引き続き実施し、平成30年度
内には金融系外国企業を１０社誘致（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、22ヶ国・地域77のスタートアップ企業から11企業を選定し、国内金融機
関等の協力の下、プログラムを実施（平成30年10月～11月）
・海外からパネリスト、アセットマネージャー等を招き、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30年11月）
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③経済活動の活性化 政策企画局調整部
国家戦略特別区域外国人創業活動促進
事業

国家戦略特区における入管法の特例として、起業を目指す外国人に対し、事業計画等が一定の要件を満たし
ている場合に創業の準備期間として6ヶ月の在留資格を認め、都内における外国人の創業活動を促進する事
業に取り組んでいる。平成27年度の事業開始以降、外国人起業家からの申請件数は延べ79人（平成31年3月
末時点）

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
・ファイナンスプログラムを開講
・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9回の東京ファイナンスフォーラム、計13回の
セミナー、計2回のシンポジウム。及び国際ワークショップを開催

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」ホームページによる情報提供（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6か国語に対応）の提供
　（新規にフランス語を開始）
・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
・医療機関や関係団体、観光・宿泊施設等による会議体を設置し、連携を強化し、外国人への医療提供に係る取組
を促進（新規）

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
け入れ環境の整備

・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
・言語サポートツールの導入
・ＪＭＩＰ認証取得（駒込病院、墨東病院、多摩総合医療センター、小児総合医療センター）

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：173件

③経済活動の活性化 産業労働局商工部 東京都企業立地相談センターの運営
都内への立地や移転等を希望する企業向けに都内の空き工場、空き店舗、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 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
※ドイツ 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４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、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。
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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。

④外国人の就労
福祉保健局高齢社会対
策部

外国人技能実習制度に基づく外国人介護
実習生の受入れ支援事業

開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力する趣旨から、都内の介護
施設等で外国人技能実習生を受け入れる場合に、技能実習に必要な日本語教育及び技術の修得が円滑に実
施されるよう高齢者福祉施設を支援する。

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。（外国人関連の労働相談
件数：2,166件）
・通訳派遣制度により、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、タイ語、ベトナム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

・東京都開催講座に加え、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、
都民の受講機会を拡大
・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45,000名（平成31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 ・リニューアルオープンした現代美術館を含め、全７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

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設
部

無料Wi-Fi利用環境の整備
・都が新たに整備するオリンピック・パラリンピック競技施設（新規恒久施設）及び既存の都立競技施設（既存施
設）について、無料Wi－Fiの設置等を検討

⑤観光の振興・コンベン
ションの誘致

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。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31年3月3日
【マラソン沿道人数】690,000人
【マラソン祭り　観客数】121,000人

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
受入環境の充実を図る。
・広域的な観光案内拠点　９箇所
・東京観光案内窓口　285箇所

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（新たに東京駅周辺・日
本橋、秋葉原で活動を開始）
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４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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 764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　1,357,623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 192,809名

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）２箇所　・成田空港（第２ターミナル）３箇所 ・羽田空港（国際線ターミナル）１個所
・東京観光情報センター３箇所（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新たな展開

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。
・既存市場における観光セミナー・商談会（フランス）
・成長開拓市場における旅行者誘致（アラブ首長国連邦）
・成長開拓市場におけるフォローアッププロモーション（インド、ロシア）

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を促進する。
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４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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31年3月8日～同月11日
会場：池袋シネマ・ロサ、池袋HUMAXシネマズ、シネ・リーブル池袋、新文芸坐、シネマサンシャイン池袋、区民
ひろば南池袋、サンシャインシティ 噴水広場、サンシャイン水族館、豊島区庁舎、WACCA 池袋ほか

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30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30年6月4日～同月24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：（東京におけるニューヨークのＰＲ）平成31年3月4日～17日
　　　　（ニューヨークにおける東京のＰＲ）平成31年1月14日～3月10日
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 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

建設局道路管理部
オリンピック・パラリンピック関連施設周辺
道路等におけるバリアフリー化の実施

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、競技会場、観光地周辺等の都道において、バリ
アフリー化を推進した。

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
・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
浜離宮恩賜庭園、恩賜上野動物園

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
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30年 7月15日「東京港サンセットクルーズ」　　参加者：61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
環境の整備

・多様な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「臨海副都心まちづくり推進事業」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）
・臨海副都心内1施設の多言語デジタルサイネージの整備（日・英・中・韓）
・臨海副都心内１施設のインバウンド対応研修を実施（英・中）
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４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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（2019年2月13日）
・ シートレード・クルーズ・アジア・パシフィック出展（2018年10月23-25日）

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 ・城南島海浜公園、東京港野鳥公園及び若洲海浜公園に無料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

港湾局離島港湾部 無料Wi-Fi利用環境の整備 ・島しょ地域の船客待合所等で無料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

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。
平成30.6　韓国ＫＯＴＦＡ、平成30.6　香港国際旅行博、平成30.11　台北国際旅行博、平成31.2　フィリピン旅行
博

⑤観光の振興・コンベン
ションの誘致

交通局電車部 旅行者向け乗車券の発売（H30）
・「Greater Tokyo Pass」の発売（平成30..4～）
・「WELCOME KANTO PASMO」の発売（平成30.12～）

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

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、東京メトロと連携しつつ、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30年8月9日～8月12日　バンコク　タイ旅行博の東京観光財団ブースに資料出展
・平成31年2月8日～2月11日　マニラ　フィリピン旅行博出展

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。

⑤観光の振興・コンベン
ションの誘致

交通局建設工務部
公共交通機関におけるバリアフリー化の
実施

・引き続き乗換駅等へのエレベーター整備を推進
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①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

⑥芸術文化の振興
生活文化局文化振興部
文化事業課

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30年4月～6月、派遣先：ATERIEL MONDIAL（バーゼル)、受入期間：平成31年1月～3月
・ベルリン－東京交流（派遣3名・受入れ１名）
　派遣期間：平成30年4月～6月・平成30年10月～12月・平成31年1月～3月、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30年9月～11月
・マドリード－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成30年10月～12月、派遣先：マタデッロ・マドリード、受入期間：平成30年9月～11月
・ヘルシンキ－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成30年9月～11月、　派遣先：フィンランド文化財団（Helsinki International Artist Programme)、受
入期間：平成30年9月～11月
・ケベック－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成30年4月～6月、派遣先：センター・クラーク、受入期間：平成30年5月～7月
・台北－東京交流（派遣１名・受入れ１名）
　派遣期間：平成30年9月～11月、 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31年1月～3月
・ソウル-東京交流（派遣１名・受入れ１名）
　派遣期間：平成30年6月～8月、 派遣先：MMCAレジデンシー・コヤン（ソウル）、受入期間：平成30年5月～7月

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30年度 :単年 114件 （内訳：都内82件、海外22件、都内及び海外10件） 長期　5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：248人
（外国語内訳）
英語137名、フランス語15名、中国語11名、ドイツ語7名、韓国語5名、スペイン語4名、イタリア語1名（外国語計
180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113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
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４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

⑦多言語での情報発信 政策企画局調整部 海外広報の推進

・海外広報の全体企画・総合調整
・都の海外メディア対応力向上を目的とする庁内講習会の実施
フォーリンプレスセンターの配信サービスや海外広報担当のメディアリストを活用したプレスリリース配信の実
施　等
・知事による情報発信
・国内外での知事による講演、海外メディアからのインタビューへの対応
・海外広報のコンテンツの制作・発信
・SNSによる発信（Twitter、Facebook）
・PR冊子の制作（配布部数：24,000部）
・東南アジア、インドを対象とした映像の配信
・都政広報番組「東京クラッソ！」の番組内ミニコーナー「Made in Tokyo」の映像配信
・海外インターネットメディアの活用（CNN）　等

⑦多言語での情報発信 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を4名の職員が活用
・職員の国際対応能力向上に向けたグローバルセミナー（異文化理解等に関する講義）を開催

⑦多言語での情報発信 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・韓に加えて、平成31年3月からタガログ語、タイ語、インド
ネシア語、ベトナム語及びマレー語に対応）
・「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」の多言語版を作成・配布（英・中・韓）

⑦多言語での情報発信
財務局建築保全部庁舎
管理課

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 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

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30年度　英語版：2,300部、中国語版：
1,400部、韓国語版：1,200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

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
・庭園美術館、現代美術館及び東京芸術劇場で、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、（庭園美術館の
み）フランス語の施設案内リーフレットを作成
・庭園美術館のウェブサイトに中国語（繁体字）を追加、文化会館のウェブサイトに中国語（簡体字、繁体字）、
韓国語を追加
・たてもの園の緊急放送に中国語、韓国語を追加
・今後の対応を検討
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４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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
オリンピック・パラリン
ピック準備局

多言語対応の推進

・平成30年12月20日に、第８回多言語協議会及び「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。
・小売プロジェクトチームが「小売業の多言語対応ガイドライン」を作成（平成30年12月）
・多言語対応協議会実務担当者会を開催（平成30年9月14日）ワークショップ等を実施し、実務者同士の交流、
情報共有の場を提供
・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（2018東京国際ユース
（U-14）サッカー大会）

⑦多言語での情報発信 都市整備局都市基盤部 多言語対応の推進

・新宿駅において、基本ルール及び整備計画に則った日・英表記の案内サイン整備を進めるとともに、東西自
由通路の供用開始に向けた案内サインの検討を行った。またターミナルマップ等の配布を既存の日・英版に加
えて、中・韓版の配布も開始した。
・渋谷駅や池袋駅においてデザインや表記を統一した日・英表記の案内サイン整備の支援を行うとともに、他
の主要ターミナル駅においても整備着手に向けた取組を促進した。

⑦多言語での情報発信 福祉保健局保健政策部
外国語による健康づくりに関する情報の発
信

都民の身体活動量(歩数)増加を図るため、都内各区市町村が作成したウォーキングマップをとりまとめた特設
サイト「TOKYO WALKING MAP」を英語に翻訳し情報発信を行った。

⑦多言語での情報発信 中央卸売市場管理部 多言語対応の推進
平成30年10月11日に豊洲市場が開場し、多言語による見学者用案内表示を活用するとともに、Wi-Fiが利用で
きる環境となっている。

⑦多言語での情報発信
建設局道路管理部・公
園緑地部

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。

⑦多言語での情報発信 建設局日比谷公園 多言語版歴訪ガイドの発行（平成30年度） 日比谷公園・を対象とする歴訪ガイドの仏語・韓国語・簡体・繁体版を作成した。

⑦多言語での情報発信
建設局日比谷公園、芝
公園

多言語版園内マップの発行（平成30年度） 日比谷公園・芝公園を対象とする園内マップの仏語・韓国語・簡体・繁体版を作成した。

⑦多言語での情報発信 建設局戸山公園 英語版リーフレットの発行 戸山公園の歴史を紹介する「尾張戸山荘今昔」の英語版を発行した。

42/61



４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

⑦多言語での情報発信

建設局砧公園、駒沢オリ
ンピック公園、代々木公
園、善福寺川緑地、和田
堀公園、城北中央公園、
光が丘公園、東白鬚公
園、木場公園、汐入公
園、舎人公園、水元公
園、篠崎公園、葛西臨海
公園、葛西海浜公園、小
金井公園、武蔵野の森
公園、東村山中央公園、
武蔵野中央公園、東大
和南公園、府中の森公
園、秋留台公園

多言語版園内マップの発行（平成30年度）
防災公園グループ21公園を対象とする園内マップの英語版を作成した。

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30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30年度）
6ヶ国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 建設局雑司ケ谷霊園 英語版園内案内図の発行 英語版園内案内図を作成・配布した。

⑦多言語での情報発信 建設局染井霊園 中国語版園内案内図の発行 中国語（簡体字）版園内案内図を作成・配布した。

⑦多言語での情報発信 建設局多磨霊園 英語版リーフレットの発行 英語版リーフレット（「Tokyo Metroporotan TAMA CEMETERY History and Nature」）を作成・配布した。

⑦多言語での情報発信 港湾局港湾経営部 多言語対応の推進
・竹芝客船ターミナルに客船運行情報、館内案内、島しょPR動画等放映のデジタルサイネージ（日・英・中・韓）
を新規設置
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４　都市づくり

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

⑦多言語での情報発信 港湾局臨海開発部 多言語対応の推進

・多様な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「臨海副都心まちづくり推進事業」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）
・臨海副都心内1施設の多言語デジタルサイネージの整備（日・英・中・韓）
・臨海副都心内１施設のインバウンド対応研修を実施（英・中）

⑦多言語での情報発信 港湾局離島港湾部 多言語対応の推進 ・島しょ地域の船客待合所等で多言語案内表示板を作成及び設置

⑦多言語での情報発信 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
・消防車両ボディの庁名表記の英語併記を進めた。
・外国人旅行者に対して、通報要領、地震発生時の行動要領等について情報提供するために、英語、中国語
（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語、フィリピン語のリーフレットを作成した。
・昨年度で既存車両（必要車両のみ）に対する表記を終え、今年度は計画入工時の英語表記の実施予定はな
い。

⑦多言語での情報発信 交通局電車部 多言語対応の推進
・東京2020大会関連重点駅のサイン改修を実施（23駅）
・コンシェルジュの配置拡大（２駅追加）、対応言語の充実（中国語対応が可能な駅を５駅追加）
・東京観光案内窓口の追加申請を実施（21駅）

⑦多言語での情報発信 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

⑦多言語での情報発信 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

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）
（平成21年度から）

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

⑦多言語での情報発信 教育庁指導部 多言語対応の推進
・一部の都立高等学校等において、英語以外の外国語(7言語）の授業を実施
・都立高等学校等における生徒の外国語部活動等への外国語講師派遣や東京都教育委員会主催の外国語
体験講座を実施
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30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171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 日本語教育機関学生結核検診
東京都保健所管内の日本語教育機関に就学する学生に対し、結核検診を実施
年間実績　1852人、12施設

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及びコミュニ
ケーション支援ボードの活用

外国人傷病者の救急事案に対応するため、11か国語（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）で記載した冊子状のコミュニケーションマニュア
ル及び5か国語（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語）で記載したコミュニケーション支援ボードを
全救急隊に配置している。

①保健医療・健康 東京消防庁救急部 英語対応救急隊の運用
外国人が安心して滞在できる環境を整備するため、救急活動に必要な英語能力及び外国の生活習慣等に応
じた接遇等の技術を備えた救急隊員が乗務する英語対応救急隊を、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。

①保健医療・健康 東京消防庁救急部
多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」の
導入

総務省消防庁が活用を促進している多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」をインストールしたタブレット端末
を15隊の救急隊に配置し、運用を開始した。

②生活一般相談・情報提
供

財務局主計部財政課
平成31年度東京都予算案まるわかりブッ
ク

外国人への広報を目的に、「平成31年度東京都予算案まるわかりブック」の英語版2,000部を作成・配布

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、
様々な案件に来所・電話にて相談に応じる。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。
・相談開設曜日、電話番号、（３０年度開設日数実績）
　①英語 　月～金曜日　03-5320-7744　（244日）　②中国語　　火・金曜日    03-5320-7766 （101日）　③韓国
語　水曜日　03-5320-7700（ 51日）
・相談時間及び場所    9:30～12:00、13:00～17:00、　都庁第一本庁舎 都民の声課内

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

〇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（対応言語　４言語）
・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
・レスキューカードの発行・配布（対応言語12言語）
・外国人のための防災訓練
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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

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

②生活一般相談・情報提
供

水道局サービス推進部 お客さまセンターの多言語対応
お客さまセンターで使用開始・中止の受付等を5か国語（英語、中国語、韓国語、スペイン語及びポルトガル語）
で対応（24時間365日）

②生活一般相談・情報提
供

水道局給水部
お客さまへの配布・説明文書（英語）の活
用

東京水道あんしん診断の実施に際して、「事前通知文」、「結果のお知らせ」等の英語版をタブレット端末内に用
意し、現地における英語対応に活用

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、中国語、韓国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 2018」の英語版である「SEWERAGE in TOKYO 2018」を視察受入の際などに配
布
・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、中国語、韓国語版のリーフレットを視察受
入の際などに配布
・「下水道なんでもガイド」の英語、中国語、韓国語版を発行し、くらしの便利帳として配布

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2,000部、多摩図書館1,800部　　中国語→中央図書館500部、多摩図書館1,000
部
　韓国語→中央図書館500部、多摩図書館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　150部、中国語　100部、韓国語　100部

②生活一般相談・情報提
供

警視庁総務部 多言語対応の推進

・制服警察官が着装する耐刃防護衣、ベスト（背負い）、雨衣、防寒着等に｢POLICE｣文字を表示
・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
・交番のデジタルサイネージ（電光掲示板）の整備（30年度中12署26交番に設置）
・職員の語学能力向上に向けた外国語委託研修及び各種教養の継続推進
・交番等におけるランドマーク設置を推進（30年度中3か所設置）
・盛り場対策の一環として、多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）で「客引きは犯罪です。」とあるポケット
ティッシュ、ウエットティッシュを作成。各警察署に配布し、キャンペーンを実施
・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（英語・中国語・韓国語・スペイン語）のリーフレットを作成、各警察署や外国人旅行者等が多く立ち寄
る施設等に配布
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

②生活一般相談・情報提
供

警視庁警務部教養課 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

警視庁交通部交通規制
課

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、スペイン語）を掲載。また、広報紙（英語、中国語、韓国語）を約８万枚作成し、警察署や運転免許試験場等
に配布。

②生活一般相談・情報提
供

警視庁地域部地域指導
課

情報提供
・交番に設置のデジタルサイネージを活用し、巡回連絡制度の説明及び協力を多言語で呼びかけた。
・警視庁ホームページにおいて、巡回連絡制度の説明及び協力を多言語で依頼した。（12か国語）

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。

②生活一般相談・情報提
供

警視庁組織犯罪対策部
組織犯罪対策第一課

くらしの安心・安全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

②生活一般相談・情報提
供

警視庁組織犯罪対策部
組織犯罪対策第一課

外国人在留マニュアルへアクセスするQR
コード付き資料の作成

東京都都民安全推進本部、警視庁及び東京出入国在留管理局が協力して作成した各言語（１２カ国語）版の
外国人在留マニュアルはそれぞれのHP上で閲覧可能なところ、同マニュアルにアクセスするQRコードを掲載し
た資料を作成し各警察署へのデータ配信を行った。また、同資料を７，０００部印刷し、指導啓発活動時に日本
語学校等に配布した。

③福祉

福祉保健局
障害者施策推進部
（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。

③福祉

福祉保健局
障害者施策推進部
（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
障害者施策推進部
（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
（H7）

・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。
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

③福祉
福祉保健局
障害者施策推進部
（施設サービス支援課）

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
（１　補装具費に関する
こと
施設サービス支援課）
（２　１以外に関すること
地域生活支援課）

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。

④防災・防犯・交通安全・
消防

東京消防庁警防部 多言語通訳支援業務委託
通訳コールセンターを介した３者通話により、１１９番通報や現場における外国語対応を実施した。（英語、中国
語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）

④防災・防犯・交通安全・
消防

東京消防庁消防技術安
全所

外国人に対し防災訓練を実施 JICA東京の研修生に対し、防災訓練を行い防災意識の醸成を図った。（5日開催、159名参加）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁交通部交通総務
課

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

警視庁交通部交通執行
課

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

警視庁交通部交通執行
課

交通ミニパト（多言語仕様メッセージボード
付）の更配備拡充

増加する来日外国人に対し、機動力を活かした規制告知や大規模災害発生時等に適切な避難誘導を行うた
め、多言語（英語、中国語、韓国語）表示が可能なメッセージボードを装備した交通ミニパトを順次配備中

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁交通部駐車対策
課

Ｄ型パーキング・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

警視庁交通部駐車対策
課

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）。
平成３０年８月よりパーキング・メーター等にQRコードを貼付し、ホームページへのアクセスの利便性を図った。
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁警備部災害対策
課

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30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

警視庁警備部警備第一
課

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

警視庁警備部警備第一
課

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

警視庁生活安全部
ホームページを活用した英語での情報提
供

警視庁ホームページで公開している「犯罪情報マップ」の英語版を作成し、犯罪発生状況等の情報を提供して
いる。

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁生活安全部
外国人古物商に対する法令講習会の実
施

都内で古物営業を営む外国人古物商に対し、古物営業の適正化を図るため、外国語による法令講習会を実施
した。
（英語、中国語）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁生活安全部 外国人古物商向けのガイドブックの発行
外国語版の古物営業ガイドブックを作成し、都内で古物営業を営む外国人古物商に配布した。
（英語、中国語）

④防災・防犯・交通安全・
消防

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。

⑤その他 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）。

⑤その他 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した。
　（平成30年度収集冊数：7,791冊　蔵書冊数：約30万3千冊）

⑤その他 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、雑誌を収集し提供した。
　（平成30年度提供タイトル数
　　　　都立中央図書館：　外国語の新聞　35紙、　外国語の雑誌　77誌
　　　　都立多摩図書館：　外国語の新聞　2紙、　　外国語の雑誌　443誌）

⑤その他 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年～）

中央図書館1階中央ホールにコーナーを設け、約16万3千冊の洋書（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。
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６　教育・留学生等への支援

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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　5件を採択
・若手研究者海外派遣　7件を採択
・帰国留学生短期研究支援制度　10件を採択
・教員交換支援制度を創設　13件を採択
・大学院生短期派遣・受入支援制度　10名派遣・10名受入

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
テーマ：
①アジア／アフリカ諸国に対するSDGs達成のための政策提言
②アジア諸国における文化主導型発展戦略の企画立案プロジェクト
③幸福のためのデザインとデザイン手法

連携先（大学・機関）と参加人数：
①-1 産技大3名、ハノイ経営工科大学33名、DongA大学31名
①-2 産技大6名、ERIA44名、ダルマプルサダ大学30名
①-3 産技大7名、Ton Duc Thang大学48名、DongA大学40名、ハノイ経営工科大学43名
② 　産技大3名、ダルマプルサダ大学7名
③ 　産技大11名、グラスゴー美術大学ほか62名

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30年度
・海外留学支援　長期・中期　77人、短期　179人
・交換留学生受入　87人

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30年度は、国際副専攻コース科目を計18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31年度グローバル人材育
成入試には26名が出願した。
・平成30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5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30年度派遣実績）
GCP：24名
IEP：40名
合計：64名
※派遣数は高専生のみの実績
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６　教育・留学生等への支援

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①グローバル社会を担う
次世代の育成

総務局
公立大学法人首都大学
東京 首都大学東京管理
部

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256名（中長期
77名、短期179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66名、短期163名）

①グローバル社会を担う
次世代の育成

総務局
公立大学法人首都大学
東京 首都大学東京管理
部

海外短期研修

・夏期研修
・イギリス夏期英語研修（8月20日～9月7日：8名派遣）
・カナダ夏期英語研修（9月4日～28日：15名派遣）
・オーストラリア夏期英語研修（9月3日～28日：15名派遣）
・タイ夏期英語研修（8月27日～9月21日：16名派遣）
・夏期ドイツ語研修（9月3日～21日：14名派遣）
・夏期フランス語研修（9月3日～28日：6名派遣）

・春期研修
・アメリカ春期英語研修（3月4日～28日：9名派遣）
・カナダ春期英語研修（3月4日～29日：11名派遣）
・オーストラリア春期英語研修（2月18日～3月15日：12名派遣）
・マレーシア春期英語研修（2月25日～3月22日：6名派遣）

①グローバル社会を担う
次世代の育成

総務局
公立大学法人首都大学
東京 首都大学東京管理
部

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（4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30年度　9名

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30年度　105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

・私立中学校・高等学校104法人に238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30年11月19日・26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、124校（701人）に対し、海外留学に係る費用に対する補助を実施
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６　教育・留学生等への支援

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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
高等学校教育課

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８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
高等学校教育課

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30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

教育庁都立学校教育部
高等学校教育課

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30年度外国語コース等設置校４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
高等学校教育課

都立大島海洋国際高校
(H18)

国際交流等の体験型国際教育を実施。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
高等学校教育課

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30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
高等学校教育課

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30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
高等学校教育課

都立高校における海外帰国生徒等の募集
枠の設定(S52)

海外帰国生徒及び中国等からの引揚生徒の受入れを図るため、海外帰国生徒及び引揚生徒を対象とする募
集枠を設定。
平成30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
高等学校教育課

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対しては、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。
また、国籍を問わず、在日期間が原則６年以内で、日本語指導を必要とする者に対しても、申請に基づき、ひら
がなのルビを振った学力検査問題での受検を認めている。
平成30年度（平成31年度入学者選抜）申請者：212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
高等学校教育課

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

教育庁指導部指導企画
課

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。
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、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分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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

・240人のJETを配置（全ての都立高等学校・中等教育学校）
・配置前に来日研修を実施（平成30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⒑、11月に実施
（平成30年10月22日‐24日、10月31日‐11月2日）

①グローバル社会を担う
次世代の育成

教育庁指導部 英語科教員の海外派遣研修

・外国語（英語）科教員及び小学校全科を約3か月間、海外に派遣（定員：140名）
・第１期（平成30年6月16日～平成30年8年25日）オーストラリア・クイーンズランド大学、（平成30年6月17日～
平成30年8年26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30年7月21日～平成30年9月29日）オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学、（平成30年7月
21日～平成30年9月29日）ニュージーランド・クライストチャーチ・カレッジオブ・イングリッシュへ派遣
・小学校教員（平成30年7月28日～平成30年8月26日）アメリカ・カリフォルニア大学アーバイン校へ派遣

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

①・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
②・都立学校41校を姉妹校交流推進校として指定し、相互交流を推進
③・留学生の受け入れを拡充
・オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド、タイ、フィンランドから、生徒93名を受入れ（平成30
年7月及び12月）

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
（参考）平成30年度派遣教員49名（新規24名、継続25名）

①グローバル社会を担う
次世代の育成

教職員研修センター 次世代リーダー育成道場

・第５期生（平成28年度選考）
Ｂコース（97人）がアメリカから帰国（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（94人）がオーストラリア・ニュージーランドから帰国（平成30年1月～11月）
Ｂコース（97人）がアメリカ・カナダへ出発（平成30年8月～平成31年6月）
・第７期生（平成30年度選考）
Ａコース（99人）がオーストラリア・ニュージーランドへ出発（平成31年1月～令和元年11月）

①グローバル社会を担う
次世代の育成

教職員研修センター 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79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

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

②外国人生徒・学生支援

建設局代々木公園売店
（1・4号）
舎人公園BBQ売店
上野公園グリーンサロン

留学生の雇用
平成30年8月以降、都立公園内の便益施設において、外国人留学生を中心にアルバイトを斡旋する会社を通
じて、留学生を対象とした募集を行い、計5名を雇用した。

②外国人生徒・学生支援
教育庁東京都
指導部高等学校教育指
導課

日本語指導外部人材の派遣
・都立学校における日本語指導が必要な外国人生徒のうち、学校内における教科の取り出し指導等、特別な
指導を受けていない生徒を対象としして、外部人材を活用した授業の補助を中心とする指導を実施
・平成30年度は英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ネパール語、ベトナム語、タイ語、タガログ語等で派遣

②外国人生徒・学生支援
教育庁地域教育支援部
義務教育課

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）　22校　　学級数44学級　　児童数652人
中学校（昼間）  12校　　学級数22学級　　生徒数327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141人
（平成30年5月1日現在）

②外国人生徒・学生支援
教育庁指導部指導企画
課

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30年度は、６か国８地域から９３名の留学生を都立高等学校等１７校で受入れた。

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・生徒の教育について電話相談・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30年度は3つのテーマが継続。平成30年度末で研究期間が終了した研究はなかった。
・平成30年度に新たに開始した高度研究はなかった。平成31年度開始分として、新たに1件の高度研究のテー
マが採択された。
・留学生は新たに38名（高度研究枠2名、一般枠36名）を受け入れるとともに、16名が学位を取得した。
＜平成30年度末累計＞
受入：高度研究枠　106名　一般枠　158名　合計264名
修了：高度研究枠　77名　一般枠　55名　合計132名
退学：高度研究枠　8名　一般枠　10名　合計18名
※退学者には満期退学者を含む。

54/61



６　教育・留学生等への支援

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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
・留学生を新たに４名受け入れた。
＜平成30年度末累計＞　受入：１０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・スリランカ民主社会主義共和国）
・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

総務局
公立大学法人首都大学
東京 首都大学東京管理
部

留学生受入れ

都市外交人材育成基金を活用し36名の留学生を新規受入れ（2018年10月1日時点の在籍は91名）。首都大学
東京の留学生総数は10月1日時点で606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

総務局
公立大学法人首都大学
東京 首都大学東京管理
部

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15名程度の留学生が利用している。

③留学生の受入れ・支援

総務局
公立大学法人首都大学
東京 首都大学東京管理
部

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。
①就職ガイダンス：2018年10月24日
②エントリーシートの書き方講座：11月7日
③就活マナー＆面接対策講座：12月5日

③留学生の受入れ・支援

(総務局総務部)
公立大学法人首都大学
東京産業技術大学院大
学

留学生受入れ

留学生数　40名　（平成31年4月1日現在)

(内訳）
専攻別：情報アーキテクチャ専攻　9名、創造技術専攻　31名
国別　：中華人民共和国　39名、モンゴル国　1名

③留学生の受入れ・支援
建設局浜離宮恩賜庭
園、
小石川後楽園、六義園

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30年7月17日～27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）を受入れた。
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７　都民・民間団体との連携・支援

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①民間団体への支援と連
携

福祉保健局少子社会対
策部女性相談センター

女性の緊急保護事業への助成

在日外国人女性の緊急保護事業を実施している法人に助成を行った。
平成30年度実績　：
実人数 　16人（本人　９人、同伴児　７人）
延べ　1,301人（本人　674人、同伴児　627人）

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実施
・登録企業数：69社（平成31年3月31日現在）
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 ８　国際政策推進体制等

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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選抜し、WEBアンケート調査等を実施
・WEBアンケート調査（平成30.10.9～10.22 103人）
・対面アンケート調査
　1回目（平成30.11.26～平成30.12.4　地下鉄370人　バス45人)
　2回目（平成30.11.26～平成30.12.4　地下鉄234人　バス7人　東京さくらトラム（都電荒川線）30人）
・グループインタビュー
　1回目（平成30. 7.26　事前に外国人向けモデルコース等を体験の上、会議室でインタビュー実施　8人）
　2回目（平成30.12.21  東京さくらトラム⇒三ノ輪橋おもいで館⇒都バス乗車⇒会議室でインタビュー実施　8
人）

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、相互の連携強化を図るため、情報交換を行うとともに外部講
師による研修会を行った。
（平成31年1月28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、外国企業及びその従事者たる外国
人のビジネス環境、生活環境の整備等について、地域の関係者と協議、意見交換を行う場。
（平成30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：平成30.5～H31.3　修了者：196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及びシンガポール国立大学における研修を実施。
研修期間（米国・短期）：平成30.4～平成30.7　修了者：6名
研修期間（米国・14ヶ月）：平成30.4～平成30.5  修了者：2名
研修期間（シンガポール・3週間）：平成30.5～平成30.6　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：平成30.4～平成31.3　修了者：19名

④都職員の人材育成、職
員派遣等

環境局総務部 平成30年度英語力向上勉強会

外国人接遇力向上の一環として下記のとおり英会話・英語筆記力の研修を実施した。
・実践コース：平成30年10月16日～平成31年3月13日の期間、都職員4名参加
・習得コース：平成30年10月16日～平成31年3月13日の期間、都職員3名参加
・英語筆記力向上コース：平成30年11月21日～平成31年2月20日の期間、都職員7名参加
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 ８　国際政策推進体制等

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④都職員の人材育成、職
員派遣等

東京消防庁総務部 総務課兼務職員（国際業務係）の指定

兼務職員制度を利用し、消防業務の国際化に対応できる職員の養成を目的として、毎年、係業務の支援（翻
訳、通訳、外国人の視察対応等）を行う語学技能者を指定した。
実施期間：平成30年5月15日～平成31年3月31日
兼務職員：21名
言語：英語、中国語、韓国語、フランス語、フィリピノ語

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30年4月1日～平成31年3月31日
担当職員：22人
言語：　英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、フィリピノ語、アラビア語、ペルシア語

④都職員の人材育成、職
員派遣等

東京消防庁人事部 英語対応救急隊育成研修

外国人が安心して救急車を利用できるように、救急隊員に英会話や異文化理解の委託研修を行い、英語対応
救急隊の養成を行った。（各回10名、合計40名）
研修期間：
第１回　平成30年10月5日～同月26日　　第２回　平成30年11月26日～同年12月14日
第３回　平成31年1月10日～同月31日　　　第４回　平成31年2月1日～同月22日

④都職員の人材育成、職
員派遣等

東京消防庁人事部 外国語会話技能者養成委託研修
国際的諸行事及び平時の外国人対応等に備え、英会話技能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31年2月18日～同月21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て、隊員として必要とされる知識及び技術の習得、国際消防救助隊
としての心構え並びに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30年8月10日　訓練参加人数：35名
　　　　　 平成30年11月9日　訓練参加人数：33名

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：385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

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30年10月～平成31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（参加団体：25団体）
（開催日:平成31年１月29日）

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の研修を実施（受講者数：81名）
（研修期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日）
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 ８　国際政策推進体制等

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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の英文資料作成に向けた研修を実施（受講者数：38名）
（研修期間：平成30年6月21日）

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の英文資料作成に向けた研修を実施（受講者数：22名）
（研修期間：平成31年2月20日）

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（受講者数：176名）
（研修期間：平成30年7月5日）

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（受講者：132名）
（研修期間：平成30年12月20日）

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

IWA世界会議・展示会議開催に係る模擬
国際会議研修

国際会議の議事を円滑に進めていくのに必要となる英語能力向上のため研修を実施（受講者数：14名）
（研修期間：平成30年9月6日）

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

IWA世界会議・展示会議開催に係る模擬
テクニカルツアー研修

テクニカルツアーでの案内を円滑に進めていくのに必要な英語能力向上のため研修を実施（受講者数：15名）
（研修期間：平成30年8月1日、29日、31日）

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

IWA世界会議・展示会議開催に係る英語
での接遇研修

各施設・展示会場等での運営スタッフに必要となる英語での案内など接遇能力向上のため研修を実施（受講
者数：124名）
（研修期間：平成30年7月20日、26日、8月2日、6日、21日、27日）

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（受験者数：58名）
（試験実施日：平成30年6月30日、平成31年2月2日）

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

・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（派遣者数：
1名）
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：平成30年10月29日～平成30年11月9日）

④都職員の人材育成、職
員派遣等

下水道局総務部
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:平成30年７月19日～平成31年３月７日、
受講者:40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:平成30年４月19日～平成31年３月14
日、受講者:62名

④都職員の人材育成、職
員派遣等

警視庁警務部人事第一
課

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30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
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 ８　国際政策推進体制等

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④都職員の人材育成、職
員派遣等

警視庁警務部教養課
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30年4月1日～平成31年3月5日
受講者：43名

④都職員の人材育成、職
員派遣等

警視庁警務部教養課
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：100名

④都職員の人材育成、職
員派遣等

警視庁警務部教養課
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
ベトナム語(ベトナム社会主義共和国)、1名
研修期間：英語、中国語～約3か月間、ベトナム語～約２か月間
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９　その他

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

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）

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、視察等で来校した外国人に対し
配布した。

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）
・デリー上水道運営・維持管理能力強化プロジェクト
［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）
・SCADAを活用した水運用・無収水マネージメント能力活用プロジェクト
［事業概要］
・マレーシア・ラブアン水道職員に対し、SCADAを活用した水運用・無収水削減に関する能力向上に向けて、技
術指導や器材の供与を通じた技術協力を実施
・実施期間：（平成29年8月～平成32年3月予定）

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、政策連携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。
・平成30年5月　水面制御装置の普及拡大に向けた共同研究に関する覚書締結（署名者：開発３者及び欧州３
か国でのライセンス契約を締結しているシュタインハート社）
・平成30年10月　シュタインハート社との間のライセンス契約対象国として、新たに欧州６か国、北米２か国を追
加
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