
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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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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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。
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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
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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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