
①分野
②担当（関係）

部所名
③項目名 ④実績（R２年度）

⑤新型コロナウイルス感染拡大に

よる事業への影響

①国際会議の開催 総務局総務部

ＡＰＥＮと東ビサヤ州立大学（フィリピ

ン）との共催セミナーの開催（東京都

立産業技術大学院大学）

APEN加盟大学及び東ビサヤ州立大学（フィリピン）と、各国の新型コロナウィルスの状況や、ポスト新型コロナ

を見据えた高度専門職人材育成をテーマとするセミナーを１１月にオンラインで開催し、６か国１１名が参加し

た。

※APEN（Asia Professional Education Network）とは、アジアの産業発展を担う高度専門職人材育成等のための

大学、企業、団体を結ぶ教育プラットフォームとして設立されたネットワーク組織（平成２３年６月設立）。産技

大の学⾧が会⾧を務め、令和３年３月現在、１３か国計３３団体（２０大学８社５団体）が加盟しており、会⾧

校である産技大が事務局を運営している。

２規模縮小・代替策による実施

①国際会議の開催 総務局総務部

第１０回ＡＰＥＮ理事会及びセミナー

の開催（東京都立産業技術大学院大

学）

APENの理事会と、パンデミックに対する各国大学の取組みをテーマとするセミナーを３月にオンラインで開催

し、７か国１０名が参加した。
２規模縮小・代替策による実施

①国際会議の開催 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

①国際会議の開催

 ２月１７日 TIME TO ACTキックオフ会議

②国際会議への参加

 ・C40

 ４月２３日、５月２８日 コロナ対応エネルギー＆ビルディングコール

 ６月２２日、１２月４日 運営委員会

 １０月１９日～２２日 大気質ネットワーク バーチャルワークショップ

 １０月２１日、１２月１５日 食品ロスネットワーク アクションラボ

 １１月５日、１月１９日 ゼロ廃棄物ネットワーク バーチャル集会

 １１月１７日、２０日 適応策ワークショップ クールシティズネットワーク

 １１月１９日 適応策ワークショップ コネクティングデルタシティズネットワーク

 ・イクレイ

 １０月２２日 Daring Cities 2020

 ・ＩＣＡＰ

 １０月２８日  ICAPオンライン年次総会

 ・その他

 ９月１５日 気候行動・エネルギー持続可能性台北国際フォーラム2020

 １月２７日 ダボス・アジェンダ

 ３月１７日 環境省脱炭素都市国際フォーラム

 ※以上、すべてオンライン開催・参加

２規模縮小・代替策による実施

①国際会議の開催
水道局

研修・開発センター
東京・ソウルフォーラム

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

令和２年度は新型コロナウイルスの影響により延期
１中止（翌年度に延期も含む）

②国際会議への参加 政策企画局外務部
ミルケンインスティテュート・アジア

サミット２０２０

１２月９日、シンガポールで開催されたミルケンインスティテュート・アジアサミット２０２０に知事がビデオ・

メッセージの形式で参加
２規模縮小・代替策による実施

３ 国際会議と国際ネットワーク
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①分野
②担当（関係）

部所名
③項目名 ④実績（R２年度）

⑤新型コロナウイルス感染拡大に

よる事業への影響

②国際会議への参加 政策企画局外務部
「ゼロ・カーボン・フォーラム」に知

事が参加（ビデオメッセージ）

１２月１１日、フランス共和国パリ市が主催する「ゼロ・カーボン・フォーラム」に、知事がビデオメッセージの

形式で参加
２規模縮小・代替策による実施

②国際会議への参加

オリンピック・パラリ

ンピック準備局計画推

進部

オリンピック開催都市世界連合

（WUOC）年次総会への参加

１０月２８日、オンラインにて開催されたオリンピック開催都市世界連合（WUOC/World Union of Olympic

Cities）の年次総会に参加
２規模縮小・代替策による実施

②国際会議への参加 環境局総務部
生物多様性条約エディンバラプロセス

アジア・太平洋セッション
５月８日及び７月２日、生物多様性条約ＣＯＰ１５に係る自治体関係の世界ウェブ会議に職員４名が参加 ４影響なし

②国際会議への参加 水道局総務部 TIWW（台湾国際水週間）2020
水文化の再構築というテーマで、台湾の水産業におけるソフト面、ハード面を共有する会議への出席

（オンライン:９月２４日）
２規模縮小・代替策による実施

②国際会議への参加 水道局総務部 第１２回ＩＷＡ世界会議・展示会 １０月にデンマークで開催される予定であったが、新型コロナウイルスの影響で令和４年９月に延期 １中止（翌年度に延期も含む）

②国際会議への参加 水道局総務部 ISO/TC224 WG6
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

（オンライン:６月２４日、６月２５日、１１月３日、１１月５日）
２規模縮小・代替策による実施

②国際会議への参加 水道局総務部

Climate Smart Utilities Community of

Practice（CoP）（気候変動に強い事業

体の実践的コミュニティ）

気候変動に対して、各事業体が気候変動に対する取り組み等について情報共有をすることを目的とした会議への

出席

（オンライン:３月２４日）

２規模縮小・代替策による実施

②国際会議への参加 水道局総務部 ISO/TC224 WG14
ISO24510「飲料水及び下水サービスに関する活動 ユーザ・サービスの評価及び向上に関するガイドライン」

改訂

（オンライン:１２月８日、３月１１日、３月２９日）

２規模縮小・代替策による実施

②国際会議への参加 下水道局総務部
欧州水協会20周年記念国際シンポジウ

ムへの参加
職員３名が論文発表を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、同シンポジウムは中止 １中止（翌年度に延期も含む）

②国際会議への参加 下水道局総務部
第９３回米国水環境連盟年次総会への

参加
１０月、初のウェブ開催となった同年次総会で職員１名が論文を発表 ２規模縮小・代替策による実施

②国際会議への参加 下水道局総務部
第１２回ＩＷＡ世界会議・展示会への

参加

職員３名が論文発表を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、同会議・展示会は

翌年度に延期
１中止（翌年度に延期も含む）

②国際会議への参加 東京消防庁総務課 第3回海外大都市間消防連絡会 ６月にパリで開催される会議に参加予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった。 １中止（翌年度に延期も含む）
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①分野
②担当（関係）

部所名
③項目名 ④実績（R２年度）

⑤新型コロナウイルス感染拡大に

よる事業への影響

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)
８月１９日から８月２１日まで、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス市で開催される会議に参加予定だった

が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった。
１中止（翌年度に延期も含む）

②国際会議への参加 東京消防庁総務課
第３１回アジア消防⾧協会（イフカ）

総会

１１月に台湾台北市で開催される会議に参加予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止とな

り、代替えとしてウェブ・書面会議を実施した。
２規模縮小・代替策による実施

③国際ネットワークの構

築・加盟
政策企画局外務部 都市食料政策ミラノ協定への加盟 ２月１５日付、持続可能な食料システムや都市の食料政策の発展のための国際的な連携を促す同協定に加盟 ４影響なし

③国際ネットワークの構

築・加盟

戦略政策情報推進本部

戦略事業部
FC4S年次総会への出席

１０月１４日、１０月２１日、１０月２８日の３日間にわたってオンラインで開催された年次総会に参加。

※FC4S（International Network of Financial Centres for Sustainability）とは、UNEP（国連環境計画）が運営

している国際ネットワーク。令和３年５月末現在、加盟メンバーは３４の金融センターで構成されている。

２規模縮小・代替策による実施

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

アジア諸都市の水道事業体が、それぞれ抱える人材育成の手法や研修手法等の課題について、情報交換を通じて

解決を図るためのネットワークを構築し、各国相互のニーズに応じた人材育成ノウハウの提供などにより、アジ

ア全体の水道事業のレベルアップに寄与するもの。

（オンライン開催:１１月２０日）

２規模縮小・代替策による実施

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

以下の事業を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、全て中止した。

・「危機管理会議」（予定：９月１８日～１９日、於：台北)

・東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加

・救助技術研修

・都市における捜索・救助研修

１中止（翌年度に延期も含む）

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 新型コロナウイルスの影響により、海外救助隊の招聘を見合わせたため実績なし １中止（翌年度に延期も含む）

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

９月１６日から９月１７日まで、台湾台北市で危機管理会議が開催される予定だったが、新型コロナウイルス感

染拡大の影響により中止となった。
１中止（翌年度に延期も含む）

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

１月２０日、第17回アジア観光促進協議会にて、共同宣言を採択

・対面による開催を中止し、代替としてオンライン会議を実施

・参加都市：台北、マニラ、ジャカルタ、ハノイ、トムスク、東京

２規模縮小・代替策による実施

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

東京国際ユース（Ｕ−１４）サッカー

大会の開催
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 １中止（翌年度に延期も含む）

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

スポーツを通じた国際貢献事業（柔道

指導者派遣）
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 １中止（翌年度に延期も含む）
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①分野
②担当（関係）

部所名
③項目名 ④実績（R２年度）

⑤新型コロナウイルス感染拡大に

よる事業への影響

④多都市間の実務的協力

事業
環境局総務部

令和２年度脱炭素社会実現のための都

市間連携事業

環境省が実施した標記公募事業において、公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）と共同で応募し、マレー

シア国クアラルンプール市における建築物の省エネ普及に向けた脱炭素制度構築支援を実施
２規模縮小・代替策による実施

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

①１０月１４日、１２月１０日、３月８日

アジア大都市を中心とした「資源リサイクルの促進」に係るオンライン研修事業（計３回）

②１１月２５日

ハノイ市・東京都二都市間交流事業3R 推進及び廃棄物処理改善のためのオンラインミッション

２規模縮小・代替策による実施

④多都市間の実務的協力

事業
環境局総務部

令和２年度ＪＩＣＡ課題別研修「エネ

ルギーの高効率利用と省エネの推進研

修」

都の気候変動対策の説明動画を作成・提供し、e-learning素材として活用 ２規模縮小・代替策による実施

④多都市間の実務的協力

事業
福祉保健局感染症対策部 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

 実績なし

・共同調査研究

 都内在住外国人に対する効果的な情報発信及び収集に関する基礎調査

・海外派遣研修（タイ・マヒドン大学）

 実績なし

１中止（翌年度に延期も含む）

④多都市間の実務的協力

事業

水道局総務部、

研修・開発センター

水道技術を修得したエキスパートの養

成

（研修受入れ）海外水道事業体等からの研修受入れの実施

 ［内容］局事業や漏水防止対策等に関する講義、局施設の視察

 ［受入人数］１４６名

   新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の研修をオンライン形式にて実施

（職員派遣）実績なし

２規模縮小・代替策による実施

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、JICAが主催するオンライン研修に講師として参画し、人材交流・育成を図った。

※海外からの視察者、研修生の受入れは中止
２規模縮小・代替策による実施

④多都市間の実務的協力

事業

選挙管理委員会事務局

選挙課

都立足立高等学校選挙出前授業視察

コーディネート

１０月２１日、都立足立高等学校（定時制）で、足立区選挙管理委員会が実施した選挙出前授業へのJICA職員視

察をコーディネート。

この後、都立橘高等学校におけるマルチメディア教材制作に繋がった。

４影響なし

④多都市間の実務的協力

事業

選挙管理委員会事務局

選挙課

ＪＩＣＡマルチメディア教材への取材及

び撮影協力

３月２３日、都立高校にて、出前授業や模擬投票等にかかるJＩＣＡマルチメディア教材への取材及び撮影協力を

行った。また、同校生徒に対し、ＪＩＣＡ職員による海外の選挙事情の講演を依頼、同日に実施した。本教材

は、新型コロナウィルス感染のため、実施が縮小された開発途上国等の選挙・政策関係者への研修や事業説明の

代替等として提供される。

５その他

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 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 １中止（翌年度に延期も含む）
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