
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

９月１０日に東京国際クルーズターミナル開業（※当初予定の７月１４日より、新型コロナウイルス感染拡大によ

り延期）
５その他

②多言語表示（案内板、

標識等）
財務局建築保全部 多言語対応の推進

・都庁版コンシェルジュ、展望室専用エレベータ整理誘導員とも事業継続

・都庁舎改修工事において案内サインを更新する際、多言語対応を充実
４影響なし

②多言語表示（案内板、

標識等）

建設局

東京水辺ライン
多言語表示の券売機を設置

日本語を含む５言語（日・英・中簡・中繁・韓）で表示される券売機を２ヶ所（浅草二天門券売所・両国券売

所）に設置
４影響なし

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）
４影響なし

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（平

成２２年度から）

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））

４影響なし

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

（平成２８年度から）

３２インチの大型高精細ディスプレイで、日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語・フランス語・ス

ペイン語・タイ語の８言語に対応した自動券売機を、平成２９年２月から外国人利用者の多い３１駅に３２台を

導入。令和２年３月に東京２０２０大会競技会場最寄駅に１４台を導入

４影響なし

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

（平成２８年度から）

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、日暮里・舎人ライナー２駅、荒川電車営業所、都営交通案内所三ノ輪橋おも

いで館）

４影響なし

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

（平成２９年度から）
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 ４影響なし

②多言語表示（案内板、

標識等）
交通局車両電気部 訪日外国人の利便性向上

・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

 全駅のホーム上に日英中韓４言語の表示を行うＬＣＤ案内表示器を設置（令和元年度）

・日暮里・舎人ライナーの一部の駅ホーム上に日英中韓４言語の表示を行うＬＣＤ案内表示器を設置した。

４影響なし

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（３７１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
４影響なし

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
４影響なし

４ 都市づくり
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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

③経済活動の活性化

戦略政策情報推進本部

戦略事業部
（令和３年度より政策企画

局戦略事業部）

ビジネスコンシェルジュ事業

（平成２４年度から）

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
４影響なし

③経済活動の活性化

戦略政策情報推進本部

戦略事業部
（令和３年度より政策企画

局戦略事業部）

東京開業ワンストップセンター事業

（平成２７年度から）

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）。平成２９年度に

渋谷と丸の内にサテライトセンターを開設。令和２年度の延べ利用者数は3,664名

４影響なし

③経済活動の活性化

戦略政策情報推進本部

戦略事業部
（令和３年度より政策企画

局戦略事業部）

特区ウェブサイトの運営

(平成２４年度から)

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・英語で情報発

信。

４影響なし

③経済活動の活性化

戦略政策情報推進本部

戦略事業部
（令和３年度より政策企画

局戦略事業部）

国家戦略特区制度の活用

・東京圏国家戦略特別区域会議を４回開催し、都市計画法の特例による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、外国医師の特例を活用した金融系外国人材等の生活環境の整備、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など４ 事項、６ 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

・公益的な事業等における搭乗型移動支援ロボットの活用について、国家戦略特区内において道路使用許可を取

得すれば公道走行が可能となる枠組が社会実装化され、先端テクノロジーの活用による生産性の向上が実現

４影響なし

③経済活動の活性化

戦略政策情報推進本部

戦略事業部

（令和３年度よりデジ

タルサービス局）

国際的なライフサイエンスビジネス拠

点の実現

・国際的なライフサイエンスのビジネス拠点形成に向け、創薬・医療系ベンチャー育成支援事業「Blockbuster

TOKYO」について、民間企業のノウハウを利用して情報発信を実施

・創薬・医療系ベンチャー育成支援事業やウェットラボ助成事業、大学保有機器共用等の研究開発環境の整備を

通じ、創薬・医療分野のベンチャーや研究者の支援を実施

４影響なし

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

・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

 ①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

 ②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オンデマンド配信にて実施

・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

・宿泊施設等向け外国人患者対応マニュアルを作成

２規模縮小・代替策による実施
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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

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、都内の優れた技術等を持つ企業を出展

※フランス共和国 アヌシーにて開催された展示会に設置（新型コロナウイルスの影響を受けオンラインで開催）

・海外の展示会に出展する中小企業を支援

※出展国数３か国（タイ王国、ベトナム社会主義共和国、シンガポール共和国）の展示会への出展を支援（新型

コロナウイルスの影響を受けオンラインで開催）

５その他

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。
４影響なし

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（対面による講義を中止し、オンラインにて開催）

・言語サポートツールの導入

２規模縮小・代替策による実施

④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 ４影響なし

③経済活動の活性化

戦略政策情報推進本部

戦略事業部
（令和３年度より政策企画

局戦略事業部）

「国際金融都市・東京」の実現

・平成３１年４月に設立した官民一体の金融プロモーション組織「（一社）東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)」を

通じて、国内外Webinarでの金融プロモーション活動を実施（コロナにより渡航での海外プロモーション活動は実

施なし）

・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Webinarで開催（２月）

・「東京金融賞」を実施し、金融イノベーション部門・ESG投資部門の2部門を設け、都民等のニーズ・課題の収

集、解決策・事業者の募集、支援プログラムの提供等を行い、２月に表彰式を開催

・海外からパネリスト、アセットマネージャー等を招き、EMPの認知度向上及び国内外資産運用会社と機関投資

家とのマッチング機会創出を目的としたセミナーを開催（２月）

・サステナブルファイナンスやESG投資における国際連携や情報収集を通じ、東京へのESG投資等の一層の普及・

拡大を図るため、「FC4S(International Network of Financial Centres for Sustainability)」へ加盟し（令和元年

６月）、アセスメントプログラムへの参加や、年次総会（オンライン）に出席（１０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～）

･金融ライセンス登録に関する英語解説書を改訂（公表は令和３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、令和２年

度内には金融系外国企業を１５社誘致（平成２９年度～）

・アジア特化版アクセラレータプログラムを実施。９ヶ国・地域、52のフィンテックスタートアップ企業から８

企業を選定し、国内金融機関等の協力の下、プログラムを実施（１月～２月）

・ビジネスコンシェルジュ東京・香港窓口を開設し、東京進出を検討する金融系外国企業等への相談対応や、情

報発信等を実施（１０月～）

・東京進出を検討する海外企業の事前調査に係る一時滞在費用を支援するため「金融系外国企業・人材に対する

一時的オフィス提供事業」を開始（１１月～）

２規模縮小・代替策による実施
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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
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毎年３月第一日曜日に開催。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。例年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。

※東京マラソンは、令和３年１０月１７日（日）に日程変更しての開催を予定していたが、その後更に、令和４年

３月６日（日）に延期。

１中止（翌年度に延期も含む）

④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
・大会延期に伴う整備スケジュール調整等を実施

・新規恒久施設及び既存施設について、無料Wi-Fiの整備に着手
４影響なし

④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

・全７施設で無料Wi-Fi利用環境を整備済み

・サービスの提供を継続
４影響なし

④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

・育成講座は終了したが、今までの実績をレガシーとして残すため、育成講座の教材や、過去のイベント等の動画

を公開

・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（オンラインでの開催）

・東京ボランティアポータルなど、ボランティア活動に役立つ情報や、動画レッスン情報をメール発信

・ボランティア登録者数 約54,000名（３月３１日現在）

２規模縮小・代替策による実施

④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。窓口への研修会は中止又はオンライン実施とした。

・広域的な観光案内拠点 １０箇所

・東京観光案内窓口 ３６８箇所

２規模縮小・代替策による実施

④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

新型コロナウイルス感染症拡大により、ボランティアへの研修はオンラインで実施したものの、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」（計１０地域）は中止
１中止（翌年度に延期も含む）

④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

新型コロナウイルス感染症拡大により、ボランティアへの研修はオンラインで実施したものの、東京を訪れる個

人旅行の外国人に提供する観光ボランティアのガイドサービス（１５コース）は中止
１中止（翌年度に延期も含む）

④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、訪都旅行者への総合的な情報提供体制の強化を図る。新型コロナウイルス感染

症拡大に伴い、時間短縮営業や休業した。

・来場者数 191,214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

２規模縮小・代替策による実施

④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」として国内外からの旅行者等の多様な

ニーズに対応し、全国の観光情報等を発信することで、旅行者の利便性を高める。新型コロナウイルス感染症拡

大に伴い、時間短縮営業や休業した。

・来場者数 35,098名

２規模縮小・代替策による実施

④観光の振興・コンベン

ションの誘致
産業労働局観光部 ウェルカムボードの設置

東京を訪れる外国人旅行者を温かく迎えるため、ウェルカムボードを設置する。

・成田空港（第１ターミナル）３か所 ・成田空港（第２ターミナル）３か所 ・羽田空港（国際線ターミナル）

１か所  ※外国人旅行者の減少を受け、羽田空港は年度後半の掲出を見送り

・東京観光情報センター５か所

２規模縮小・代替策による実施
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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（８件）・東京観光セミナー（２件） ※全てオンライン

・東京観光レップ主催 旅行事業者向けセミナー （１９件） ※１８件オンライン

・東京ニュース（メールニュース）の配信

・メディアサポート（メディアが行う東京に関する記事造成サポート）（１件）

２規模縮小・代替策による実施

④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。

中国、台湾、韓国、マレーシア、タイ、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、イギリス、ドイツ、イタリ

ア、スペイン、オーストラリア、フランス、カナダの運営

４影響なし

④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。

・都内事業者と連携したシティプロモーションをオンラインで実施

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、成⾧開拓市場におけるプロモーションは中止

２規模縮小・代替策による実施

④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。

・海外渡航制限を踏まえ、リアル開催を中止し、オンラインプロモーションを実施

２規模縮小・代替策による実施

④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。

・都内学校における国際交流等の取組状況及び意識に関する調査

・１２月４日、米国の教育関係者向け説明会（オンライン）へ参加

２規模縮小・代替策による実施

④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、映像関係者等へ東京の魅力をアピールする。

会期：１０月３１日～１１月９日

会場：六本木ヒルズ、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラムなど

その他：外国人映像関係者が来日できないことから、賞の構成を縮小して実施

２規模縮小・代替策による実施

④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：９月１６日～９月２７日

会場：表参道ヒルズスペースオー、iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズなど

その他：オンライン配信をセレモニーやセミナーにも拡大して実施

３事業内容の拡充

④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
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の支援として、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

・海外渡航制限を踏まえ、リアルに東京の魅力を体験できる従来の国際会議開催支援プログラムを変更し、オンラ

インで体験できるプログラムを提供

２規模縮小・代替策による実施

④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。
４影響なし

④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 ４影響なし

④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

（平成３０年度から）

・「Greater Tokyo Pass」の発売（平成３０年４月～）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年４月から発売中止

・「WELCOME KANTO PASMO」の発売（平成３０年１２月～令和元年７月）

・「PASMO PASSPORT」の発売（令和元年９月～）

１中止（翌年度に延期も含む）

④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

（平成２５年度から）

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。
４影響なし

④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 ４影響なし

④観光の振興・コンベン

ションの誘致
港湾局港湾経営部 無料Wi-Fi利用環境の整備 平成２９年度までに実施済 ４影響なし

④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利用環境運用中（平成３０年度に全ての船客待合所・空港において無料

Wi-Fi環境整備完了）
４影響なし

④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 芸術文化の新たな推進体制

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い外国人向けプログラムを中止し、オンラインコンテンツを配信

・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
２規模縮小・代替策による実施

⑤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

令和２年度 :単年 １２４件 （内訳：都内１００件、海外２０件、都内及び海外４件） ⾧期 ４件

４影響なし

⑤芸術文化の振興 生活文化局文化振興部 二国間交流
ベルリン−東京交流（派遣１名・受入れ０名）

派遣期間：１０月～１２月
２規模縮小・代替策による実施
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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

⑤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

(平成９年度試行、平成１０年度本格実

施)

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。

・新型ウイルス感染拡大防止のため、１０月までボランティア活動を休止。１１月から少人数、短時間による事

前ガイド活動を再開したが、１月以降再び感染者数が増加したため、年度末までボランティア活動を休止した。

・登録者数：２２１人

（外国語内訳（複数言語への対応可能者がいるため延人数で記載））

英語１１９名、フランス語１５名、中国語１０名、ドイツ語６名、ハングル５名、スペイン語４名、イタリア語

１名（外国語計１６０名）

・活動実績 ３２２件（延べ対応客数６２６人）

２規模縮小・代替策による実施

⑥多言語での情報発信 政策企画局政策調整部 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

（開催方法を対面式からオンラインに変更）

・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

・各局主催イベント等への海外メディア取材誘致

・海外広報のコンテンツの制作・発信

・SNSによる発信（Twitter、Facebook、Instagram、Weibo）

・PR冊子の制作（発行部数：計20,000部）

（制作回数を２回から１回に変更）

・国内外におけるインターネットメディアの活用等

・東南アジア、インドを対象とした映像の配信

２規模縮小・代替策による実施

⑥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

「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。

４影響なし

⑥多言語での情報発信 主税局総務部 多言語対応の推進
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（令和２年度 英語版：2,250部、中国語版：

1,500部、韓国語版：1,150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
４影響なし

⑥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
・多言語対応ガイド等を踏まえ、各文化施設において多言語対応を実施

・英語については全施設で対応済

・今後の対応を検討

２規模縮小・代替策による実施
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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

⑥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

１２月２３日に、第１０回多言語協議会及び「多言語対応推進フォーラム」をオンライン開催。各分科会（交

通、道路、観光・サービス）、小売分野の取組、先進的取組事例等について紹介
２規模縮小・代替策による実施

⑥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が完了した。また、東西自由

通路の供用開始に向けた案内サインの整備が完了した。昨年度に引き続き、日・英・中・韓の四か国語に対応し

たターミナルマップ等の配布を行った。

・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。

２規模縮小・代替策による実施

⑥多言語での情報発信 都市整備局市街地整備部
多摩ニュータウンの再生についての情

報発信

多摩ニュータウンの魅力、価値、再生の取組などを国内外に発信するため、パンフレットを作成。日本語版に合

わせ、英語版を作成した。
５その他

⑥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、都内区市町村等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。
４影響なし

⑥多言語での情報発信 福祉保健局保健政策部
外国語による受動喫煙防止対策情報の

発信

・４月に全面施行された改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の制度内容を周知するため、令和元年度に作

成したポスター・リーフレット（英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語）を、ホームページに掲

載

・令和元年度に引き続き、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の制度内容をまとめた「受動喫煙防止対

策施設管理者向けハンドブック」の翻訳（英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語）を、ホームペー

ジに掲載

・改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の制度内容を周知する動画の英訳版（令和元年度作成）をホーム

ページに掲載

・改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行し、「屋内が原則禁煙」となったことを周知するため、

動画（英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語）を作成

５その他

⑥多言語での情報発信
福祉保健局障害者施策

推進部

外国語によるヘルプマークに係る情報

の発信

・令和元年度に制作した英語・中国語・韓国語のヘルプマーク普及啓発用動画を、６月に特設サイトにて公開し

た。

・英語・中国語・韓国語の普及啓発チラシを作成し配布した。

・既成ポスターにＱＲコード（６月に公開した英語版・中国語版・韓国語版のウェブサイト）を追記。リニュー

アルして配布した。

４影響なし

⑥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。
４影響なし

⑥多言語での情報発信
中央卸売市場豊洲市場

管理課
多言語対応の推進

令和元年度に引続き、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。
４影響なし
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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

⑥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

４園において東京都による園内サインの多言語化改修工事に協力し、整備が完了した。

新たにオープンした展示施設「パンダのもり」内サインについて、英語併記とし、パンダの生態などについての

情報に寄与した。

道路管理部所管分はR1で事業完了

４影響なし

⑥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 日比谷公園を対象とする歴訪ガイドの英語・仏語・韓国語・中国語（簡体字・繁体字）版を作成・配布した。 ４影響なし

⑥多言語での情報発信

建設局

日比谷公園、芝公園、

青山公園

多言語版園内マップの発行
日比谷公園・芝公園を対象とする園内マップの英語・仏語・韓国語・中国語（簡体字・繁体字）版を作成・配布

した。青山公園を対象とする園内マップの英語版を作成・配布した。
４影響なし

⑥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」の英語版を作成、配布した。 ４影響なし

⑥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、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 「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・配布した。 ４影響なし

⑥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 外国人向け英語の庭園ガイドを実施した。 ４影響なし

⑥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
「文化財庭園」グループ（９公園）を対象とするリーフレットの英語・仏語・韓国語・中国語（簡体字・繁体

字）、スペイン語版を作成・配布した。
４影響なし

⑥多言語での情報発信
建設局

浜離宮恩賜庭園
英語による庭園ガイドの動画配信 英語による庭園ガイドを動画撮影し、YouTube配信を行った。 ３事業内容の拡充
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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

⑥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。 ４影響なし

⑥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（繁体字）版園内案内図を作成・配布した。 ４影響なし

⑥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 Metropolitan Tama Cemetery及びTokyo Metropolitan Tama Cherry Blossom

Viewing Spots」）を作成・配布した。
４影響なし

⑥多言語での情報発信
建設局

谷中霊園
英語版リーフレットの発行

英語版リーフレット（「Welcome to our collection of rubber art stamps in Yanaka Cemetery」,「Structure of

Grave and the Name of Each Part」）を作成・配布した。
４影響なし

⑥多言語での情報発信
建設局

青山霊園
英語版リーフレットの発行 英語版リーフレット（「Aoyama Cemetery  Let's walk in the forest of the history」）を作成・配布した。 ４影響なし

⑥多言語での情報発信
建設局

東京水辺ライン

ホームページ（水上バスで行こう）の

多言語化を実施
ホームページ（水上バスで行こう）を多言語表示（１６言語：主要部分は５言語）で発信した。 ４影響なし

⑥多言語での情報発信
建設局

新川事務所
英語版リーフレットの発行 英語版リーフレット（「Sumida River Terrace Sightseeing Map」）を作成・配布した。 ４影響なし

⑥多言語での情報発信 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
英語版パンフレットの作成 ４影響なし

⑥多言語での情報発信 港湾局離島港湾部 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）について、各施設及び関係機関に配付 ４影響なし

⑥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）を継続設置

・竹芝客船ターミナルの館内サインの多言語化整備工事を実施（８月完成）

４影響なし

⑥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「東京都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施設の無料Wi-Fi利用環境の整備（利用手続画面多言語対応：日・英・中・韓）

 ・臨海副都心地域プロモーション用映像の制作

４影響なし

⑥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で多言語案内表示板を１箇所設置（累計で１８箇所設置済） ４影響なし

⑥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、フィリピン語による冊子「消防１１９」を作成
４影響なし

⑥多言語での情報発信 交通局総務部 都営交通の利用方法等の情報を発信 都営交通の利用方法等を掲載した英語版ホームページのデザイン等を３月にリニューアルを行った。 ４影響なし

⑥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（５駅）

・コンシェルジュの配置継続（配置規模縮小）
２規模縮小・代替策による実施
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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

⑥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

・運用（平成２９年度から）

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。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一定期間（４月１１日～６月１８日）休業した。

２規模縮小・代替策による実施

⑥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

（平成２５年度から）

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」（https://tobus.jp）

について、英語版を平成２５年６月から継続提供中
４影響なし

⑥多言語での情報発信 水道局サービス推進部
外国語によるＰＲ館施設案内情報の発

信
PR館（東京都水の科学館及び水道歴史館）施設案内パンフレットを英語、中国語、韓国語に翻訳し配布 ４影響なし

⑥多言語での情報発信 水道局サービス推進部 外国語による局ホームページの発信 局ホームページの外国語ページを、英語・中国語・韓国語で公開している。 ４影響なし

⑥多言語での情報発信
教育庁指導部

指導企画課
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を緊急事態宣言発出時を除き実施

・東京都教育委員会主催の外国語体験講座は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け中止

２規模縮小・代替策による実施

⑥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２

９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
４影響なし

⑥多言語での情報発信 警視庁総務部 多言語対応の推進

・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

・交番等におけるランドマーク設置を推進（令和２年度中９か所設置）

・防寒服（第二種）、雨衣、背負い、交通捜査臨場服及び交通捜査臨場服防寒服に「ＰＯＬＩＣＥ」文字を表示

・職員の語学能力向上に向けた外国語委託研修の実施及び指定通訳員の招致訓練の実施

・盛り場対策の一環として、英語で「客引きについていかない」と表記するポスター（警視庁盛り場総合対策の多

言語対応ページへリンクするＱＲコード付き、英語・中国語・韓国語）を作成。各警察署に配布し、防犯講話で

の活用、掲示依頼を実施した。

・既存の東京の犯罪情勢や留意点を記載した多言語のリーフレット（令和元年度改訂版）を増刷し、成田国際空

港、都内観光案内所等に配布した。（英語・中国語・韓国語・スペイン語）

２規模縮小・代替策による実施
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