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平成28年度実績

提携都市名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

アメリカ合衆国ニューヨー
ク市
(S35)

・知事のニューヨーク出張時において、ニューヨーク市長と面会、
三春滝桜植樹式（於プロスペクトパーク）で福島県の三春滝桜を植
樹（平成28年4月12日）
・アジア感染症対策プロジェクト会議（平成28年6月7日～9日、ソウ
ル特別市で開催）に、ゲストスピーカーとしてニューヨーク市から関
係者が参加
・ニューヨーク市議会議員等に対する都政説明（平成29年3月29
日）

中華人民共和国北京市
（S53）

・北京市ＣＤＣ職員4名を東京都健康安全研究センターに受入れ、施設見
学、検査体制等に関する意見交換を実施（平成28年4月26日）
・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実施、海外
都市9都市参加）に招聘
・アジア感染症対策プロジェクト会議（平成28年6月7日～9日、ソウル特別
市で開催）に、ゲストスピーカーとして北京市から関係者が参加
・北京市青少年キャラバン訪日団歓迎会（平成28年7月14日）
・北京藍天救援隊主催セミナーへの東京消防庁職員の参加（平成28年8
月27日～31日）
・日中韓博物館国際シンポジウムを開催（平成28年10月13日～14日）
　会場：瀋陽故宮博物院
　テーマ：ミュージアムグッズの開発と効果
・東京グローバルパートナーズセミナー（平成29年2月1日～3日、海外都
市14都市参加）への参加※4(3)に再掲
・調査研究・展覧会準備のための学芸員の相互派遣
　江戸東京博物館学芸員を北京首都博物館に派遣（平成29年2月2日～7
日）
　北京首都博物館学芸員を江戸東京博物館で受入（平成29年2月12日～
18日）
・北京首都博物館との交流展覧会「江戸と北京-18世紀の都市と暮らし-」
を開催
　会場：江戸東京博物館　会期：平成29年2月18日～同年4月9日
・東京都環境科学研究所の研究員2名を北京市環境保護研究院へ派遣
し、大気汚染分野の研究員相互交流事業を実施（平成29年2月19日～3
月1日）
・東京都太田記念館卒寮生のネットワーク構築と交流の促進のため、懇談
会を開催
　北京市優先枠の募集・選考を実施
・首都師範大学から、交換留学生5名を受入。
・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。
・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。

政策企画局
外務部企画課
(21-442)

Ⅰ世界に広がるネットワークづくり

1国際交流

(1)   海外諸都市との交流

内容・実績

①姉妹・友好都市及び政策提携都市との交流
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オーストラリア
ニュー・サウス・ウェールズ
州（S59）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実
施、海外都市9都市参加）に招聘
・教育庁職員によるニュー・サウス・ウェールズ州訪問（平成28年8
月2日～10日）
・ニュー・サウス・ウェールズ州教育省と東京都教育庁との覚書締
結（平成28年10月6日）
・児童・生徒や教員の相互訪問等を通じ、相互交流を充実
　（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交
換留学を実施・杉並総合高等学校において、姉妹校であるフォー
トストリート高校への語学研修を実施・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への語学研修旅行を実施・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交換留学を
実施）
・職員相互派遣事業として、（公財）上野動物園職員をタロンガ動
物園に派遣（平成29年1月22日～28日）
・東京グローバルパートナーズセミナー（平成29年2月1日～3日、
海外都市14都市参加）への参加※4(3)に再掲
・第11回IWA水質シンポジウムへの水道局職員の参加（平成29年2
月13日～17日）
・職員相互派遣事業として、都市整備局職員2名を派遣（平成29年
2月19日～26日）（視察先：ウォータールー、バランガルー等の大規
模都市開発に基づく地区の視察、NSW州都市整備局とのブリー
フィングなど）

大韓民国ソウル特別市
（S63）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実施、海外都
市9都市参加）に招聘
・ソウル友好祭2016への参加（平成28年5月5日～9日）
・ソウル特別市がイクレイ東アジア事務局と協力して設立した大気イニシアティ
ブ「東アジア・クリーン・エア・シティ」に参加
・北東アジア大気質改善国際フォーラムへの環境局職員の出席（平成28年5
月19日～20日）
・ソウル特別市主催「2016 北東アジア大気質改善国際フォーラム」に参加（平
成28年5月）
・ソウル特別市がイクレイ東アジア事務局と協力して設立した大気イニシアティ
ブ「東アジア・クリーン・エア・シティ」に参加
・アジア感染症対策プロジェクト会議（平成28年6月7日～9日、ソウル特別市で
開催）に、開催都市として関係者が出席、ＭＥＲＳ、結核、ＨＩＶ／エイズ対策、
感染症対策に関する法制度等について意見交換を実施
・ソウル特別市安全総括本部一行に対する都政説明（平成28年7月20日）
・ジュニアスポーツアジア交流大会（平成28年8月26日～28日、海外都市13都
市参加）に招聘
・東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加(平成28年8月31日～9月4日、
海外都市5都市参加）※4(3)に再掲
・ソウル気候変動首長フォーラムへの環境局次長の参加（平成28年9月1日～2
日)
・日中韓博物館国際シンポジウムを開催（平成28年10月13日～14日）
　会場：瀋陽故宮博物院　テーマ：ミュージアムグッズの開発と効果
・ソウル特別市主催 水管理研修に職員１名が参加（平成28年11月）
・危機管理会議2016（於：シンガポール）への参加（平成28年11月10日～12
日、海外都市6都市参加）※4(3)に再掲
・ソウル市水管理研修への水道局・下水道局職員の参加（平成28年11月15日
～23日)
・共同調査研究会議（平成28年12月20日～21日、東京で開催）に、ソウル特別
市から関係者が出席、ＨＩＶ／エイズ対策に係る調査研究、梅毒等の性感染症
対策等について意見交換を実施
・東京グローバルパートナーズセミナー（平成29年2月1日～3日、海外都市14
都市参加）への参加※4(3)に再掲
・旅行者誘致に関する経験の共有  ウェルカムアジアキャンペーン（各都市代
表者会議等）を活用したノウハウの共有等を実施

政策企画局
外務部企画課
(21-442)
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インドネシア
ジャカルタ特別市
（H1）

・JSAジュニアスポーツアジア交流大会2016（平成28年8月26日～２
８日）に招へい。
・相互観光PRの実施（平成28年8月（東京）、9月（ジャカルタ））
・危機管理会議2016（於：シンガポール）への参加（平成28年11月
10日～12日、海外都市6都市参加）※4(3)に再掲
・東京グローバルパートナーズセミナー（平成29年2月1日～3日、
海外都市14都市参加）への参加※4(3)に再掲

ブラジル
サンパウロ州
（H2）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実
施、海外都市9都市参加）に招聘
・東京都の柔道指導者をサンパウロ州に派遣し、指導者及び選手
に対して指導を実施（平成28年11月19日～20日に実施）

エジプト・アラブ共和国
カイロ県
(H2)

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実
施、海外都市9都市参加）に招聘

ロシア連邦モスクワ市
（H3）

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実
施、海外都市9都市参加）に招聘
・モスクワ市教育局一行に対する都政説明（平成28年12月8日～9
日）
・モスクワ市対外経済・国際関係局一行に対する都政説明（平成28
年12月9日）
・東京都の柔道指導者をモスクワ市に派遣し、指導者及び選手に
対して指導を実施（平成29年1月29日～2月2日に派遣）

ドイツ連邦共和国
ベルリン市
（H6)

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実
施、海外都市9都市参加）に招聘
・ベルリン国際映画祭と連携し、「タレンツ・トーキョー2016」実施

ロシア連邦トムスク市
（H27）

・首都大学東京にてトムスク国立大学との共同研究シンポジウムを
開催。双方の教員が、講演や懇談を行った（平成28年5月16日～
17日）
・トムスク州主催の「環境週間」行事に東京都から3名の職員を派遣
し、３Ｒ・廃棄物処理に関する交流事業を実施（平成28年6月）
・共同調査研究会議（平成28年12月20日～21日、東京で開催）
に、トムスク州から関係者が出席、ＨＩＶ／エイズ対策に係る調査研
究、梅毒等の性感染症対策等について意見交換を実施
・東京グローバルパートナーズセミナー（平成29年2月1日～3日、
海外都市14都市参加）への参加※4(3)に再掲
・旅行者誘致に関する経験の共有  ウェルカムアジアキャンペーン
（各都市代表者会議等）を活用したノウハウの共有等を実施
・トムスク国立大学から、交換留学生を1名受入

英国ロンドン市
（H27）

・東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加(平成28年8月31日
～9月4日、海外都市5都市参加）※4(3)に再掲
・危機管理会議2016（於：シンガポール）への参加（平成28年11月
10日～12日、海外都市6都市参加）※4(3)に再掲

フランス共和国パリ市
(S57)

・東京国際ユース（U-14）サッカー大会（平成28年5月1日～4日実
施、海外都市9都市参加）に招聘
・パリ市等主催「Cities for Air」国際会議へ出席（平成28年6月）
・パリ市等主催「Cites for Life」国際会議へ出席（平成28年11月）
・相互観光プロモーションを実施（平成28年12月～平成29年1月）
・平成29年2月27日のパリ市長来日時に、知事面会、行政視察（東
京辰巳国際水泳場等）を実施
・相互観光PRの実施

政策企画局
外務部企画課
(21-442)

3 / 5 ページ



ベルギー王国ブリュッセル
首都圏
(H28)

・ブリュッセル首都圏首相との知事面会（平成28年5月18日）
・ブリュッセル首都圏政府との共同コミュニケ締結（平成28年10月
11日）
・ブリュッセル首都圏政府都市整備局に対する都政説明（平成28
年11月17日）
・東京グローバルパートナーズセミナー（平成29年2月1日～3日、
海外都市14都市参加）への参加※4(3)に再掲

政策企画局
外務部企画課
(21-442)

②姉妹港交流 平成28年度実績

港名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

アメリカ合衆国ロサンゼル
ス港(S62)

平成28年10月27日、都庁にてロサンゼルス港港湾管理者による表
敬訪問。

オランダ王国ロッテルダム
港(H元)

実施事業なし

中華人民共和国天津港
(S56)

平成29年2月15日に、東京都において友好港提携35周年行事を
実施。

アメリカ合衆国ニューヨー
ク・ニュージャージー港
(S55)

実施事業なし

③議会交流 平成28年度実績

国・都市名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

インドネシア共和国ジャカ
ルタ特別市

平成28年４月25日～27日まで、ジャカルタ特別市議会議長一行
（12名）を受入。歓迎セレモニーの開催、議事堂見学、東京メトロ及
び埋立処分場の現地視察を行う。

議会局調査部調査情
報課（56-352）

内容・実績

内容・実績

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)
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④その他の交流 平成28年度実績

国・都市名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

東京国際ユース（U-14）
サッカー大会（H20）

次世代を担うユース世代の選手を対象に世界の各都市からサッ
カーチームを招き、スポーツを通じた国際交流の機会を創出するこ
とで、技術的・精神的に向上するとともに、国を越えた相互理解を
深めることを目的とする。
【参加都市】14都市（北京、ベルリン、カイロ、モスクワ、ニューサウ
スウｴールズ、パリ、サンパウロ、ソウル、ブエノスアイレス、岩手、宮
城、福島、茨城、東京）【日程】平成28年4月29日（金・祝）来日～5
月5日（木・祝）帰国まで

ジュニアスポーツアジア交
流大会（バドミントン・卓
球）（H19）

アジアのジュニア選手が、競技を通じて技術的に向上するととも
に、国を越えた相互理解を深めることにより、人格形成や健全育成
を図るなど、スポーツ振興を通じてアジアの競技力向上と次世代育
成に貢献する。
【参加都市】アジア18都市（バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカ
ルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トム
スク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京）
【日程】平成28年8月23日（火）来日～8月29日（月）帰国まで

ブルックリン植物園と日比
谷公園との友好提携

平成28年4月13日、ブルックリン植物園の日本庭園設置100周年を
記念して、三春滝桜の苗木３本を寄贈するとともに、ブルックリン植
物園と日比谷公園との「友好交流に関する合意の覚書」を締結し
た。

建設局公園緑地部計
画課
（41-251）

チリ国立ビーニャ・デル・
マール植物園と都立神代
植物公園との技術協力
(H26)

平成28年8月から9月にかけて、「チリ国立ビーニャ・デル・マール植
物園と都立神代植物公園との技術協力に関する協定」に基づき、
チリ植物園における日本庭園の造営に対し知識や技術を提供。

建設局公園緑地部計
画課
（41-251）

姉妹園館交流（H28） 平成29年2月１日に職員2名が現地を訪れ、アメリカ合衆国カリフォ
ルニア州モントレー湾水族館と姉妹提携を締結し、飼育技術、研
究、教育の面で交流していくことを確認した。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

オーストラリア連邦(H28) 平成28年6月11日、タスマニアデビルの公開を記念して、オーストラ
リア大使館やオーストラリア動物園水族館協会代表者を招き「タス
マニアデビルお披露目会」を行った。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

オリンピック・パラリン
ピック準備局スポーツ
推進部事業推進課
（38-236）

内容・実績
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①学生交流 平成28年度実績

国・都市・学校名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

米国南ミシシッピ大学教員
同大学生の視察(H27)

平成28年５月27日、米国南ミシシッピ大学教員同大学学生を20名
を受入れ、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、東京のビジネス環境等の概要を説
明。

政策企画局調整部渉
外課(21-199)

インドネシア共和国
インドネシア教育大学

次世代の日本語教育実践者・日本語学の研究者養成するととも
に、グローバルな視野を築くことを目的に、海外派遣による短期研
修を実施。
首都大学東京都市教養学部人文・社会系、人文科学研究科から
学生7名を派遣。（平成28年9月5日～平成28年9月26日）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
文系学務課
(042-677-2053)

フランス共和国
レンヌ第二大学
国立東洋言語文化大学

留学希望者を中心に、協定校等との間で学生交流を実施。
首都大学東京都市教養学部人文・社会系から学生7名を派遣。
（平成29年3月7日～平成29年3月20日）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
文系学務課
(042-677-2053)

グレートブリテン及び北ア
イルランド連合王国（英
国）

海外短期研修（夏期）
英国夏期英語研修（10名派遣）（平成28年8月22日～9月9日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

オーストラリア連邦
海外短期研修（夏期）
オーストラリア連邦夏期英語研修（15名派遣）（平成28年8月29日
～9月23日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

タイ王国
海外短期研修（夏期）
タイ王国夏期英語短期研修（18名派遣）（平成28年8月29日～9月
23日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

オーストリア共和国
海外短期研修（夏期）
オーストリア共和国（ドイツ語）短期研修（10名派遣）（平成28年8月
29日～9月16日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

アメリカ合衆国
海外短期研修（春期）
アメリカ合衆国春期英語研修（9名派遣）（平成29年2月27日～3月
24日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

カナダ
海外短期研修（春期）
カナダ春期英語研修（15名派遣）（平成29年2月26日～3月26日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

内容・実績

2国際交流のための多様な取組

(1)   様々な交流
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マレーシア
海外短期研修（春期）
マレーシア春期英語研修（７名派遣)（平成29年2月27日～3月24
日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

台湾
海外短期研修（春期）
台湾（中国語）短期研修（6名派遣）（平成29年2月28日～3月18日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

マレーシア
（H28）

国際センター海外インターンシップ（3名派遣）
（平成29年2月19日～3月12日）

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

マレーシア
ジョホール州
マレーシア工科大学

大学の世界展開力強化事業（AIMSプログラム）実施のため、学生3
名を受入（H28.9.1～H29.1.31）。
同様に同事業の実施のため、都市環境学部生３名を派遣
（H28.9.10～H29.1.15）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
理系学務課
(042-677-2694)

マレーシア
クアラルンプール
マレーシアプトラ大学

大学の世界展開力強化事業（AIMSプログラム）実施のため、学生3
名を受入（H28.9.1～H29.1.31）。
同様に同事業の実施のため、都市環境学部生３名を派遣
（H28.9.4～H29.1.9）。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
理系学務課
(042-677-2694)

オランダ王国
ユトレヒト
ユトレヒト芸術大学

学生1名を派遣。（平成28年9月1日～平成29年2月28日）
※派遣留学生経済支援制度（部局中期分）

「パフォーミング・アーツにおけるフィジカルコンピューティングとプ
ロダクトデザインへの応用」

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(日野
キャンパス)
(042-585-8613)

フランス共和国
パリ
パリ第11大学（パリサクレ
大学）

学生1名を派遣。（平成28年8月29日～平成28年12月2日）
※派遣留学生経済支援制度（部局中期分）

「LPGP短期派遣プログラム-反応性HiPIMSプロセス制御による傾
斜組成窒化物膜形成-」

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(日野
キャンパス)
(042-585-8613)

フランス共和国
サンテティエンヌ
サンテティエンヌ国立高等
鉱山学院

学生1名を派遣。（平成28年10月1日～平成28年10月31日）
※派遣留学生経済支援制度（部局短期分）

「PSS設計プロセスにおける顧客志向コンテキストの統合を目指した
PSS設計研究プロジェクト」

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(日野
キャンパス)
(042-585-8613)

スウェーデン王国
リンショーピング
リンショーピング大学

学生1名を派遣。（平成28年8月29日～平成28年9月29日）
※派遣留学生経済支援制度（部局短期分）

「製品とサービスの総合設計に関する理論・手法の獲得のための
海外派遣プログラム」

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(日野
キャンパス)
(042-585-8613)

ドイツ連邦共和国
ベルリン
ベルリン工科大学

学生1名を派遣。（平成28年10月3日～平成28年10月28日）
※派遣留学生経済支援制度（部局短期分）

「製品とサービスの総合設計に関する理論・手法習得のための海
外派遣プログラム」

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(日野
キャンパス)
(042-585-8613)
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アメリカ合衆国
ソルトレイクシティ
University of Utah

学生6名を派遣。（平成29年2月26日～平成29年3月12日）
※派遣留学生経済支援制度（部局短期分）

「TMU×UofU Workshop」

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(日野
キャンパス)
(042-585-8613)

ミクロネシア連邦
ポンペイ州
ミクロネシア短期大学

学生5名を受入。（平成28年11月28日～平成28年12月4日）
首都大学東京及び都立産業技術高等専門学校の学生との交流を
実施したほか、都内の防災施設等を視察。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
経営企画室
(03-5990-5388)

オーストラリア連邦
Curtin University

海外の理学療法事情についての理解を促すとともに、国際力を向
上させることを目的として実施した。オーストラリアにおける理学療
法教育は世界観点からトップの実績を有している。カーティン大学
理学療法学科はオーストラリア国内で上位に位置づけられており、
留学生を世界各国から受け入れ、そのプログラムも充実している。
本プログラムは理学療法学専門科目聴講、臨床場面の見学、語学
研修の３要素をもとに、カーティン大学にて構成された、首都大学
東京のためのプログラムである。
学生3名を派遣（平成28年8月27日～平成28年9月11日）
※Ⅳ　地球市民としての意識づくり・11学校教育に
　｢理学療法に関する短期研修｣として再掲

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(荒川
キャンパス)
(03-3819-1211)

グレートブリテン及び北ア
イルランド連合王国（英
国）
Oxford Brookes
University

海外研究者と実践的な交渉や共同作業を通じてグローバル人材
を育成するための実践的なプログラムとして実施した。作業療法科
学域ではイギリスのオックスフォードブルックス大学と連携してイギリ
スの医療制度とリハビリテーションの現状について学び、我が国の
制度と現状との比較検討を通して両国における作業療法の役割と
機能について理解を深めた。
学生2名を派遣（平成28年7月27日～平成28年8月14日）
※Ⅳ　地球市民としての意識づくり・11学校教育に
　｢大学院グローバルコア医療人材短期研修｣として再掲

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(荒川
キャンパス)
(03-3819-1211)

スウェーデン王国
Karolinska Institutet

保健・医療・福祉専門領域における多職種間連携を学ぶために海
外研修による実習を行っている。文化や医療制度の違いを体験
し、同じ専門職や他の専門性に触れながら英会話を共通語とした
国際的なコミュニケーションスキルを育み、将来的に国際的な視野
に立って活躍できる専門性の基盤を醸成することを目的としてい
る。
学生8名を派遣（平成29年3月11日～平成28年3月26日）
※Ⅳ　地球市民としての意識づくり・11学校教育に
　｢IPE海外短期研修｣として再掲

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(荒川
キャンパス)
(03-3819-1211)
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二国間交流
(H18)

新進気鋭の若手アーティストが派遣先の国においてレクチャーや作品制作、交流を行う
ことにより、当人はもとより、次に続く若手アーティストたちのレベルアップを図る。同様に
相手国からアーティストを受入れ・滞在・制作・発表の場を提供する。
実施・受入機関：トーキョーワンダーサイトレジデンス

台北－東京交流（派遣１名・受入れ１名）
  派遣期間：平成28年11月25日～29年2月22日
  派遣先：トレジャーヒル・アーティスト・ヴィレッジ・AIR Taipei（台北）
　受入期間：平成28年1月6日～3月31日

バーゼル－東京交流（派遣１名・受入れ１名）
　派遣期間：平成28年4月12日～6月30日
　派遣先：ATERIEL MONDIAL（バーゼル)
　受入期間：平成29年1月6日～3月31日

ロンドン－東京交流（派遣１名・受入れ1名）
　派遣期間：平成28年6月7日～7月7日
  派遣先：ロンドン芸術大学（ロンドン）
　受入期間：平成28年6月27日～7月29日

 ベルリン－東京交流（派遣4名・受入れ１名）
　派遣期間：平成28年4月4日～6月28日
　　　　　　　平成28年7月6日～9月28日
                平成28年10月3日～12月27日
                平成29年1月5日～3月31日
  派遣先：クンストラウム・クロイツベルク／ベタニエン（ベルリン）
　受入期間：平成28年9月1日～11月24日

ソウル-東京交流（派遣１名・受入れ１名）
　派遣期間：平成28年5月6日～7月29日
  派遣先：韓国国立現代美術館/MMCAレジデンシー・コヤン（ソウル）
　受入期間：平成28年5月6日～7月29日

マドリード－東京交流（派遣1名・受入れ1名）
　派遣期間：平成28年10月11日～11月22日
　派遣先：マタデッロ・マドリード
　受入期間：平成28年10月11日～11月22日

生活文化局文化振興
部文化事業課
(29-440)

台湾
台湾大学（H28)

平成29年2月17日、獣医学生1名を受け入れ。
建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

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。（H28.8 8日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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。（H28.8 8日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立三田高等学校におけ
る交流

大韓民国へ生徒4名を派遣。（H28.7 4日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立大崎高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒18名を派遣。（H28.7 14日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小山台高等学校にお
ける交流

イギリスへ生徒20名を派遣。（H28.8 21日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立戸山高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国へ生徒56名を派遣。（H29.1 6日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立桜町高等学校におけ
る交流

中華人民共和国へ生徒10名を派遣。（H28.8 4日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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12名を派遣。（H28.8 7日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）
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都立千早高等学校におけ
る交流

イギリスへ生徒19名を派遣。（H28.8 14日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒20名を派遣。（H28.7～8 12日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

フランス共和国へ生徒2名を派遣。（H28.3～4  23日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

ガーナ共和国、セネガル共和国へ生徒1名を派遣。（H28.7～8 28日
間）

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

フィリピン共和国へ生徒1名を派遣。（H29.1  9日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国へ生徒4名を派遣。（H28.7～8  8日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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24名を派遣。（H28.8 14日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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。（H29.3 10日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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29名を派遣。（H28.8 10日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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59名を派遣。（H28.8 10日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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2名を派遣。（H28.8 17日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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6名を派遣。（H28.8 17日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

アメリカ合衆国へ生徒5名を派遣。（H28.8 21日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

大韓民国へ生徒1名を派遣。（H28.7 20日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

大韓民国へ生徒1名を派遣。（H28.9 20日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

フランス共和国へ生徒1名を派遣。（H29.3 17日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

スペイン王国へ生徒3名を派遣。（H29.3 17日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立文京高等学校におけ
る交流

イギリスへ生徒1名を派遣。（H29.2 28日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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44名を派遣。（H28.8 14日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立北園高等学校におけ
る交流

ドイツ連邦共和国へ生徒2名を派遣。（H28.8  21日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）
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都立北園高等学校におけ
る交流

ドイツ連邦共和国へ生徒1名を派遣。（H28.8～9  28日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立北園高等学校におけ
る交流

大韓民国へ生徒を1名派遣。（H28.12 4日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立飛鳥高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国へ生徒10名を派遣。（H28.8 10日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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50名を派遣。（H28.7～8 17日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立上野高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒2名を派遣。（H28.1 300日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立淵江高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒1名を派遣。（H28.7～8 8日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立荒川商業高等学校に
おける交流

アメリカ合衆国へ生徒1名を派遣。（H29.1 28日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立墨田川高等学校にお
ける交流

アメリカ合衆国へ生徒を1名派遣。（H28.8 365日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立葛飾総合高等学校に
おける交流

大韓民国へ生徒を1名派遣。（H28.10 6日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立町田高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国へ生徒を30名派遣。（H29.3 9日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立武蔵高等校における
交流

オーストラリア連邦へ生徒186名を派遣。（H28.3 7日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小平高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国へ生徒を30名派遣。（H28.7～8  16日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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を20名派遣。（H28.3  9日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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を12名派遣。（H28.7 7日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立狛江高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒を24名派遣。（H28.8 14日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立大島海洋国際高等学
校における交流

アメリカ合衆国へ生徒を9名派遣。（H28.3 4日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小石川中等教育学校
における交流

オーストラリア連邦へ生徒を2名派遣。（H28.7 6日間）
教育庁指導部指導企画

課
（内線：53-931）

都立小石川中等教育学校
における交流

オーストラリア連邦へ生徒を160名派遣。（H28.8 14日間）
教育庁指導部指導企画

課
（内線：53-931）

都立小石川中等教育学校
における交流

オーストラリア連邦へ生徒を10名派遣。（H28.8 14日間）
教育庁指導部指導企画

課
（内線：53-931）

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を27名派遣。（H28.3 8日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）
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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を33名派遣。（H28.3 10日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立狛江高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦へ生徒を24名派遣。（H28.8 14日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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を30名派遣。（H28.8 12日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立三田高等学校におけ
る交流

台湾より教員16名を受入れ。（H28.4　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立三田高等学校におけ
る交流

大韓民国より生徒・引率者32名を受入れ。（H28.5　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立三田高等学校におけ
る交流

シンガポール共和国より生徒・引率者26名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立三田高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者34名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立大崎高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦より生徒・引率者15名を受入れ。（H28.9　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立八潮高等学校におけ
る交流

台湾より生徒・引率者43名を受入れ。（H28.5　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小山台高等学校にお
ける交流

ドイツ連邦共和国より生徒・引率者7名を受入れ。（H28.8　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立戸山高等学校におけ
る交流

中華人民共和国より生徒・引率者36名を受入れ。（H28.10　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立戸山高等学校におけ
る交流

大韓民国より生徒・引率者26名を受入れ。（H29.2　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立戸山高等学校におけ
る交流

台湾より生徒・引率者33名を受入れ。（H28.4　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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。（H28.9　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立総合工科高等学校に
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。（H28.9　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立総合工科高等学校に
おける交流

台湾より生徒・引率者17名を受入れ。（H28.11　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立千早高等学校におけ
る交流

ミャンマー連邦共和国より政府関係者4名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立千早高等学校におけ
る交流

タイ王国より教員18名を受入れ。（H29.3　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者18名を受入れ。（H28.6　7日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国より生徒1名を受入れ。（H28.7　14日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）
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都立国際高等学校におけ
る交流

大韓民国より生徒・引率者79名を受入れ。（H28.10　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

フランス共和国より生徒2名を受入れ。（H28.11　21日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

フランス共和国より生徒・引率者16名を受入れ。（H29.2　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦より生徒・引率者22名を受入れ。（H28.9　9日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立富士高等学校におけ
る交流

モンゴル国より生徒・引率者11名を受入れ。（H28.4　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立井草高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者7名を受入れ。（H28.7　3日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立井草高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦より生徒1名を受入れ。（H28.1　8日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

台湾より生徒・引率者35名を受入れ。（H28.5　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

中華人民共和国より生徒・引率者36名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者52名を受入れ。（H28.7　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

オーストラリア連邦より生徒7名を受入れ。（H28.12　3日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
おける交流

中華人民共和国より生徒・引率者35名を受入れ。（H28.10　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立竹早高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦より教員1名を受入れ。（H29.1　10日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立北園高等学校におけ
る交流

ドイツ連邦共和国より生徒・引率者11名を受入れ。（H28.10　9日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立北園高等学校におけ
る交流

ロシア連邦より生徒・引率者50名を受入れ。（H28.11　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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18名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

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11名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立飛鳥高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者9名を受入れ。（H28.6　5日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立板橋有徳高等学校に
おける交流

台湾より生徒・引率者13名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立白鷗高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦より生徒・引率者24名を受入れ。（H28.9　5日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）
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都立淵江高等学校におけ
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。（H29.1　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立蔵前工業高等学校に
おける交流

台湾より教員36名を受入れ。（H28.9　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立蔵前工業高等学校に
おける交流

マレーシアより教員15名を受入れ。（H28.12　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小岩高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者38名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小岩高等学校におけ
る交流

中華人民共和国より生徒・引率者31名を受入れ。（H28.10　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立葛飾総合高等学校に
おける交流

大韓民国より生徒・引率者31名を受入れ。（H28.9　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立葛飾総合高等学校に
おける交流

中華人民共和国より生徒・引率者10名を受入れ。（H28.11　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立八王子東高等学校に
おける交流

台湾より生徒・引率者31名を受入れ。（H28.9　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立松が谷高等学校にお
ける交流

台湾より生徒・引率者33名を受入れ。（H28.10　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立松が谷高等学校にお
ける交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者35名を受入れ。（H29.3　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立日野台高等学校にお
ける交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者20名を受入れ。（H29.3　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立翔陽高等学校におけ
る交流

アメリカ合衆国より生徒・引率者29名を受入れ。（H28.6　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立翔陽高等学校におけ
る交流

タイ王国より生徒・引率者36名を受入れ。（H29.1　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立青梅総合高等学校に
おける交流

ドイツ共和国連邦より生徒・引率者22名を受入れ。（H28.10　10日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小平高等学校におけ
る交流

台湾より生徒・引率者58名を受入れ。（H28.4　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小平高等学校におけ
る交流

中華人民共和国より生徒・引率者52名を受入れ。（H28.7　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小平高等学校におけ
る交流

デンマーク王国より生徒・引率者33名を受入れ。（H29.3　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国分寺高等学校にお
ける交流

オーストラリア連邦より生徒・引率者24名を受入れ。（H28.7　4日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立調布北高等学校にお
ける交流

台湾より生徒・引率者40名を受入れ。（H28.5　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立狛江高等学校におけ
る交流

オーストラリア連邦より生徒・引率者24名を受入れ。（H28.11　11日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）
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都立若葉総合高等学校に
おける交流

中華人民共和国より生徒・引率者32名を受入れ。（H28.11　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立立川国際中等教育学
校における交流

オーストラリア連邦より生徒・引率者11名を受入れ。（H28.9　1日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立立川国際中等教育学
校における交流

ドイツ連邦共和国より生徒3名を受入れ。（H28.10　2日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立南多摩中等教育学校
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。（H28.7　2日間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

②共同研究 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

高度研究ネットワークプロ
グラムの実施
(H28）

首都大学東京の実施した高度研究の修了生或いはその所属する
海外の大学等研究機関と国際共同研究を実施した。
研究件数：1件

総務局
公立大学法人首都大
学東京
経営企画室
(03-5990-5388)

「経済交流促進のプラット
フォーム」共同研究実施
(H28）

東京とアジア諸都市に共通する課題の解決に資する技術開発及
び相互の発展に資する人材を育成するため外国人研究者と協力
して共同研究を実施した。
研究件数：2件

総務局
公立大学法人首都大
学東京
経営企画室
(03-5990-5388)

海外研究機関・企業との
共同研究の推進
(H28）

シンガポール共和国の企業と共同研究契約を締結し、研究を推
進。契約件数：1件、契約総額：500，000円。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
産学公連携センター
(042-677-2726)

相互派遣による研究

学芸員の相互派遣し調査研究を実施した。
○江戸東京博物館学芸員2人を北京首都博物館へ派遣（平成29
年2月2日～7日）
○北京首都博物館学芸員2人を江戸東京博物館で受入（平成29
年2月12日～18日）

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29－422）

③学術交流 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国際性を育む分野横断的
な「比較文学」教育プログ
ラム
（H26）

首都大学東京都市教養学部人文・社会系、人文科学研究科にお
いて、海外研究者を招聘してオムニバス形式のセミナーを開催。
セミナー4回実施　海外研究者4名を招聘。（平成28年度）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
文系学務課
(042-677-2053)

国際シンポジウム

日中韓博物館国際シンポジウムの開催(中華人民共和国瀋陽市・
瀋陽故宮博物院において開催）
平成28年10月13日～14日　テーマ：ミュージアムグッズの開発と効
果。江戸東京博物館職員4人が参加。

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29－422）

内容・実績

内容・実績
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カワウソ国際シンポジウム
（H28）

平成29年3月19日、大韓民国と日本のカワウソの現状を比較し野
生生物保全への理解を深めることを目的に、大韓民国と日本の専
門家等による国際シンポジウムを東京都美術館講堂で開催。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

日中韓ランドスケープ専門
会議

平成28年10月に東大構内で開催された3ヶ国の国際会議。会場内
に江戸園芸のポスターセッション展示、公園協会の業務（防災、公
益の活動、英語訳）をパネル展示。また、日比谷公園内の緑と水の
市民カレッジにも同様のものを、3ヶ国展示した。

建設局（東京都公園協
会公園事業部技術管
理課研究開発係 (03-
3232-3196)

④姉妹校交流 平成28年度実績

事業名 所管局
(事業開始年度) (連絡先)

都立日比谷高等学校に関
する交流

代表生徒による相互訪問等
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立三田高等学校に関す
る交流 (H24)

韓国語クラブ生徒とemail交流。年に一回の本校訪問と歓迎レセプショ
ンの実施。国際理解委員会の生徒が中心になってキャンパスツアーを
行い、部活動体験も行っている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立八潮高等学校に関す
る交流

授業見学体験、部活動体験、文化交流
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立戸山高等学校に関す
る交流

来日時に本校に来てもらって、生徒同士の発表会などを行っている。
また、先方も訪問時には本校生徒の受入を表明してくれている。さら
に、フィリピンの学校など時差のない学校とはインターネットを介して交
流する話になっている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立桜町高等学校に関す
る交流 (S55)

・姉妹校の訪日訪問団が本校に来校した際の交流活動（日本文化体
験、部活動交流等）
・中華人民共和国への語学研修旅行の際の姉妹校における語学研修
および姉妹校生徒との交流活動

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立千早高等学校に関す
る交流

・大学教授・現地起業家をファシリテーターとしてＰＢＬ型によるビジネス
体験
・姉妹校学生との共同作業・ピアラーニング

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国際高等学校に関す
る交流

仁川外国語高校、ソウル外国語高校とは、本校２学年海外修学旅行の
中で１日・半日の学校交流を毎年行っている。２校は日本への海外修
学旅行の際に本校にて半日の学校交流を行うことがある。平成２８年度
は仁川外国語高校から本校へ訪問があり、半日の交流を行った。本校
側は1，2年生の参加とした。ノースシドニーボーイズ高校とは、隔年で
語学研修旅行を行い、その際ホストファミリーを交換でしている。平成２
８年度、双方とも20名の派遣・受け入れをした。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立富士高等学校に関す
る交流

・生徒、教員が異文化間の友情、コミュニケーションを深める機会を提
供
・日本の生徒が英語を学ぶこと、豪州の生徒が日本語を学ぶことをサ
ポート
・両校教職員の理解を深める。
・以前からの富士語学短期研修を毎年継続

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立深川高等学校に関す
る交流

ビデオレターでの交流、来年度留学生受け入れ予定
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立西高等学校に関する
交流

ホームステイ等による異文化体験　　訪問校での体験
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

内容・実績
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都立杉並高等学校に関す
る交流

・相手校の本校訪問。平成２７年度と平成２９年度。その間は手紙での
交流活動
・相手校から、本校への短期留学生受入（平成２９年９月26日～10月2
日　14名）　　本校から相手校への語学短期留学（平成30年3月20日～
3月30日）20名を予定
・スカイプによる交流活動を実施している。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立杉並総合高等学校に
関する交流

隔年で１４名～３９名の生徒が２週間程度ホームステイをしながらお互
いの学校に通学し、交流している。近年は隔年で７月～８月に生徒を
派遣し、９月にフォートストリート校の生徒の受け入れを行っている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立北園高等学校に関す
る交流

【スミス・ヒル・ハイスクール】　本校生徒のホームステイ、学校生活体
験、語学研修（毎年８月２週間４０名程度）。相手校生徒のホームステイ
受入れ、本校訪問、体験授業（隔年９月）。
【フライホーフギムナジウム】　平成23年度、相手校が主催の「国際交流
プログラム」に参加。本校生徒7名を隔年、現地に派遣（ホームステ
イ）。隔年で、相手校生徒受入れ。本校訪問、体験授業、ホームステ
イ。
【テレッタ・グロースギムナジウム】　平成26年度より、姉妹校提携。26年
度、相手校生徒受入れ。本校訪問、体験授業、ホームステイ。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立飛鳥高等学校に関す
る交流 (H27)

６月に北区の国際交流プログラムで来日したラスロマス高校生を本校
生徒がホームステイで受け入れた。また、１日、本校で授業や日本文化
体験に参加した。８月には本校生徒１０名がラスロマス生の家に滞在
し、ラスロマス高校での授業に参加したり、日本語クラスの生徒たちと交
流した。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立板橋有徳高等学校に
関する交流

・学校案内（冊子・DVD）作成・
・メールの交換
・希望者による生徒の交流

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立科学技術高等学校に
関する交流

相互訪問(短期留学，修学旅行など)
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立八王子東高等学校に
関する交流

年１回の交流　　交互に来校（偶数年　高雄中学校が日本訪問、奇数
年　本校が台湾訪問）

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立野津田高等学校に関
する交流

本校英語研究同好会の活動として、生徒同士の手紙のやりとり等の交
流を行っている。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立青梅総合高等学校に
関する交流 (H22)

隔年で生徒の相互訪問を実施：平成２8年度　カントギムナジウム校の
生徒２０名、教員２名が本校を訪問。本校の授業体験や部活動体験
日本文化の交流：「和太鼓」「茶道」「華道」、本校生徒の自宅にホーム
スティ等を実施

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立武蔵高等学校に関す
る交流

現地ｶﾚｯｼﾞでの語学研修プログラム
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立小平高等学校に関す
る交流

台湾→修学旅行先での１日交流、隔年での本校への訪問、教員間教
科交流、他
オーストラリア→語学研修実施、本校へのホームステイ受入れ、他

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立国分寺高等学校に関
する交流

語学研修と文化交流
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立狛江高等学校に関す
る交流

交換留学（2週間）
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）
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都立大島高等学校に関す
る交流 (H27)

年に１回、お互いに姉妹校を訪問し、授業参加や体験活動を行う。
本校生徒訪問時の活動内容　　①１日目・・・・歓迎会・DMZ見学・レクリ
エーション・寄宿舎宿泊　　②２日目・・・・授業参加（日本語・音楽・英
語・体育）・美術館見学・民芸品作成体験活動・送別会

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立神津高等学校に関す
る交流

年間を通した文通、修学旅行時の交流・ホームステイ
教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立大島海洋国際高等学
校に関する交流

年に１度、姉妹校を訪問し、授業参加やホームステイといった交流プロ
グラムを実施している。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

都立立川国際中等教育学
校に関する交流

５学年海外研修旅行で、５学年生徒が半数ずつに分かれて２校を訪問
し、２日間の学校間交流を行う。

教育庁指導部指導企画
課
（内線：53-931）

①行政視察等の受入れ 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

タイ企業団の視察(H28）
平成28年７月19日、タイの企業団に対し、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。

政策企画局調整部渉
外課(21-199)

クレディスイス銀行主催イ
ベントでの事業説明(H28）

平成28年10月22日、クレディスイス銀行が率いる外国投資家・企業
経営層等に対し、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。

政策企画局調整部渉
外課(21-199)

行政視察の受入れ
(H28)

平成28年9月30日台湾から３名を受入れ、統計調査の実査の状況
等統計部の事業概要説明を行った。
また、平成29年1月31日ネパールからのJICA技術協力プロジェクト
研修生４名を受入れ、東京都における経済センサス‐活動調査の
調査票審査等業務の内容について説明を行った。

総務局統計部調整課
(25-411)

視察団の受入れ
(H24）

・平成28年10月　JICE 日本国際協力センター　インドネシア行政
官研修：学校紹介及びビッグデータについての講演。

・平成29年1月　外務省戦略的実務者招聘・若手外交官（中央アジ
ア・
コーカサス・欧州部）等招聘：学校紹介（高専とも）及び高度専門職
教育について説明。

・平成29年3月中央アジア地域高度産業人材育成に係る招聘：学
校紹介及び高度専門職教育について説明。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
(03-3472-7840)

視察団の受入れ

平成28年5月13日にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国
教育大臣兼女性・機会均等担当大臣一行（9名）の視察を受け入
れ、都立産業技術高等専門学校の概要説明及び実習施設等の見
学案内、女子学生との懇談を行った。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
東京都立産業技術高
等専門学校
(03-3471-6331)

視察団の受入れ
平成28年10月14日にベトナム社会主義共和国トゥドゥック技術短期
大学副学長一行（7名）の視察を受け入れ、都立産業技術高等専
門学校の概要説明及び実習施設等の見学案内を行った。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
東京都立産業技術高
等専門学校
(03-3471-6331)

(2)   行政視察等の受入れ・派遣

内容・実績
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視察団の受入れ
平成28年12月19日にベトナム社会主義共和国トゥドゥック技術短期
大学学長一行（6名）の視察を受け入れ、都立産業技術高等専門
学校の概要説明及び実習施設等の見学案内を行った。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
東京都立産業技術高
等専門学校
(03-3471-6331)

視察団の受入れ

平成29年2月21日にエチオピア連邦民主共和国教育省副大臣及
びアフリカ諸国（8ヶ国）の研究員・修士課程学生（名古屋大学大学
院国際開発研究科）一行（16名）の視察を受け入れ、都立産業技
術高等専門学校の概要説明及び実習施設等の見学案内を行っ
た。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
東京都立産業技術高
等専門学校
(03-3471-6331)

視察団の受入れ

平成29年3月14日にJICA「中央アジア地域本邦招へい事業」によ
る中央アジア地域（5ヶ国）の教育関係省庁幹部・大学学長一行
（21名）の視察を受け入れ、都立産業技術高等専門学校の概要説
明及び実習施設等の見学案内を行った。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
東京都立産業技術高
等専門学校
(03-3471-6331)

視察団の受入れ
(H28)

大韓民国から17名を受入れ、青少年課の事業概要を説明
青少年・治安対策本部
総合対策部青少年課
（21-747）

視察団の受入れ
(H28)

大韓民国から10名を受入れ、青少年課の事業概要を説明
青少年・治安対策本部
総合対策部青少年課
（21-747）

視察団の受入れ
(H28)

モンゴル国から来庁したモンゴル国家警察署公共秩序局局長、ウ
ランバートル市犯罪予防協会職員等延べ15名に対し、当課の事業
概要を説明（2回）

青少年・治安対策本部
総合対策部安全・安心
まちづくり課（21-775）

視察団の受入れ

パレスチナ及び中華人民共和国から、延べ15名を受入れ、局概要
を説明。
国税庁税務大学校の研修員（バングラデシュ人民共和国、カンボ
ジア王国、インドネシア共和国等）を延べ37名受入れ、局概要を説
明。

主税局総務部総務課
（28-193）

視察の受入れ
平成28年4月14日、イタリア共和国 トリノ市の大学教授を受入れ、
東京の都市づくりについて説明

都市整備局都市づくり
政 策 部 広 域 調 整 課
(30-221)

視察団の受入れ

平成28年5月10日、ベトナムより財務省関係者10名を受入れ、都営
住宅の事業を説明。
平成28年10月12日、韓国より国土研究院関係者2名を受入れ、都
営住宅の事業を説明

都市整備局都営住宅
経 営 部 経 営 企 画 課
(31-511)

視察団の受入れ

平成28年6月9日、中華人民共和国湖南省政治協商会議訪日代
表団の副主席以下6名を受入れ（都議会訪問に伴う対応）、東京の
都市づくり（特に都市再生特別地区及び市街地再開発事業等）に
ついて説明

都市整備局都市づくり
政 策 部 開 発 企 画 課
（30-276）及び市街地
整備部再開発課（31-
271）

視察の受入れ
平成28年9月6日、カナダ カルガリー大学の教授及び大学院生を
受入れ、東京の都市づくりについて説明

都市整備局都市づくり
政 策 部 広 域 調 整 課
(30-221)

視察の受入れ
平成28年11月17日、ベルギー王国 ブリュッセル首都圏政府等の
職員を受入れ、東京の都市づくりについて説明

都市整備局都市づくり
政 策 部 広 域 調 整 課
(30-221)
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視察の受入れ
平成28年12月22日、台湾 台北市職員を受け入れ、東京の都市
づくりについて説明

都市整備局都市づくり
政 策 部 広 域 調 整 課
(30-221)

視察の受入れ
平成29年1月30日、世界銀行からの依頼により、東南アジア、南ア
ジア、中東、アフリカ、中南米及び世界銀行の職員に対し、東京の
都市づくりについて説明

都市整備局都市づくり
政 策 部 広 域 調 整 課
(30-221)

視察の受入れ
平成29年2月3日、ロシア連邦 モスクワ市から派遣されたコンサル
タントに対し、東京の都市づくりについて説明

都市整備局都市づくり
政 策 部 広 域 調 整 課
(30-221)

視察団、研修団の受入れ
アジア地域をはじめ、世界各国（65ヵ国）から、2,316名を受入れ、
環境局の取組を説明。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

各国のワクチン行政支援
のための研修
（Ｈ25）

独立行政法人国際協力機構東京国際センター（ＪＩＣＡ東京）主催
の「ワクチン品質・安全性確保のための国家検定機関強化」を目的
とした研修において、アジア地域2ヶ国から延べ10名を受入れ、「東
京都の医薬品等監視指導」及び「検定、国家検査」について概要
説明（平成29年1月25日）。

福祉保健局健康安全
部薬務課
（34-481）

視察団の受入れ
大韓民国農林畜産食品部の計24名（平成28年6月20日）、韓国慶
尚北道衛生試験所の計4名（平成28年11月8日）を受入れ、事業概
要の説明、施設見学、質疑応答を実施。

東京都動物愛護相談
センター
(03-3302-8700)

視察団の受入れ

中華人民共和国（平成28年11月17日、12月15日）、大韓民国（平
成28年11月22日）及び台湾（平成29年3月8日）から計41名を受入
れ、東京都における食品の安全確保に向けた取組等について説
明。

福祉保健局健康安全
部食品監視課
（34-341）

視察団の受入れ
北京市ＣＤＣ職員4名を受入れ、施設見学、検査体制等に関する
意見交換を実施（平成28年4月26日）

東京都健康安全研究
センター企画調整部管
理課
(03-3363-3654)

視察団の受入れ

スウェーデン国会議員12名（平成28年9月9日）、及びNWEC（国立
女性教育会館）人身取引被害者支援研修生として、ミャンマー、ベ
トナム、タイ、カンボジア、フィリピン、マレーシアからの研修生13名
（平成28年10月26日）を受入れ、事業概要の説明、施設見学、質
疑応答を実施。

福祉保健局
少子社会対策部
女性相談センター
(03-5261-3911)

視察団の受入れ
上海市訪日地方行政視察団（上海市虹口区広報部副部長、新民
晩報副編集長、通訳など）計23名を受入れ、福祉のまちづくり条例
の概要等を説明（平成28年5月17日）。

福祉保健局生活福祉
部地域福祉推進課
（32-572）
※高齢社会対策部と
合同

視察団の受入れ
アジア地域3ヶ国、アフリカ地域1ヶ国から、延べ40名を受入れ、職
業能力開発センター・校の視察、職業訓練について説明。

産業労働局雇用就業
部能力開発課
（37-851）
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大韓民国（５名）、ベトナム社会主義共和国（１０名）から延べ１５名
を受入れ、市場の概要等について説明。

中央卸売市場管理部
市場政策課
44-152

アジア地域14ヶ国、北米地域2ヶ国、中南米地域8ヶ国、欧州地域
7ヶ国、オセアニア地域7ヶ国、中東地域2ヶ国及びアフリカ地域
20ヶ国から延べ660名を受入れ、場内施設案内及び市場の概要を
説明。

中央卸売市場築地市
場管理課
03-3547-8011

一般の市場見学として、アジア地域18カ国、オセアニア地域2カ
国、北中南米地域4カ国、欧州地域6カ国から延べ1,406名を受入
れ、市場の概要を説明。
また、公的機関からの要請等により、アジア諸国12カ国177名を受
入れ、場内市場施設案内、市場概要の説明及び意見交換を実
施。

中央卸売市場大田市
場市場管理課
03-3790-6503

視察団の受入れ
(H28)

平成28年4月17日に、中華人民共和国中国国家林業局中国野生
動物保護協会から11名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年5月28日に、デンマークAalborg Zooから2名の視察を受
入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年6月7日に、ロシア連邦モスクワ・ポリテクニック・ミュージア
ムから1名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年6月10日に、オーストラレイシア動物園水族館協会（ZAA）
から2名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年7月2日に、大韓民国ソウル大学から6名の視察を受入
れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年8月25日に、アラブ首長国連邦ドバイ動物園から1名の視
察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年9月20日に、大韓民国ソウル動物園から2名の視察を受
入れた。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成29年2月18日に、アメリカ合衆国スミソニアン動物園から2名の
視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成29年3月7日に、アメリカ合衆国MGMリゾート・インターナショナ
ルから１名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成29年3月18日に、マダガスカル共和国チンバザザ動物園から2
名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成29年3月26日に、インドネシア共和国タマンサファリ・インドネシ
アから5名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年6月、日本科学技術振興機構の「アジア科学技術青少年
交流計画」の一環で、中華人民共和国から11名の視察を受入れ、
事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年7月、大韓民国・ソウル大等から国立絶滅危惧種復元セ
ンター設立のため6名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年7月、台湾・台北市立動物園から5名の視察を受入れ、事
業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
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視察団の受入れ
(H28)

平成28年9月、大韓民国・ソウル大公園から2名の視察を受入れ、
事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年10月、中華人民共和国・北京動物園等から3名の視察を
受入れ、事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年12月、アメリカ合衆国・サンディエゴ動物園から1名の視
察を受入れ、事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成29年3月、オーストラリア連邦タスマニア州政府関係者6名の視
察を受入れ、事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成29年3月、オーストラリア連邦議員一行4名の視察を受入れ、
事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成29年3月、マダガスカル共和国・ツィンバザザ動植物公園から
2名の視察を受入れ、事業概要を説明。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

視察団の受入れ
(H28)

平成29年2月24日、フランス共和国ブレスト市長、オセアノポリス水
族館館長他5名が来園し、オセアノポリス水族館における新施設建
設計画について打ち合わせた。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年7月31日大韓民国ソウル動物園より職員1名を受け入れ、
事業概要を説明。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H28)

平成29年3月26日インドネシア共和国タマンサファリ・インドネシア
職員4名を受け入れ、事業概要を説明。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H28)

平成29年1月7日スリランカ国立デヒワラ動物園一行11名を受け入
れ、事業概要を説明。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年12月17日、パラオ共和国パラオ水族館職員2名を受け入
れ、事業概要を説明。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年7月2日マダガスカル共和国マダガスカル国立公園職員1
名を受け入れ、事業概要を説明。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年4月19日アメリカ合衆国モントレー湾水族館一行18名を
受け入れ、事業概要を説明。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察受入れ及び打ち合わ
せ（H28）

平成28年12月　チリ共和国南極院院長ほか3名の職員が来園し、
チリで建設予定の南極研究センターについて打合せを行った。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年4月8日、中華民国青年代表団23名の視察で、職員が園
内を案内する。（浜離宮恩賜庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年5月1日、タイ王女ほか大使館関係者10名の視察で、職
員が園内を案内する。（浜離宮恩賜庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年5月16日、大韓民国から社団法人全国霊園協会釜山、蔚
山、慶南地域会の視察団5名を受け入れ、事業概要を説明。

建設局
雑司ケ谷霊園
（03-3971-6868）
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視察団の受入れ
(H28)

平成28年5月18日、大韓民国から社団法人全国霊園協会釜山、蔚
山、慶南地域会の視察団4名を受け入れ、事業概要を説明。

建設局
八柱霊園
（047-387-2181）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年9月13日、東京都環境局によるＪＩＣＡ草の根事業の一環
として、ヤンゴン市（ミャンマー）職員の視察団7名を受け入れ、事
業概要を説明。

建設局
瑞江葬儀所
（03-3670-0131）

行政視察の受入れ
（H28）

平成29年3月14日、東京都監察医務院の研修生である大韓民国
釜山地方検察庁検視官1名による視察を受け入れ、事業概要を説
明。

建設局
瑞江葬儀所
（03-3670-0131）

視察団の受入れ
(H28)

平成28年8月30日、中華人民共和国安徽省合肥市交流団６名を
受け入れ、都営駐車場事業を説明。

建設局道路管理部管
理課(40-431)

視察団の受入れ
(H28)

平成28年6月29日、ソウル特別市からの研修生9名に対し、都道の
維持管理について説明

建設局道路管理部保
全課（40-511）

視察団の受入れ
（H28）７回

アジアから10ヶ国、オセアニアから４ヶ国、中南米から1ヶ国、ヨー
ロッパから2ヶ国、アフリカから5ヶ国、延べ65名を受入れ、神田川・
環状七号線地下調節池の視察対応。

建設局河川部計画課
(41-454)

視察団の受入れ
（H28）６回

アジアから4ヶ国、北米から1ヶ国、中南米から1ヶ国、述べ59名を受
入れ、河川事業概要を説明。

建設局河川部計画課
(41-454)

視察団の受入れ
（H28）５回

アジアから10ヶ国、オセアニアから2ヶ国、北米から1ヶ国、中南米か
ら3ヶ国、ヨーロッパから3ヶ国、アフリカから4ヶ国、中東から1ヶ国、
延べ69名を受入れ、水門管理センターの視察対応。

建設局河川部計画課
(41-454)

視察団の受入れ
（H28）１回

フィリピンから、7名を受入れ、白子川地下調整池の視察対応。
建設局河川部計画課
(41-454)

東京港のポートセールス
(S55)

アジア地域(マレーシア、香港、上海）の船社等に対しての東京港
のPR活動、港湾管理者との意見交換を実施。

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

視察団の受入れ 欧州地域１カ国、アジア地域４カ国から、のべ約２００名（１０回／
年）を受入れ、局事業概要を説明。

交通局総務部お客様
サービス課（46-146）

視察団の受入れ
47の国と地域から計1,955人を受入れ、下水道事業に関する概要
説明、施設・現場見学等を実施。

下水道局総務部
理財課
（51-164）

視察の受入れ（H28）
平成28年9月21日、マレーシアサラクワ州立図書館職員16名を、都
立図書館の概要説明及び館内案内を行った。

教育庁中央図書館
（03-3442-8451）

視察団の受入れ（H28）
中国、韓国、エジプト、オランダから延べ80名を受入れ、東京都教
育委員会の概要を説明。

教育庁総務部総務課
（内線53-112）

「議会運営・選挙管理」セ
ミナー研修

南アジア、中東、アフリカ地域9ヶ国からの議会事務局及び選挙管
理委員会関係者12名に対し、日本の選挙行政の実際や都知事選
挙の運営について説明（JICA委託、日本政治総合研究所実施事
業）

選挙管理委員会事務
局選挙課
（内線55-131）

視察団の受入れ
(H28）

韓国の忠清南道監査委員会事務局職員10名を受入れ、監査実務
の概要を説明。

監査事務局総務課
（55-526)

台湾南投県議会事務局
視察団の受入れ

平成28年10月25日に、台湾南投県議会事務局一行（20名）を受
入。都議会の説明及び議事堂見学を行う。

議会局調査部調査情
報課（56-352）

韓国国会図書館研修生の
受入れ

平成29年１月12日に、韓国国会図書館研修生（2名）を受入。都議
会及び議会図書館の説明・見学を行う。

議会局調査部調査情
報課（56-352）
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視察団の受入れ
81ヶ国1地域から、延べ1,425名を受入れ、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。

警視庁総務部広報課
03-3581-4321(21616)

生活安全カメラセンターへ
の視察の受入れ

マレーシアから副首相以下10名、シンガポール共和国から内務省
事務次官以下6名の合計16名を受入れ、生活安全カメラセンター
の概要を説明。

警視庁生活安全部
生活安全総務課
03-3581-4321
(7852-3022)

視察団の受入れ 大韓民国から8名、ノルウェー王国から7名、国際協力機構（ＪＩＣＡ）
研修生を14名（10ヶ国）、延べ29名を受入れ、消防技術安全所の
業務紹介、施設案内を実施した。

東京消防庁消防技術
安全所消防技術課
3466-1515（内線6347)

視察団の受入れ アジア地域7ヶ国2地域、中東地域2ヶ国、欧州地域14ヶ国、北米地
域2ヶ国、中南米地域1ヶ国、アフリカ地域1ヶ国、オセアニア地域
1ヶ国から延べ436名を受入れ、当庁の概要を説明した。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

平成29年東京消防出初
式への参加受入れ

平成29年東京消防出初式及び予行において、台湾台北市から救
助隊員5名を受入れ、消防演技を実施した。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に東京消防庁の消防技術安全所
の概要を紹介するパンフレット「消防技術安全所」（日本語、英語
併記）2,500部を作成し、配布した。

東京消防庁消防技術
安全所消防技術課
3466-1515（内線6347)

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

東京の救急制度、応急手当等を外国人に広報し、より安全に生活
し旅行できる東京都のイメージを深めるため、「東京の救急」（日本
語、英語併記）10,000部を作成し、配布した。

東京消防庁救急部救
急指導課
3212-2111（内線4625）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

延べ8ヶ国、40名を受入れ、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」（日本語、英語併記）を配布した。

東京消防庁消防学校
校務課
3466-1511（内線6025）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来隊する外国人消防関係者等に東京消防庁の航空隊の概要を紹
介するパンフレット「空の消防」（日本語、英語併記）10,000部を作
成し、配布した。

東京消防庁装備部航
空隊
3521-5811（内線5627)

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の震災対策を紹介するパン
フレット「東京消防庁の震災対策」（日本語、英語併記）を配布し
た。

東京消防庁防災部震
災対策課
3212-2111（内線3965）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の業務を紹介するパンフ
レット「東京の消防」（日本語、英語併記）12,000部を作成し、配布
した。

東京消防庁企画調整
部広報課
3212-2111（内線2306）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の消防救助機動部隊の概
要を紹介するパンフレット「消防救助機動部隊」（日本語、英語併
記）を配布した。

東京消防庁企画調整
部広報課
3212-2111（内線2306）

外国人への防災知識の普
及

外国人来館者を東京消防庁消防防災資料センター(消防博物館)
に10,408人を受入れた。

東京消防庁消防防災
資料センター(消防博
物館)
3353-9119

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来庁する外国人消防関係者等に当庁の行政の概要を紹介する冊
子「INFORMATIONAL BOOK」（英語）800部を作成し、配布した。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）
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②来都外国人接遇 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

知事との面会等
東京都を訪問する外国人と、知事が面会している。
平成28年度実績：知事との面会等　62件

政策企画局
外務部事業課
（21-415）

在京大使館等との情報連
絡会

在京の各国大使等を招き、都政の重要事業の説明を実施して都
政への理解を深めてもらうとともに、知事はじめ都幹部と意見交換・
相互交流を行っている。
平成28年度実績：平成29年１月25日実施。
参加公館数：97　　参加者数：155名

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-431）

在京大使館等との防災連
絡会

災害時の外国人支援における在京大使館等との連携強化を目的
として在京大使館等の防災責任者を対象に、都防災関連施設の
紹介、発災時の都の施策説明、発災時の在京大使館等の連絡体
制確保のための通信訓練を通じて、情報連絡体制の強化を図って
いる。
平成28年度実績
　・都防災関連施設視察（平成28年5月30日実施）
　　　参加公館数：26館　　出席者数：33名
　・防災施策説明会（平成28年6月16日実施）
　　　参加公館数：14館　　出席者数：27名
　・通信訓練（平成28年6月21日実施）
　　　157館を対象に実施

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-431）

表敬訪問（H28）
平成28年12月1日、大韓民国ロッテワールドアクアリウム職員2名の
表敬を受けた。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

表敬訪問（H28）
平成28年11月21日アメリカ合衆国ジョージア水族館職員1名の表
敬を受けた。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

表敬訪問（H28）
平成28年12月1日、大韓民国釜山アクアリウム職員1名の表敬を受
けた。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

視察団の受入れ
アジア地域から160名、アフリカ地域から44名、中東地域から88名、
欧州地域から16名、北米・中南米地域から20名の延べ328名を受
入れ、局概要の説明や施設見学等を実施

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

表敬訪問
台北自来水から3名の表敬を受けた
（H28.9）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

表敬訪問
台北自来水から2名の表敬を受けた
（H28.11）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

表敬訪問
インド共和国から3名の表敬を受けた
（H28.11）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

表敬訪問
タイ王国から4名の表敬を受けた
（H28.11）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

表敬訪問
台湾自来水から6名の表敬を受けた
（H28.12）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

表敬訪問
新竹市長（21名）の訪問を受けた。
(平成28年4月15日）

議会局管理部秘書課
(56-112)

内容・実績
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表敬訪問
クリス・ホームズ卿（3名）の訪問を受けた。
(平成28年5月31日）

議会局管理部秘書課
(56-112)

表敬訪問
台南市長（11名）の訪問を受けた。
(平成29年1月17日）

議会局管理部秘書課
(56-112)

表敬訪問
アジア地域2ヶ国、中南米地域1ヶ国、中東地域1ヶ国、欧州地域
2ヶ国から延べ87名の表敬を受けた。

警視庁総務部広報課
03-3581-4321(21616)

交 通 管 制 セ ン タ ー の 視
察・見学受入れ

アジア地域326名、欧州地域48名、北米・中南米地域44名、アフリ
カ・中東地域104名を受入れ、交通管制センターの概要を説明。

警視庁
交通部交通管制課
03-3581-4321
（7850-5311）

表敬訪問 アジア地域4ヶ国1地域、欧州地域1ヶ国、北米地域1ヶ国、中南米
地域1ヶ国、アフリカ地域1ヶ国、オセアニア地域1ヶ国から延べ78名
の表敬を受けた。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

③行政視察の派遣 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

欧州地域の視察視察
平成28年6月26日～7月3日、ドイツ連邦共和国３都市の視察を実
施。派遣人数２人。

都市整備局都市づくり
政 策 部 広 域 調 整 課
(30-221)

表敬訪問
北米地域１ヶ国、アジア地域4ヶ国、アフリカ地域１ヶ国から延べ44
名の表敬を受けた。（行政視察等の受入れと重複）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

アメリカ合衆国の視察
アメリカ合衆国における高度食品衛生管理システム（HACCP）に関
する取組状況について視察を実施。派遣人数1名。（他、厚労省及
び地方自治体等職員9名）

福祉保健局健康安全
部食品監視課
（34-341）

チリ共和国南極院におけ
る南極生物収集の打ち合
わせ（H28)

平成28年8月4日、チリ共和国プンタアレナスの南極院本部に職員
3名を派遣。南極生物の研究および収集について、意見交換を
行った。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

メキシコ北西部生物学研
究センターとの打ち合わ
せ(H28)

平成29年2月28日、メキシコ北西部生物学研究センターに職員3名
を派遣。メキシコ沿岸生物の収集に関する打ち合わせを行った。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

リオデジャネイロ州の視察 ブラジル連邦共和国リオデジャネイロ州で視察を実施。派遣人数
計14名
（派遣期間 オリンピック　平成28年8月2日～平成28年8月25日
　　　　　　　パラリンピック　平成28年9月5日～平成28年9月21日）

東京消防庁企画調整
部オリンピック・パラリン
ピック準備室
3212-2111（内線2415）

同時爆破テロに対する諸
外国の事前対策と具体的
消防活動に関する調査

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国ロンドン、フランス共
和国パリ、ベルギー王国ブリュッセル、アメリカ合衆国ニューヨー
ク、ボストンに調査員２名を派遣
（派遣期間 平成29年1月10日～平成29年2月2日）

東京消防庁警防部警
防課
3212-2111（内線3525）

海外消防事情調査員の派
遣

アメリカ合衆国（ロサンゼルス、サンフランシスコ、ヒューストン、ポー
トランド）で視察を実施。派遣人数3名
（派遣期間 平成29年1月16日～平成29年2月5日）

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3146）

内容・実績
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①動物の交換 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

動物の借受(H28)
平成28年5月31日、オーストラリア連邦タスマニア州政府の「セイ
ブ・ザ・タスマニアデビルプログラム」に参画し、タスマニアデビルの
メス2頭を借り受けた。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

動物の寄贈(H28)
平成28年10月13日、スリランカ民主社会主義共和国のデヒワラ動
物園にカンガルーのオス3頭メス1頭の寄贈を行った。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

動物の寄贈(H28)
平成29年1月19日、ドイツ連邦共和国のティアパーク・ベルリンより
アムールトラのオス1頭の寄贈を受けた。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

動物の寄贈(H28)
平成28年10月20日、繁殖研究および展示のため、アメリカ合衆国
モントレー湾水族館へタマカエルウオ30尾を寄贈した。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

動物の寄贈(H28)
平成28年7月20日、繁殖研究および展示維持のため、モナコ公国
モナコ海洋博物館より地中海生物11種50尾を譲り受けた。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

②共同繁殖 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

ニシローランドゴリラの共
同繁殖（H18）

オーストラリア・NSW州タロンガ動物園からニシローランドゴリラのオ
ス1頭を受け入れ、継続して共同繁殖に取り組んでいる。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

ジャイアントパンダの共同
研究（H22）

平成22年7月26日、「中国野生動物保護協会と日本国東京都との
ジャイアントパンダ保護研究実施の協力協定書」が調印された。こ
れに基づき、平成23年2月21日、ジャイアントパンダ2頭（オス1、メス
1）を受け入れ、共同での繁殖研究プロジェクトを開始した。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

「ジャイアントパンダ保護
研究実施の協力協定書
H22」に基づく「ジャイアン
トパンダ評価検証会議」の
開催

平成28年11月24から26日にかけて、中華人民共和国の中国野生
動物保護協会2名、中国パンダ保護研究センター5名、計7名が来
日し、会議を開催し、研究概要、教育普及活動、保護資金の使用
状況について報告・意見交換した。

建設局公園緑地部計
画課動物園担当（41-
257）

内容・実績

(3)   動物等の交換

内容・実績
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①財政支援 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

在住外国人支援事業助
成
(H20)

民間団体が自主的に企画・実施する都内在住外国人を対象とした
コミュニケーション支援などの在住外国人支援事業に対し、事業費
の一部を助成する。平成28年度：9件
※14 (1)   民間団体への支援に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

②国際情報提供 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国際情報提供
(H7)

都民の国際交流・協力の促進及び在京外国人の生活の円滑化に
資するため、東京都国際交流委員会が国内外の情報を収集・提供
する。
国際交流・協力情報コーナーにおける情報提供：件数295件(平成
28年度)
ホームページでの情報の提供：アクセス数2,134,327件(平成28年
度)
・国際交流・協力ニュース「れすぱす東京」等
・外国人向けに生活情報等を多言語（日本語、英語、中国語、韓
国・朝鮮語）で掲載
・多文化共生ポータルサイト「Life in Tokyo」を開設
※12 (2) 都民の国際的な活動の促進に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

内容・実績

内容・実績

(4)   都民の自主的な交流活動への支援
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(1)　専門家等の派遣 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

アジアの高度先端医療者
育成

人間健康科学研究科の3学域（理学療法科学域、作業療法科学
域、放射線科学域）の教員を派遣し、アジア諸国での講演会、講
習会、出前講座等を実施。アジア諸国の大学に派遣し、各大学の
医療者教育の向上を図ることにより、アジア諸国の医療人材を育成
し各国の医療水準向上に寄与する。
タイ王国へ作業療法学分野の技術支援として3名派遣。
（派遣期間平成29年1月16日～平成29年1月20日）
タイ王国へ理学療法学分野の技術支援として3名派遣。
（派遣期間平成29年2月6日～平成29年2月9日）
インドネシア共和国へ作業療法学分野の技術支援として4名派遣。
（派遣期間平成29年2月6日～平成29年2月10日）
ベトナム社会主義共和国へ放射線科学分野の技術支援として5名
派遣。
（派遣期間平成29年3月26日～平成29年3月29日）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首 都 大 学 東 京 ( 荒 川
キャンパス)
(03-3819-1211)

スポーツ指導者派遣事業
（H26 ）

サンパウロ、モスクワ、ジャカルタの三都市に、優秀な柔道指導者
を派遣し、スポーツを通した国際貢献を実施するとともに、ジュニア
選手の技術力向上及び指導者のスキルアップを目指す。
【派遣期間】平成28年11月19日～11月20日（サンパウロ）平成29年
1月30日～1月31日（モスクワ）平成29年3月17日～3月18日（ジャカ
ルタ）【指導者派遣人数】各4名

オリンピック・パラリン
ピック準備局スポーツ
推 進 部 事 業 推 進 課
（38-236）

中華人民共和国北京市
平成29年2月19日から3月1日までの間、東京都環境科学研究所の
研究員2名を北京市環境保護研究院へ派遣。
（1.（1）①に記載。再掲。）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ミャンマー・ヤンゴン市開
発委員会水道事業運営
改善プロジェクトセミナー
実施に係る職員の派遣

国際協力機構（JICA）の依頼を受け、ミャンマー・ヤンゴン市に職員
4名を派遣
（派遣期間：H29.1.29～H29.2.2)

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

インドネシア共和国派遣 市民警察活動促進プロジェクトに係る専門家として、インドネシア
国家警察に延べ3名を派遣。
派遣分野：総合鑑識技能練成
                (平成2７年6月8日～平成29年9月30日)
          　　 市民警察活動
                (平成28年10月17日～平成28年12月10日)
　　　　　　　指紋照合鑑識
                (平成29年2月13日～平成29年3月11日)

警視庁
警務部人事第一課
03-3581-4321(26153)

東ティモール民主共和国
派遣

地域警察確立支援プロジェクトに係る専門家として、東ティモール
国家警察に１名を派遣。
派遣分野：地域警察活動アドバイザー
　　　　　　　(平成28年8月22日～平成28年10月23日)

警視庁
警務部人事第一課
03-3581-4321(26153)

車両整備人材育成
ケニア共和国ナイロビ市における消防車両整備及び人材育成の
講師のため2名派遣
（派遣期間 平成28年7月11日～平成28年7月24日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

北京市赤十字青空救援
隊の研修講師

中華人民共和国北京市で赤十字青空救援隊の研修のため講師と
して1名派遣。
（派遣期間 平成28年8月27日～平成28年8月31日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

3国際協力

内容
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台日国際交流検討会
台湾南投県で開催された台日国際交流検討会に講師として1名派
遣。
（派遣期間 平成28年12月12日～平成28年12月14日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

大規模林野火災に伴う現
地調査

チリ共和国サンティアゴ州で発生した大規模林野火災の現地調査
員として1名派遣。
（派遣期間 平成29年1月28日～平成29年2月3日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

(2)　研修生の受入れ 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

マンスフィールド研修第２
１期研修員の受入れ事業
(H13,16,17,28年度で受入
実績有）

政策企画局調整部政策課へ１名受入。米国モーリーン・アンド・マ
イク・マンスフィールド財団からの要請により、地方公共団体におけ
る防災対策の研修希望があったため、米国籍の研修生を１名受け
入れた。

政策企画局調整部政
策課（21-314）

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
（H28）

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4名）を受入れた。(浜離宮、小石川、六義園、
清澄)
（平成28年6月20日～7月16日）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）
小石川後楽園
（03-3811-3015）
六義園
（03-3941-2222）
清澄庭園
（03-3641-5892）

視察団の受入れ
アジア地域から160名、アフリカ地域から44名、中東地域から88名、
欧州地域から16名、北米・中南米地域から20名の延べ328名を受
入れ、局概要の説明や施設見学等を実施

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

研修生の受入れ ＪＩＣＡ等の研修の一環として、下水処理施設などへ計251名受入。
下水道局総務部
理財課
（51-164）

ＪＩＣＡ「草の根技術協力事
業」への提案・契約締結

○「マレーシア下水道整備プロジェクト」の一環とした人材育成研
修
・平成28年7月　ＪＩＣＡの「草の根技術協力事業」への提案（マレー
シア国で新規に整備される下水処理場の従事者への人材育成研
修）が採択。
・平成29年2月　当局が本事業の実施団体として指定した東京都
下水道サービス㈱と、事業主体であるＪＩＣＡとの間で業務委託契約
が締結。
※平成29年度から受入開始

下水道局総務部
理財課
（51-164）

JICA「セルビア及びボスニ
アヘルツェゴビナ防災分
野情報収集・確認調査」に
係る研修

臨港消防署へボスニアヘルツェゴビナから7名、セルビア共和国か
ら7名の受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

ＪＩＣＡ平成２８年度課題別
研修「建築防災（地震、津
波、火災、台風等に対し
て）」

消防技術安全所へミャンマー連邦共和国他9ヶ国14名の受入れ。
東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

ＪＩＣＡ国別研修「マレーシ
ア消防行政能力向上プロ
ジ ェ ク ト フ ェ ー ズ 2
（HAZMAT／CBRNe）」

第三消防方面本部消防救助機動部隊、立川防災館、蒲田消防署
空港分署へマレーシア国から20名の受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

ＪＩＣＡ「エジプト国保健医
療セクター情報収集・確認
調査」に係る研修

予防課会議室、災害救急情報センター、丸の内消防署及び消防
学校へエジプト・アラブ共和国から1名の受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

内容
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台湾内政部消防署救急
研修

災害救急情報センター、救急相談センター、第九消防方面本部消
防救助機動部隊、消防学校へ台湾から11名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

台湾内政部消防署職員
研修

第九消防方面本部消防救助機動部隊、臨港消防署へ台湾から4
名を受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

台湾内政部消防署職員
研修

第三消防方面本部消防救助機動部隊へ台湾から3名を受入れ。
東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

ベトナム社会主義共和国
ホーチミン市訪日研修「危
機管理」

ベトナム社会主義共和国ホーチミン市幹部職員を、第二消防方面
本部消防救助機動部隊及び江東航空センターへ25名、第八消防
方面本部消防救助機動部及び多摩航空センターへ25名受入れ。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

(3)　物資協力・資金援助 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

都有地の無償貸付
（H20）

国連大学へ土地を無償貸付（H21.2.27～H41.2.26）
財務局財産運用部
活用促進課（26-522）

①留学生の受入れ 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

留学生受入事業
（H28年10月時点）

首都大学東京及び首都大学東京大学院へ502名受入れ。

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

留学生受入れ

留学生数　45名　（平成29年4月1日現在）
（内訳）
専攻別：情報アーキテクチャ専攻　12名、創造技術専攻　33名
国別：中華人民共和国　43名、
　　　  台湾　1名、
　　　　ベトナム社会主義共和国　1名

総務局
公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
(03-3472-7831)

②留学生会館等の運営 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国際交流会館の運営

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。
宿泊室は毎年10名程度の留学生が利用している。

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

連絡バスの運行
（H24）

留学生の宿泊施設（りえんと多摩平）と最寄りキャンパスとの連絡バ
スを運行した。（1日4便）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
学長室
(042-677-2011)

内容・実績

内容・実績

内容・実績

(4)　留学生への支援
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太田記念館の運営
(S59)(H2開館)

日中友好のために役立てて欲しいと故太田宇之助氏より寄贈を受
けた土地に建設した留学生宿舎。北京市との交流事業の一環とし
て、北京市出身の留学生を受け入れる。平成14年度から、アジア
諸都市との友好を図るため、アジア諸都市出身の留学生も受け入
れている。入居者数41人（北京市26人、ソウル11人、バンコク1人、
マニラ1人、デリー1人、ヤンゴン1人）

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

留学生支援
（H27）

首都大学東京大学院人文科学研究科において、外国人留学生日
本語論文執筆能力育成のためのサポート事業を実施。実績：16
件。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
文系学務課
(042-677-2053)

留学生支援

留学に対する意欲向上施策や経済支援の充実等、下記の通り派
遣支援策を実施。

1 留学意欲向上、留学サポート
〇海外留学説明会　計6回（前期・後期　各3回）
〇留学準備講座（異文化滞在理解講座、留学と就職ガイダンス、
危機管理講座、外務省危機管理特別講演会）
　計8回（前期・後期　各4回）
〇留学事後研修（ESワークショップ、振り返りセッション）
　計4回（前期・後期各2回）
〇英語学習支援（英語学習ガイダンス、IELTS説明会）
　計4回（前期・後期各2回）
〇留学相談　予約ベース（相談員4名）

2　経済支援の充実
　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。長期・中期派遣は奨学金と渡航費、短期派遣は奨学金を支
給。(中長期59名、短期152名、合計211名派遣。)

3　派遣機会の拡大、多様化
北米、英国を含む海外大学６０校と学生交換協定を締結。海外大
学８校と本学の学生のみを派遣する非交換型学生派遣協定を締
結。

総務局
公立大学法人
首都大学東京管理部
国際課
(042-677-2030)

大学における留学生への
支援

留学生向け就職ガイダンスの開催　年１回
実践講座の開催（エントリーシート作成、面接対策）
就職相談　随時受付

総務局
公立大学法人首都大
学東京
学生サポートセンター
キャリア支援課
(042-677-1165)

大学における留学生への
支援

・学生定期健康診断時に中国語と英語の通訳をつけている。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
学生サポートセンター
学生課
(042-677-2371)

大学における留学生への
支援

・成績優秀な私費留学生に対して授業料を全額または半額減免す
る制度を設けている。
　平成28年度の実績は下記の通り
　全額免除：39名
　半額免除：277名

総務局
公立大学法人首都大
学東京
学生サポートセンター
学生課
(042-677-2371)

③留学生に係る事業への支援

内容・実績
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①国際会議の開催 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

水素社会のための第1回
国際シンポジウム・市民講
座 （ The 1st International
Symposium on Hydrogen
Energy-based Society ）
（H28）

国内外の著名研究者を招き、『「大都市東京における水素社会の
実現」』をテーマに、英語による国際シンポジウム及び、一般の方を
対象に東京都および大学の専門家が「水素エネルギー社会」を紹
介する市民講座を、本学水素エネルギー社会構築推進研究セン
ターが主催し、首都大学東京南大沢キャンパスで開催した。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
URA室
(042-677-2759)

国際セミナーの開催
(H23）

平成28年12月、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、グジャラート工科大学（インド）において
APEN理事会及びセミナーを実施した。

※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28年度末現在、
加盟団体は20大学（13ヶ国）・8企業5団体。

平成29年3月、インドネシア共和国、ダルマプルサダ大学と共同セ
ミナーを開催
。日本の経済発展を教訓としたインドネシア共和国における新経済
発展戦略を議論した。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
(03-3472-7840)

Asian Community Finance
Initiative(ACFi) の開催
(H25）

平成25年11月、Community Finance機関・研究者等による議論、共
同研究、連絡等を行う機関として、非営利型のコミュニティ金融シス
テムの振興を促進し、もってアジアにおける産業コミュニティの健全
な発展に寄与することで、地域貢献につなげることを目的とした
Asian Community Finance Initiative(ACFi) を設立した。
平成28年度末現在、構成団体は1大学（産業技術大学院大学）・3
信用金庫。
平成28年7月総会を東京で開催(海外からの参加者はなし）。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
(03-3472-7840)

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。
プレゼンテーションを実施。
平成28年度は、東京都（日本）で会議を開催。ソウル大学等からの
参加者を受入。
（東京　H28.6.29～7.1)

水道局
研修・開発センター
開発課
（03-5483-3513)

第89回ＷＥＦ年次総会へ
の参加

水環境の維持強化に関する国際会議に職員3名が参加。
開催場所：アメリカ合衆国（ニューオーリンズ）
開催期間：H28.9.24～9.28

下水道局総務部
理財課
（51-164）

国際グリーンテック・エコプ
ロダクツ展示会2016及び
都市間ワークショップへの
参加

国際グリーンテック・エコプロダクツ展示会2016及び「経済交流促
進のプラットフォーム」の都市間ワークショップに職員2名が参加。
開催場所：マレーシア（クアラルンプール）
開催期間：H28.10.5～10.8

下水道局総務部
理財課
（51-164）

第10回ＩＷＡ世界会議・展
示会への参加

世界各国の水関連企業、研究者、政府関係者、事業体等が集い、
上下水道、 水環境分野に関する知見を共有する会議に職員6名
が参加。
開催場所：オーストラリア（ブリスベン）
開催期間：H28.10.9～10.14

下水道局総務部
理財課
（51-164）

4　国際会議と都市間ネットワーク

内容・実績

(1)   国際会議（海外開催、国内開催の両方を含む）
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ソウル特別市水管理研修
への参加

ソウル特別市の上下水道施策を学び、都市間の上下水道分野に
おける協力を構築する国際会議に職員1名が参加。
開催場所：大韓民国（ソウル）
開催期間：H28.11.15～11.23

下水道局総務部
理財課
（51-164）

②国際会議への参加 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

北東アジア大気質改善国
際フォーラム

平成28年5月にソウルで開催。都の大気質改善の取組を発表。
（1.（1）①に記載。再掲。）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

シティーズ・フォー・エアー
平成28年6月にパリで開催。都の大気質改善の取組を発表。
（1.（1）①に記載。再掲。）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ＩＣＡＰ講習会
平成28年7月にブリュッセルで開催。途上国及び新興国へのキャッ
プアンドトレード導入に関する講習会に講師として参加し、排出量
取引制度の普及拡大に寄与。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
（42-783）

Ｃ40運営委員会
平成28年8月にロンドンで開催。Ｃ40の組織運営に関する事項や
事業計画等について議論。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ソウル気候変動に関する
首長フォーラム

平成28年9月にソウルで開催。持続可能な環境先進都市を実現す
るために都が掲げる目標等を発表。
（1.（1）①に記載。再掲。）

環境局総務部環境政
策課（42-165）

2016循環経済・防災都市
フォーラム

平成28年9月に台北で開催。東京２０２０大会さらにその先を見据
た都の持続可能な資源利用実現のための取組について発表。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

第1回日中韓カーボンプラ
イシングフォーラム

平成28年9月に北京市で開催。都の大規模事業所に対する総量
削減義務と排出量取引制度の概要及び実績について発表。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
（42-783）

Ｃ40民間 建築 物省 エネ
ワークショップ

平成28年9月にニューヨークで開催。都の建築物省エネ対策につ
いて発表。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ＩＣＡＰ総会
平成28年10月にバーリントンで開催。排出量取引制度のリンキング
及び簡素化並びに今後の運営方針等について議論。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
（42-783）

国連気候変動枠組条約
第22回締約国会議（ＣＯＰ
22）

平成28年11月7日から同月18日にかけて、マラケシュで開催。ＣＯ
Ｐ22にあわせて開催された「低炭素ソリューション会議」（モロッコ政
府主催）や「都市、気候とＳＤＧｓ」（日本国環境省、経済協力開発
機構、イクレイ主催）等のサイドイベントに参加し、都の気候変動対
策について発表。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

アジア・太平洋地域にお
ける排出量取引制度の構
築・連携についての知識
共有のための地域プラット
フォーム　第1回会合

平成28年11月にバンコクで開催。排出量取引制度を設立・運用す
る中での経験・課題等について発表。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
（42-783）

国連エコドライブカンファ
レンス

平成28年11月27日から12月1日にかけて、ニューヨークで開催。都
の貨物輸送評価制度について発表。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

Ｃ40首長サミット
平成28年11月30日から12月2日にかけて、メキシコシティで開催。
Ｃ40首長サミットにあわせて開催されたＣ40運営委員会やＣ40首長
サミットの各セッションに参加。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

内容・実績
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自動車排ガス管理ワーク
ショップ2016

平成28年12月に香港で開催。都の自動車排ガス対策を発表。
環境局総務部環境政
策課（42-165）

Ｃ40クールシティーズネッ
トワークワークショップ

平成29年1月にドバイで開催。都のヒートアイランド対策を発表。
環境局総務部環境政
策課（42-165）

東京－台北 振動管理研
修

平成29年3月に台北で開催。都の振動管理に関する経験や制度
等について講義。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

保全繁殖専門家グループ
（CBSG）年次総会への参
加

平成28年10月6日から9日にかけて、メキシコ合衆国プエブラで開
催された国際自然保護連合 種保存委員会 保全繁殖専門家グ
ループ（IUCN/SSC/CBSG）の年次総会に職員各1名が参加。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)
建設局井の頭自然文
化園
（0422-46-1100）

マダガスカルファウナグ
ループ総会（H26）

平成28年7月5日から7月9日にかけて、マダガスカル共和国の野生
動植物保護活動を行うグループの総会及びワークショップに3名の
職員を派遣した（台湾・台北動物園）。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

EARAZA会議（H27）
平成28年9月3日から9月9日にかけて、ユーラシア地域の動物園水
族館協会の総会に職員2名を派遣した（チェコ共和国ドヴールク
ローラヴェ）。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

ゴリラ国際ワークショップ
（H26）

平成28年10月31日から11月9日にかけて、世界の動物園および生
息域内を含めたゴリラに関するワークショップに発表を行うため、1
名の職員を派遣した（メキシコ合衆国・グアダラハラ）。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

ジャイアントパンダ保全国
際会議（H28）

平成28年10月18日から10月22日にかけて、中国大熊猫研究中心
で主催するジャイアントパンダの国際会議に発表を行うため、職員
2名を派遣した（中華人民共和国・都江堰）。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

ジャイアントパンダ繁育技
術会議（H26)

平成28年11月7日から11月10日にかけて、ジャイアントパンダの繁
殖保全についての会議に出席及び発表を行うため、職員3名を派
遣した（中華人民共和国・成都）。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

韓国動物園保全活動に関
するシンポジウム（H28）

平成28年11月29日から12月3日にかけて、ソウル動物園及び韓国
の動物園協会が主催する保全会議に職員2名を派遣した（大韓民
国・ソウル）。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

平成28年10月31日から11月5日にかけて、SEAZAの第24回年次総
会に、意見交換のため、また、ホッキョクグマの飼育管理について
の発表等を行うため、職員2名を派遣した(インドネシア共和国・ボ
ゴール)。

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

平成28年10月31日から11月5日にかけて、SEAZAの第24回年次総
会に、意見交換のため、また、タスマニアデビルの導入と展示につ
いての発表等を行うため、職員2名を派遣した(インドネシア共和
国・ボゴール)。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

世界動物園水族館協会
（WAZA）倫理規定委員会
ミ ー テ ィ ン グ へ の 出 席
(H28)

平成28年8月3日から8月7日にかけて、 世界動物園水族館協会加
盟の各組織の代表者を集め開催された倫理規定委員会のミーティ
ングに職員1名を派遣した(シンガポール共和国)。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

世界動物園水族館協会
（WAZA）年次総会への出
席(H28)

平成28年10月8日から10月16日にかけて、世界から加盟園館が集
まるWAZAの第71回年次総会へ、職員1名を派遣した（メキシコ合
衆国・プエブラ）。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

韓国動物園水族館協会
(KAZA)2016 総 会 へ の 出
席(H28)

平成28年12月1日から12月3日にかけて、KAZAの2016総会に、意
見交換のため、また、日本動物園水族館協会（JAZA）代表として
MOU調印のため、職員1名を派遣した(大韓民国・清州市)。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

日 中 韓 ト キ 国 際 会 議
（H28）

平成28年12月13日、日本、中華人民共和国、大韓民国のトキに関
する専門家が集まり、各国の状況や保全の取り組みについて意見
交換を行う国際会議に職員1名を派遣した（新潟市）。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

東南アジア動物園協会
(SEAZA)年次会議への出
席(H28)
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国際シードラゴンシンポジ
ウムへの参加（H28）

平成28年6月7日から9日にかけて、アメリカ合衆国サンディエゴに
て、シードラゴンの飼育技術をテーマにバーチ水族館がホストとし
て開催した会議に職員2名が参加し、葛西臨海水族園の飼育状況
について報告した。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

世界水族館会議への参加
（H28）

平成28年9月25日から29日かけて、カナダ・バンクーバーにおい
て、海洋環境保全をテーマにバンクーバー水族館がホストとして開
催した会議に職員3名が参加し、ポスター発表を行った。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

Port Authorities
Roundtable(港湾管理者円
卓会議) (H28)

世界主要港の港湾管理者が一堂に会し、意見交換を行う。
平成28年6月23日開催（オランダ王国ロッテルダム）

港湾局港湾経営部振
興課(43-258)

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
ての検討会議出席
（ドイツ　H28..6.27～7.2）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

国際グリーンテック・エコプ
ロダクツ展示会2016

環境・エネルギー分野で、東南アジア地域最大級の展示会。
「東京パビリオン」に当局の国際展開に関する事業を紹介するブー
スを出展。
（マレーシア　H28.10.5～10.8）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

第１０回ＩＷＡ（国際水協
会）世界会議
（H12)

世界における水道事業の研究発表等を行う会議であり、２年ごとに
開催。
論文発表、会議聴講、運営状況調査等を実施。
（オーストラリア　H28.10.10～10.13）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

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
ての検討会議出席
（ドイツ　H29.1.24～1.25）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

IWA水質シンポジウム
ＩＷＡ「水環境の異臭味問題特別委員会」により開催され、この分野
の専門家が課題や最新の解決策について知見を交換
（オーストラリア　H29.2.14～2.16）

水道局
総務部企画調整課
（48-239）

ITS世界会議への参加
第23回ITS世界会議メルボルンに3名が出席、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。

警視庁
交通部交通管制課
03-3581-4321
（7850-5210）

危機管理会議2016

シンガポールで開催された、危機管理会議2016に参加し、「学生
ボランティア及び語学支援ボランティアの育成」について講演し
た。
平成28年11月10日から11月12日までの間、2名を派遣。

警視庁
警備部災害対策課
03-3581-4321(55521)

台湾内政部消防署救急
会議への出席

台湾内政部消防署における救急会議に出席し、講師をした。（2名
派遣）
（派遣期間 1名は平成28年6月26日～平成28年6月29日、
もう1名は平成28年6月26日～平成28年7月1日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

ISO/TC94/SC14 国 際 会
議への出席

アメリカ合衆国サウスカロライナ州グリーンビルで開催された
ISO/TC94/SC14国際会議に出席し、情報交換を行った。（1名派
遣）
（派遣期間 平成28年7月9日～平成28年7月17日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

IAFC年次総会への出席

アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ市で開催された、国際消
防長協会（IAFC）年次総会に出席し、情報交換を行った。（2名派
遣）
（派遣期間 平成28年8月16日～平成28年8月22日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）

UL消防隊員安全研究所
消防職員諮問委員会総
会への出席

アメリカ合衆国ジャクソン市で開催された、UL消防隊員安全研究
所消防職員諮問委員会総会に出席し、情報交換を行った。（1名
派遣）
（派遣期間 平成28年8月28日～平成28年9月2日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2586）
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

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
与するもの。
平成28年度は、ソウル特別市（大韓民国）で第9回会議を開催。
大韓民国：韓国水資源公社（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）が参加。
（Ｈ28.11.2～4）

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

C40への加盟（H18）
世界の都市が連携して温室効果ガスの排出削減に取り組むネット
ワークであるC40に、平成18年度から加盟している。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ICAPへの加盟（H21）
国や公的機関によるキャップ・アンド・トレード制度の国際的な連携
に向け、専門的な議論・意見交換を行うフォーラムであるICAPに、
平成21年度から加盟している。

環境局地球環境エネ
ルギー部総量削減課
（42-783）

ICLEIへの加盟（H22）
気候変動防止や生物多様性の保全、総合的な水管理などに取り
組む地方自治体の国際的なネットワークであるICLEIに、平成22年
度から加盟している。

環境局総務部環境政
策課（42-165）

ア ジ ア 感 染 症 対 策 プ ロ
ジェクト
（H17）

・平成28年6月7日から6月9日、「第12回アジア感染症対策プロジェ
クト会議開催。
　開催都市：ソウル
　参加都市：東京、ソウル、台北、バンコク、デリー、メトロマニラ
　　　　　　　（ゲストスピーカー：ニューヨーク、北京、上海、香港)
・平成28年11月14日から11月24日までアジア大都市感染症対策
海外派遣研修事業としてバンコク・マヒドン大学へ研修生を派遣。
　派遣人数：6名（医療職）
・平成28年12月20日から12月21日、「第8回共同調査研究会議」開
催。
　開催都市：東京
　参加都市：東京、ソウル、台北、バンコク、メトロマニラ、ハノイ、トム
スク
・感染症健康危機管理情報ネットワーク海外情報フォーラムを利用
した感染症対策に関する情報共有の実施。

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
（34－324）

内容・実績

(2)   都市間ネットワーク

①都市間ネットワークの構築

②都市間ネットワークへの加盟

内容・実績
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

経済交流促進のプラット
フォーム

○建築物に係る省エネルギー技術を有する都内中小企業のアジ
ア諸都市への市場展開に関する委託調査の実施
○産学官による共同研究の実施
○都市間ワークショップの開催（平成28年10月6日 於：クアラルン
プール）
○「国際グリーンテック・エコプロダクツ展示会（ＩＧＥＭ）2016」へ出
展し、東京パビリオンを設置（平成28年10月5日-8日 於：クアラルン
プール）
※IGEM2016実施規模
　出展者数 ： 350社（20カ国）
　来場者数 ： 33,903名

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-443）

危機管理ネットワーク

○危機管理会議開催（平成28年11月10-12日　於：シンガポール、
参加都市：ジャカルタ、クアラルンプール、ソウル、シンガポール、
台北、東京、ロンドン、新北）
○東京都総合防災訓練への海外救助隊の参加(平成28年8月31
日-9月4日、参加都市：ソウル、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台北、ロンドン、新北）
○東京消防庁による救助技術研修(平成28年10月17-28日 於：東
京、平成29年2月8日-2月24日　於：台北、参加都市：台北）
○都市における捜索・救助研修（平成28年7月11-22日 於：シンガ
ポール、参加都市：台北）
○行政職員向け研修（平成28年9月22-24日 於：台北（参加都市：
東京））

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-431）

東 京 グ ロ ー バ ル パ ー ト
ナーズセミナー

○セミナーの開催（平成29年1月31-2月3日）
・参加都市：15都市(アムステルダム、バンコク、北京、ブリュッセル、
香港、イスタンブール、ジャカルタ、マニラ、ニューサウスウェール
ズ、リヤド、ソウル、台北、東京、トムスク、トロント）
・参加者：各都市の国際部門の統括責任者等
・主なプログラム：知事表敬、セッション（都市間の国際協力・交流
に係る経験と成果）、視察、二都市間会談

政策企画局
外務部事業課事業担
当
（21-443）

国際グリーンテック・エコプ
ロダクツ展示会への参加
（H26）

平成28年10月、都市間の実務的協力事業「経済交流促進のプラッ
トフォーム」の一環として、環境・省エネルギー分野で、東南アジア
地域最大級の展示会の1つである「国際グリーンテック・エコプロダ
クツ展示会（IGEM2016）」に出展した。出展テーマ名：「イオン伝導
性ナノファイバーフレームワークから構成される次世代型固体電解
質膜の開発に係る研究」および「液体燃料の改質を用いた新しい
燃料電池システムの開発に係る研究」

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京管理部
URA室
(042-677-2759)

インドネシア共和国
フィリピン共和国
ベトナム社会主義共和国

東京都と連携し、EPA（経済連携協定）に基づき来日したインドネシ
ア及びフィリピン、ベトナムの看護師・介護福祉士候補者に対して、
日本の国家試験合格までの支援を実施している。
28年度の取り組みとして、
１ 日本全国で働きながら国家試験合格を目指すEPA看護師候補
者への国家試験対策学習会の開催（38回）
２ EPA介護福祉士候補者への日本語学習会講座の開催（レベル
別に2コース　各19回）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首 都 大 学 東 京 ( 荒 川
キャンパス)
(03-3819-1211)

(3)   多都市間の実務的協力事業（旧　アジア大都市ネットワーク21）

内容・実績
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アジア舞台芸術祭人材育
成部門(H14)

舞台芸術の紹介による文化交流の促進、舞台芸術関係者の相互
交流、優れた作品を世界に流通させる市場の育成を通じ、アジア
における芸術・文化の振興に貢献することを目指す。

アジア舞台芸術祭人材育成部門2016（第14回）
開催期間：平成28年5月14～15日、11月18日～21日、12月16～18
日

「国際共同クリエーション公演」
昨年ワークショップにて他都市のアーティストと共につくられた小作
品を、フルサイズに発展して磨き上げ、東京で公演。
作品：『ＴＥＲＵ　ＴＥＲＵ！』（フィリピン作品/フィリピン演出家）
『焦土』(台湾作品/台湾演出家）
開催都市：東京(東京芸術劇場シアターウエスト）

「国際共同制作ワークショップ」
ミャンマー、インドネシア、マレーシアほかから演出家等が参加し、
小作品３作品を制作するワークショップを実施。東京芸術劇場シア
ターウエストにて上演。
作品：『a』、『enTRANCED』、『Kiss Kiss Bang Bang 2.0』
開催都市：東京（東京芸術劇場シアターウエスト）

「APAFアートキャンプ（舞台芸術国際共同制作人材育成事業）」
アジアの舞台芸術関係者の相互交流を通じ、次世代を担う人材が
共同制作というフィールドで活躍できるきっかけづくりにつなげるこ
とを目的に、ワークショップ、ディスカッション、プレゼンテーション等
を実施。
開催都市：東京（水天宮ピット、東京芸術劇場ギャラリー2）

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29－463）

都市と地球の環境問題
「トムスク州との交流事業」
（H14)

平成28年6月、トムスクにて、東京の課題克服の経験及び廃棄物・
リサイクル制度に関するプレゼンテーションや廃棄物の分別・圧縮
施設の視察等を実施。3名の職員を3日間派遣。

環境局資源循推進部
計画課（42-819）

都市と地球の環境問題
「ヤンゴン廃棄物処理改
善共同検討」
（H14)

平成28年9月、東京にて、大都市の廃棄物対策に関する講義や民
間施設の視察等を実施。7名が10日間にわたり参加。

環境局資源循推進部
計画課（42-819）

都市と地球の環境問題
「ヤンゴン廃棄物処理改
善共同検討」
（H14)

平成28年11月、ヤンゴンにて、大都市の廃棄物対策に関する講義
や安全な収集運搬作業に関する研修等を実施。8名の職員等を5
日間派遣。

環境局資源循推進部
計画課（42-819）

職員能力向上プログラム
「資源リサイクルの促進」
（H14)

平成29年1月、東京にて、都の廃棄物対策に関する講義や最終処
分場の視察等を実施。5名が5日間にわたり参加。

環境局資源循推進部
計画課（42-819）

ウェルカム・アジア
キャンペーン
(H14)

アジアの都市が連携し、アジア域内の交流を深め、欧米、オセアニ
ア等からの旅行者誘致を促進する。

産業労働局
観光部企画課
(36-931)

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。（タイ、インドネシア、メキシコ、グアテマラ、エルサル
バドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和
国など）

下水道局総務部
理財課
（51-164）
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東京都総合防災訓練参
加隊

危機管理ネットワーク参加都市（台湾6名、シンガポール共和国5
名、大韓民国5名）及びオブザーバー都市（台湾新北市政府消防
局5名、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国ロンドン消防
局8名）の救助隊計29名が第六消防方面本部消防救助機動部隊
で事前訓練を行い、東京都総合防災訓練に参加した。あわせて葛
西消防署の視察を行った。
（実施期間 平成28年9月1日～平成28年9月4日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2585）

危機管理会議2016
シンガポール共和国で開催された危機管理会議出席し、多様化
する救急業務への対応について発表を行った。（2名派遣）
（派遣期間 平成28年11月9日～平成28年11月13日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2585）

アジア地域を対象とした救
助技術研修（国内研修）

台湾から研修生6名受け入れ、2名が講師として救助技術研修に当
たった。
（実施期間 平成28年10月17日～平成28年10月28日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2585）

アジア地域を対象とした救
助技術研修（国外研修）

台湾台北市消防局において開催された研修に当庁職員3名を派
遣し、台北市消防局研修生60名の研修支援を行った。
（派遣期間 平成29年2月8日～平成29年2月24日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111(内線2585）
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

世界に開かれた利用しや
すい空港の実現に向けた
取り組み（H11）

東京における航空機能に関する調査等の実施、羽田空港の更な
る国際化や横田基地の軍民共用化など、首都圏における空港機
能の充実に向けて取り組む。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） （30-451）
都市整備局基地対策
部横田基地共用化推
進担当 (21-148)

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。

港湾局港湾整備部計
画課(43-532)

クルーズ客船の大型化等
に対応した新客船ふ頭の
整備

クルーズ客船の大型化、クルーズ市場の拡大に対応し、需要を確
実に取り込むため、レインボーブリッジの外側、臨海副都心地域に
新たな客船ふ頭を整備している。

港湾局港湾整備部計
画課(43-532)

①道路標識 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

道路案内標識の設置
（H7）

英語併記等による道路案内標識の整備
平成28年度：1,905枚（実績）

建設局道路管理部
安全施設課
（40-566）

外国人にも分かりやすい
停留所表記の拡大

外国人観光客の方にも安心して都営バスをご利用いただけるよう、
停留所標識柱の建て替え時等に英語、ハングル、中国語の表記を
追加してきた。（約1,200ヶ所実施済み）

交通局自動車部計画
課（46-646）

文化財説明版の英語化
（H21から）

英文併記の都指定文化財説明版（332基）
教育庁地域教育支援
部管理課（内線：53-
832）

外国人への配慮
（H19）

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
表示している。平成28年度は、105台に装着。現在954台運用中。

警視庁
総務部装備課
03-3581-4321(23311)

外国人への配慮
（H23）

制服警察官が着装するベストにPOLICE文字を表示。平成28年度
は、10,036着配布。

警視庁
総務部装備課
03-3581-4321
(702-23141)

外国人への配慮 制服警察官が着装する雨衣等にPOLICE文字を表示。

警視庁
総務部装備課
03-3581-4321
(7953-2311)

内容・実績

(1)   海外都市とのアクセス手段の拡充

Ⅱ魅力と活力にあふれた都市づくり

5都市基盤

内容・実績

(2)   まちの表示
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平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

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

交通局電車部営業課
（46-541）

案内サインの設置
(H19)

都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの駅に日英併記の案内サイン
を設置（地下鉄101駅、ライナー13駅）
駅長事務室、きっぷうりば等特定の施設については中国語（簡体
字）・ハングルを加えた4言語表記を実施

交通局電車部営業課
（46-541）

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）

交通局電車部営業課
（46-541）

コンシェルジュの配置
（H17）

外国人旅行者が多い、都営地下鉄の駅に英語対応のコンシェル
ジュを配置(24駅）

交通局電車部営業課
（46-539）

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）

交通局電車部営業課
（46-532）

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。

交通局自動車部計画
課
（46-644）

簡易型バス接近表示装置
における英語表記の実施
（H29）

バスの接近情報をお知らせする、簡易型バス接近表示装置におい
て、英語での接近案内を表示（5基）

交通局自動車部計画
課
（46-644）

バス車内の乗換案内の外
国語表示（H22～28）

都営バスの車内にて、次の停留所名を案内する次停留所名表示
装置を多言語(※)に対応したフルカラー液晶ディスプレイへ更新
し、平成28年度末で全車両へ導入した。（※23区内は日本語、
ローマ字（英語）・中国語・ハングル、青梅地区は日本語、ローマ字
(英語)）

交通局自動車部車両
課
（46-485）

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）、韓国語で実施。

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

交通局公式多言語SNS（H
２８～）

平成28年12月12日、都営交通の営業案内や沿線観光情報等を発
信するFacebook（英語、中文繁体、韓国語）を開設。

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

都営交通利用ガイドの発
行
（H28～)

都営交通の営業案内パンフレットを英語、中国語（繁体字）、韓国
語併記で発行。
Ａ5変形判50000部、Ａ3観音折り50000部

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

③観光案内板 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

臨海副都心多言語案内
板の設置(H25)

臨海副都心内の海上公園等において、日本語、英語、中国語（簡
体字）、ハングル併記の案内板43基を設置。

港湾局臨海開発部誘
致促進課（43-424）

訪日外国人向け次世代券
売機の導入
（H28）

32インチの大型高精細ディスプレイで、日本語・英語・中国語（簡
体字・繁体字）・韓国語・フランス語・スペイン語・タイ語の8言語に
対応した自動券売機を、平成２９年２月から３月にかけて外国人利
用者の多い都営地下鉄の駅31駅に順次導入。

交通局電車部営業課
（46-532）

内容・実績

②交通機関における案内板等

内容・実績
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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）

交通局電車部営業課
（46-532）

④信号機等 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人への配慮

外国人に対する交通安全を図るため、押ボタンの操作が理解でき
るよう、押ボタン箱に併設する表示板への多言語表記（ピクトグラム
の採用、及びUni-Voiceコードの併用による15ヶ国言語対応）を設
置

警視庁
交通部交通管制課
03-3581-4321
（52211）

平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人への配慮
(H7)

ローマ字で「KOBAN」または「POLICE」と表記したランドマークを交
番等に設置。（564ヶ所）

外国人への配慮
(H21)

交番設置の地理案内板の地図表記に英語を併記。(66ヶ所)

外国人への配慮 交番に多言語で放映できるデジタルサイネージを設置。(44ヶ所)

外国人への配慮 交番等に多言語対応のコミュニケーション支援ボードを備え付け。
警視庁
地域部地域総務課
03-3581-4321（35214）

警視庁
地域部地域総務課
03-3581-4321（35272）

内容・実績

内容・実績

⑤交番における外国人への配慮
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　(1)　経済活動の活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

ビジネスコンシェルジュ事
業
（H24）

東京都内における外国企業の進出及び事業活動をサポートする
ため、英語によるワンストップサービスを提供する「ビジネスコンシェ
ルジュ東京」（Business Development Center TOKYO）を運営。セミ
ナー2回開催。（平成28年４月（45名参加）及び平成29年1月（230
名参加））

政策企画局調整部渉
外課(21-199)

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。28年度は在留資格認定証明書の取扱範囲拡充、及び入国管
理ブースで申請できる期間を延長。28年度の延べ利用者数は
1,413名。

政策企画局調整部渉
外課(21-179)

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。

政策企画局調整部渉
外課(21-187)

外国企業誘致セミナー(海
外セミナー）の開催(H26)

平成28年５月、英国のロンドンで、日本や東京進出に関心を持つ
英国企業を対象に、Invest Tokyo Seminar 2016 in Londonを開催
し、約30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。

政策企画局調整部渉
外課(21-187)

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28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40名が参加。企業間における業
務提携に向けた場を提供。

政策企画局調整部渉
外課(21-187)

東京都ベンチャー技術大
賞
(H10)

東京都ベンチャー技術大賞受賞企業・製品を紹介する海外向け
のパンフレットを作成し、販売促進を支援する。

産業労働局
商工部創業支援課
(36-573)

産業立地情報収集・提供
事業
(H20)

都内への立地や移転等を希望する企業向けに、都内の工業団地
や工場アパート、自治体の振興施策等の情報を英語で提供する。

産業労働局
商工部地域産業振興
課
(36-716)

製品改良・規格等適合化
支援事業
(H28)

中小企業の実用化段階にある自社製品や試作品について、海外
向けの製品改良や海外規格への適合、認証取得に要する経費の
一部を助成する。
28件

産業労働局商工部経
営支援課
（36－672）

東京発「クールジャパン」
の推進（コンテンツ分野）
(H27)

○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）
東京国際アニメ祭：124件
海外アニメ見本市MIFA：177件

産業労働局商工部経
営支援課
（36－673）

内容・実績

6経済・労働
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海外販路開拓支援事業
(H22)

○海外販路ナビゲーターによるハンズオン支援
海外のビジネス事情に詳しい企業OB等が、海外取引、海外進出
に向けた実践的な支援（情報提供・アドバイス・コーディネート）を
行う。海外取引を志向する企業の発掘と商材の目利きを行い、専
門商社に仲介し、その進行管理等を行う。専門商社は、仲介され
た企業の商材を海外市場で販売し、与信リスクの管理、代金の回
収等を担う。
申込商材数：95件、採択商材数：88件
○海外展示会出展支援
出展効果の高い海外の展示会・見本市等を有効に活用し、中小
企業の海外販路開拓を支援する。
展示会出展数：7展示会

産業労働局
商工部経営支援課
(36-672)

アジア特別商談会
（H26）

集客力のあるアジアの展示会への出展を支援するとともに、展示
会において東京パビリオンを設け、優れた技術を持つ中小企業の
出展により東京の産業の技術力、ブランド力をPRする。

産業労働局
商工部経営支援課
(36-672)

中小企業制度融資（海外
展開支援）
(H28)

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。

産業労働局
金融部金融課
（36－821)

金融機関と連携した海外
展開支援
(H28)

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、独立行政法人中小
企業基盤整備機構、公益財団法人東京都中小企業振興公社と金
融機関とが連携し、融資実行と併せ、状況に応じた継続的なハン
ズオン支援を実施する。
支援実施件数：91件

産業労働局
金融部金融課
（36－821)

(2)　外国人の就労 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人労働相談
(H元)

○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。（2,597件）
○通訳派遣制度により、スペイン語、ポルトガル語、ハングル語、タ
イ語、ペルシャ語の多言語による労働相談に対応。
○資料の発行等

産業労働局
雇用就業部労働環境
課
(37-661)

内容・実績
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

東京マラソン及びマラソン
祭りの実施（H18）

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29年2月26日
【マラソン沿道人数】1，015,000人
【マラソン祭り　観客数】376,000人

オリンピック・パラリン
ピック準備局
スポーツ推進部
事業推進課
(38-241)

ウェブサイトによる情報発
信
(H14)

国内外から旅行者を東京に誘致するため、東京に存在する様々な
観光（イベント、施設、自然、文化及び伝統など）に関する情報を発
信し、これを広く認識してもらうことによって、国内外に存在する訪
都旅行予定者を確保する。（9言語10種類）

産業労働局
観光部受入環境課
(36-951)

観光案内窓口の運営
(H16)

旅行者の利便性や回遊性を高めるため、既に各種の案内を行っ
ている区市町村、宿泊施設、交通事業施設、公園、庭園やコンベ
ンション施設等の窓口に、都が提供するロゴマークを設置し、既存
の案内業務に加えて、旅行者に地域や都内全体の観光情報を
「おもてなしの心」を持って提供する。
・運営箇所　153ヶ所

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

観光ボランティアによる
観光ガイドサービス
(H16)

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10コース）のガイドサービスを提供する。
・ルート 10ルート
・実施件数 466件

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

観光ボランティアの活用
(H13)

外国人旅行者へのホスピタリティの向上と都民の国際交流に資す
るため、観光コンベンション分野でも、ボランティアの活用を図る。
・ボランティアの登録　登録者2,496名
・活動内容 外国人向けの都庁内見学案内の実施、街なか観光案
内、国際会議等へ派遣　等

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

東京観光情報センターの
運営(H12)

東京の観光情報提供の中核として、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　1,106,600名（内外国人 665,357名）
・設置場所 都庁本部、羽田空港支所、京成上野支所、バスタ新
宿

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

全国観光ＰＲコーナーの
運営(H20)

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 177,031名（内外国人58,987名）

産業労働局
観光部受入環境課
(36-953)

ウェルカムカードの作成、
配布(H14)

歓迎メッセージのほか、都内の地図や交通機関の案内、緊急連絡
先、文化施設の割引等がセットになったウェルカムカードの作成、
配布。
・ハンディマップ217万部　（9言語10種類）
・ハンディガイド175万部　（9言語10種類）
合計　392万部

産業労働局
観光部受入環境課
(36-951)

内容・実績

7観光・景観・文化

　(1)　観光の振興・コンベンションの誘致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ウェルカムボードの設置
(H14)

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。
3ヶ所設置
・成田空港2ヶ所
・東京観光情報センターバスタ新宿

産業労働局
観光部受入環境課
(36-951)

民間事業者と連携した旅
行者誘致事業(H20)

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

産業労働局
観光部企画課
(36-931)

東京観光レップの
運営及び設置調査(H15)

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・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・マドリッド・ニューヨーク・シドニー・パリ・トロントの運営

産業労働局
観光部企画課
(36-931)

観光プロモーションの
積極的な展開(H14)

東京の魅力をPRすることにより外国人旅行者を誘致する。
・旅行博出展、旅行エージェントの招聘（ベトナム、インドネシア、
フィリピン）
・成長開拓市場における観光セミナー・商談会（インド）

産業労働局
観光部企画課
(36-931)

ＭＩＣＥの
誘致活動の展開(H12)

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。

産業労働局
観光部企画課
(36-923)

海外青少年の
教育旅行受入促進(H19)

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。

産業労働局
観光部企画課
(36-931)

東京アニメアワードフェス
ティバル(H25)

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29年3月10日～同月13日
会場：池袋の5会場（新文芸坐、シネマサンシャイン池袋、池袋
HUMAXシネマズ、シネ・リーブル池袋、池袋シネマ・ロサ）ほか

産業労働局
観光部振興課
(36-971)

東京国際映画祭
(S60)

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28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

産業労働局
観光部振興課
(36-971)
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ショートショートフィルム
フ ェ ス テ ィ バ ル ア ジ ア
(H16)

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28年6月3日～6月26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

産業労働局
観光部振興課
(36-973)

ア フ リ カ フ ェ ア の 開 催
(H27)

平成28年11月26日、27日の2日間、アフリカ各国大使館他の協力
を受け、記念シンポジウム、アフリカ各国紹介ブース、ミュージック
フェア等のイベントを行った。

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

都営地下鉄駅における訪
日外国人向け無料Ｗｉ－Ｆ
ｉサービスの提供(H26)

訪日外国人向けに、平成26年12月から都営地下鉄35駅にて、アプ
リが不要な無料Wi-Fiサービスを提供している。また、同月から、ア
プリが必要な無料Ｗｉ-Ｆｉサービスを都営地下鉄101駅で提供して
いる。

交通局総務部企画調
整課
（内線　46-214）

都営地下鉄車内における
訪日外国人向け無料Ｗｉ
－Ｆｉサービスの提供(H27)

訪日外国人向けに、平成28年2月から都営地下鉄車内で無料Ｗｉ-
Ｆｉサービスを開始している。
平成28年度末の導入数：浅草線27編成（全車両）、大江戸線33編
成

交通局総務部企画調
整課
（内線　46-214）

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。

交通局自動車部計画
課
（46-644）

海 外 旅 行 博 へ の 出 展
（H28）

FIT層の多いアジア各国で開催される旅行博において、都営交通
ブースを出展し、都営交通の認知度向上及び利用促進を図る。
H28.6　ソウルハナツアー博
H28.11　台北国際旅展

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

都営交通沿線観光ガイド
の発行（H28)

都営交通沿線の観光スポット案内パンフレット「都営交通で１日東
京観光」を英語、中国語（繁体字）、韓国語併記で発行。
Ｂ5判50000部

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

都営交通PR動画の作成
（H28)

都営交通や沿線の観光スポット等を紹介するPR動画を英語、中国
語（繁体字）、韓国語で作成。

交通局総務部お客様
サービス課（46-143）

海外旅行博への出展
（H28)

アジア各国で開催される旅行博において、都営交通ブースを出展
し、東京の地下鉄や都営交通、お得な乗車券をＰＲし旅客誘致を
図る。
・平成２８年１１月１１日～１１月１３日 上海中国国際旅游交易会の
東京観光財団ブースに資料出展
・平成２９年３月１７日～３月１９日 クアラルンプールマレーシア旅
行博出展

交通局電車部営業課
（46-535）

都電荒川線インバウンド向
け冊子の発行
（H28)

訪日外国人旅行者向けに、都電荒川線の乗り方や沿線の観光ス
ポットを案内する４カ国語のパンフレット（英語、中国語（繁体字、簡
体字）、韓国語）を、平成２８年１０月に発行。
A3判（両観音開き）60000部

交通局電車部営業課
（46-535）

日暮里舎人ライナーイン
バウンド向け冊子の発行
（H28)

訪日外国人旅行者向けに、日暮里舎人ライナーへのアクセス方法
や、沿線の観光スポットを案内する４カ国語のパンフレット（英語、
中国語（繁体字、簡体字）、韓国語）を、平成２９年３月に発行。
A3判（両観音開き）10000部

交通局電車部営業課
（46-535）
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①文化施設の運営 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

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：277人
（外国語内訳）
英語165名、フランス語16名、ドイツ語10名、中国語12名、韓国語7
名、スペイン語4名、イタリア語2名
（英独兼任3名、英仏兼任1名、英中兼任4名、英西兼任1名、英伊
兼任1名）

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29－422）

ボランティアの活用
（H28）

外国人向け英語の庭園ガイドを実施。（浜離宮恩賜庭園・六義園・
小石川後楽園・清澄庭園）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）
小石川後楽園
（03-3811-3015）
六義園
（03-3941-2222）
清澄庭園
（03-3641-5892）

②情報提供 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

財務局建築保全部

庁舎管理課

（H3） （27-721）

財務局建築保全部

庁舎管理課

（H3） （27-721）

トーキョー・アート・ナビ
ゲーション
(H18)

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。

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29-415）

中央卸売市場の紹介パン
フレットの外国語版の発行

市場見学に訪れる諸外国の人々に対し中央卸売市場への理解を
深めるため、各国語のパンフレットを提供する。
日本語・英語版（昭和40年～）、日本語・ロシア語版（平成2年～）、
フランス語・スペイン語版（平成2年～）、中国語（平成3年～）、韓国
語版（平成4年～）
平成 28年度合計27,000部発行

中央卸売市場管理部
総務課
44-135

(2)　芸術文化の振興

内容・実績

「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。

都庁見学のご案内外国語
版の発行

リーフレット「都庁見学のご案内」の英語版、中国語版(簡体字・繁
体字）、ハングル版を発行することにより、来庁する外国人に対して
利便を図っている。

本庁舎敷地内の外国語案
内標示

内容・実績
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中央卸売市場広報用ビデ
オの貸出

市場機能・流通機能等について理解を深めるため、市場紹介ビデ
オを希望者に対し期間2週間で貸出を行っている。
東京の市場24時リメイク版(平成13年～)、東京の市場今昔ものがた
り(平成6年～)、東京の魚市場(平成8年～)、東京・花ものがたり(平
成7年～)、教えてイッチーノ！中央卸売市場のしくみ（平成27年3
月～）

中央卸売市場管理部
総務課
44-135

「 東 京 の 日 本 庭 園
Japanese Gardens in
Tokyo」の発行

都民や東京を訪れる方に、広く東京の日本庭園が持つ魅力を知っ
ていただくため、東京の日本庭園おもてなし協議会に参加する都
立・国公立・民間等の庭園の情報を冊子にまとめ、国内外に発信
する。

英語版1800部発行

建設局公園緑地部公
園課
（41-262）

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

建設局井の頭自然文
化園
（0422-46-1100）

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

情 報 パ ネ ル 英 語 併 記
（H28）

「世界の海」コーナー及び「浮遊生物」コーナー計15基において、
展示コーナーの情報パネルを英語併記した。

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

多言語リーフレットの発行
（H28）

9庭園多言語リーフレットに新たにスペイン語を追加し、6ヶ国7言語
とした。（日本語、英語、仏語、中国語【簡体字・繁体字】、韓国語、
西班牙語）

建設局
浜離宮恩賜庭園
（03-3541-0200）
小石川後楽園
（03-3811-3015）
六義園
（03-3941-2222）
清澄庭園
（03-3641-5892）
旧岩崎庭園
(03-3823-8340）
旧芝離宮恩賜庭園
（03-3434-4029）
旧古河庭園
（03-3910-0394）
殿ヶ谷戸庭園
（042-324-7991）
向島百花園
（03-3611-8705)

外国語による文化財情報
（ウェブサイト）
（H21年から）

日本語で提供していた都内文化財情報検索サイトについて、英語
においても情報提供を実施。英語に加え、平成29年4月から中国
語及び韓国語についても順次対応中。

教育庁地域教育支援
部管理課（内線：53-
832）

外国版として、英、中（簡体字・繁体字）、韓を4言語を常時配布。
都立動物園・水族園の外
国語版案内パンフレット発
行
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③事業助成 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

東京芸術文化創造発信
助成（旧東京都芸術文化
発信事業助成）
(H16、アーツカウンシル東
京へ移管H24)

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28年度 :単年 114件 （内訳：都内80件、海外26件、共同制作8
件） 長期　6件

生活文化局文化振興
部企画調整課
（29-433）

内容・実績
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①情報提供・相談 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

医療情報サービス
(H5)

保健医療情報センターにおいて、外国人向けの電話相談窓口を
運営。
・ 対応言語：英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語
・ 提供情報：外国語対応可能な医療機関、日本の医療制度など。
・ 対応時間：全日9:00～20:00
・ 平成28年度相談件数：8,259件

福祉保健局
医療政策部
医療政策課
（33-323）

健康危機管理情報の提供
ホームページを通じて、外国人向けに、都内の環境放射線測定結
果や感染症発生動向について英語で情報提供を行っている。

東京都健康安全研究
センター企画調整部健
康危機管理情報課
（03-5937-1089）

「東京都食品衛生自主管
理認証制度」に係る情報
提供
(H27）

国際的に認められた食品衛生管理の方式である「HACCP（ハサッ
プ）」の考え方に基づき、食品関係施設の自主的な衛生管理を積
極的に評価する東京都独自の制度「東京都食品衛生自主管理認
証制度」について、ホームページを英語化するとともに、英語版の
リーフレットを作成し、情報提供を行っている。

福祉保健局健康安全
部食品監視課
（34-354）

食品の安全に関する情報
の提供
（H28）

ホームページを通じて、外国人向けに、食の安全に関する都の取
組や食中毒の予防法について英語で情報提供している。

福祉保健局健康安全
部食品監視課
（34-344）

関係機関の海外事業と連
携した食品の安全に関す
る情報の提供
（H28）

食の安全に関する都の取組を紹介するパンフレットを、英語、中国
語（簡体字、繁体字）、韓国語で作成し、産業労働局が設置してい
る東京観光マップや日本政府観光局の海外事務所を通じて海外
で配布した。また、日本政府観光局のWEBマガジンを利用して、食
の安全に関する都の取組について情報提供した。

福祉保健局健康安全
部食品監視課
（34-344）

飲 食 店 に お け る ア レ ル
ギー物質の情報提供支援
（H28）

飲食店において、外国人利用者に対してアレルギー物質の情報
提供ができるよう、ピクトグラム等を用いたコミュニケーションシート
を作成・配布するなどし、事業者の取組を支援している。

福祉保健局健康安全
部食品監視課
（34-344）

ウェルネス・チャレンジ事
業（ウォーキングマップ紹
介サイト）
(H28)

都内各区市町村が作成したウォーキングマップを紹介するポータ
ルサイト「ＴＯＫＹＯ　ＷＡＬＫＩＮＧ　ＭＡＰ」を開設。ホームページを
英語対応としている他、マップの英語版PDFファイルを掲載し、居
住又は滞在する外国人に向けた情報提供を行っている。
・掲載区市町村数　13区市
・掲載コース　124コース

福祉保健局保健政策
部健康推進課
（32-853）

Ⅲ　開かれた共生社会づくり

8健康

(1)　外国人に配慮した保健医療サービスの提供

内容・実績

1 / 4 ページ



②通訳 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)
救急通訳サービス
(H5)

医療機関向けに、電話による救急時の通訳サービスを実施。
・ 対応言語：英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語
・ 対応時間：月～金17:00～20:00、土・日・休日9:00～20:00
・ 平成28年度通訳件数：457件
※平成29年5月1日より、英語・中国語の対応時間を、月～金17:00～
翌朝9:00、土日祝日9:00～翌朝9:00に拡大

福祉保健局
医療政策部
医療政策課
（33-323）

コミュニケーションマニュア
ルの活用
（H21）

外国人傷病者の救急案件に対応するため、救急で使用する表現
を11ヶ国語（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
載したコミュニケーションマニュアルを作成し、全救急車に積載して
いる。

東京消防庁救急部救
急指導課
3212-2111（内線4605）

英語対応救急隊の整備
（H26）

外国人が安心して滞在できる環境を整備するため、英会話や外国
文化を理解した接遇を行う英語対応救急隊を、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。

東京消防庁救急部救
急管理課
3212-2111（内線4447）

平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人患者への対応

○都立病院国際化対応検討委員会、幹事会及びＰＴの開催
　（開催実績　委員会：１回、幹事会：１回、ＰＴ：３回）
○各種帳票の多言語翻訳の実施
○外国人患者数の把握体制の強化（システム改修）
○ＪＭＩＰ認証取得（広尾病院）

病院経営本部経営企
画部総務課（50－125）

語学研修
（Ｈ2７）

都立病院職員として必要な医療系英会話力の向上
病院経営本部経営企
画部総務課（50－125）

都立病院国際化対応研
修
（Ｈ2７）

外国人患者の文化的・宗教的背景への理解の促進
（平成28年度実施：平成29年1月25日、平成29年2月8日）

病院経営本部経営企
画部総務課（50－125）

①健康保険 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国民健康保険
後期高齢者医療制度

住民登録を行っていて、3ヶ月を越えて日本に滞在するものと認め
られる外国人に対し、日本人と同様に国民健康保険及び後期高
齢者医療制度を適用。
平成28年4月1日現在の国民健康保険における外国人適用被保
険者数242,235名。
平成29年3月31日現在の後期高齢者における外国人適用被保険
者数6,612名。

福祉保健局
保健政策部
国民健康保険課
（国保：32-491）
（後期：32-981）

内容・実績

③都立病院等における対応

内容・実績

内容・実績

(2)　医療費補助等
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②医療費補助 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)
外国人未払い医療費補て
ん事業
(H6)

都内の医療機関（都立を除く）が、外国人を診療し、回収努力したにも
かかわらず未収となっている医療費の一部を補てんすることにより、当
該医療機関の負担軽減を図り、外国人の不慮の傷病に対する緊急的
な医療を確保する。
・ 対象となる外国人 ： 都内に居住し、又は勤務する者で、公的医療保
険が適用されないもの、又は公的医療扶助の給付を受けないもの。
（オーバーステイや不法入国等の外国人で健康保険法や生活保護
法、行旅病人及行旅死亡人取扱法などの適用がないもの）
・ 補てん額 = (保険診療として算定した医療費）- (回収額)
※ただし、予算額の範囲内で１医療機関１患者につき200万円が限
度。対象期間は入院14日以内、外来3日以内に限定する。
・ 平成28年度支払患者数：376人

福祉保健局
医療政策部
医療政策課
（33-328）

③行旅病人及び死亡人 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)
行旅病人及び死亡人取扱
い
（M32）

「行旅中」とみなされる(日本国内に救護者が全くいない）外国人が、入
院治療を必要とする状態に陥った場合、行旅病人及行旅死亡人取扱
法を適用して入院による救護を行う。
平成28年度　0件

福祉保健局生活福祉部
保護課
（32-441）

①結核対策 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

結核健康診断
(S63)

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（123人）
・保険未加入外国人結核検診

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
(34-331)

支援員派遣制度
(H17)

外国人支援員を養成し、在日外国人結核患者の通訳として支援を
行う。
在日外国人結核患者支援員派遣（219回）

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
(34-331)

平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

介護保険制度パンフレット
の発行
（H18）

介護保険に関する3言語（英語、中国語、韓国語）に対応したパン
フレットを発行

福祉保健局
高齢社会対策部
介護保険課
（33-651）

療養の手引
結核の療養や感染防止等について、８言語（英語、中国語、韓国
語、タガログ語、ネパール語、ヒンディー語、ミャンマー語、ベトナム
語）に対応した手引きを発行

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
（34-331）

服薬ノート

結核について、患者、医療機関、保健所、薬局等の支援者が、服
薬支援のための情報を共有し、治療完遂を目指すためのツールと
して、8言語（英語、中国語、韓国語、タガログ語、ネパール語、ヒン
ディー語、ミャンマー語、ベトナム語）に対応したノートを発行

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
（34-331）

②保険・予防等に関する外国語パンフレットの発行

内容・実績

内容・実績

内容・実績

(3)   健康の確保

内容・実績
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パンフレット「たんぽぽ」の
発行
（H19）

HIV陽性告知直後の人のために、3言語（ポルトガル語、英語、タイ
語）に対応したパンフレットを発行

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
（34-331）

パンフレット「エイズって
何？」の発行
（H21）

HIV／エイズ、HIV検査・相談機関について、8言語（英語、ポルト
ガル語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ
語）に対応したパンフレットを発行

福祉保健局健康安全
部
感染症対策課
（34-335）

新型インフルエンザ対策
普及啓発用多言語パンフ
レットの発行
（H25）

新型インフルエンザの予防及びまん延防止並びに発生時の対応
について正しく理解していただくため、6言語（英語、中国語（簡体
字及び繁体字）、韓国語、タイ語、スペイン語）に対応したパンフ
レットを発行

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
（34-317）

医療機関受診のための
多言語ガイドブック
(H28)

感染症の疑いのある外国人旅行者等に早期の医療機関受診を促
すため、6言語(英語、中国語(簡字体)、中国語(繁字体)、韓国語、
タイ語、スペイン語)で必要な情報を網羅した冊子を発行

福祉保健局健康安全
部感染症対策課
（34-323）
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①相談(生活一般相談) 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人相談
(S63)

都民相談の一環として、外国語専門の相談員を配置し、電話、来
訪による都政や日常生活に関する相談に対応する。

・言語別相談日程、相談電話番号　　　    　〔開設日数〕
　　英語 　　　月～金曜日　03-5320-7744　　 243日
　　中国語　　火・金曜日    03-5320-7766　　100日
　　韓国語 　 水曜日      　 03-5320-7700　　　50日
・相談時間
     9:30～12:00　13:00～17:00
・場所
    東京都庁第一本庁舎3階

生活文化局広報広聴
部都民の声課
（29-375）

女性相談センター
(S32)

婦人相談員等が、電話や面接により女性からの様々な相談に応じる。
ＤＶ被害者や人身取引被害者等の緊急一時保護を行う。必要に応じ
て通訳を依頼して対応する。
平成28年度実績：外国人相談件数807件
　　　　　　　　　　   外国籍女性一時保護　本人92人、同伴児者94人

福祉保健局
少子社会対策部
女性相談センター
（03-5261-3911）

外国人児童・生徒相談
(H21)

・幼児から高校生相当年齢までの児童・生徒及びその保護者に対
し、中国語、英語、韓国・朝鮮語の通訳者を介し、毎週金曜日午後
1時から午後5時まで、電話及び来所による教育相談を実施
・東京都教育相談センターのホームページに、中国語、英語、韓
国・朝鮮語の3言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

教育庁東京都教育相
談センター
(03-3360-4181)

外国人相談
(H4)

「外国人困りごと相談コーナー」(03-3503-8484)を設置し、通訳セ
ンターとの三者通話により、相談に当たる。
平成28年度中144件実施。

警視庁生活安全部
生活安全総務課
生活安全相談センター
03-3581-4321(30371)

リーフレットの配信
（H24）

「くらしの安全・安心Q&A～安心してくらすために～」を日本語、英
語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語で作
成し、各署で実施される外国人対象の防犯対策、キャンペーン、講
習会等で配布・活用できるようにデータ配信。

警視庁
組織犯罪対策部
組織犯罪対策第一課
03-3581-4321
(7750-4552)

広報啓発ポスターの発行
オーロラビジョンでの放映
（H29）

日本語、英語、韓国語、中国語、ベトナム語、タガログ後のメッセー
ジを含む不法就労防止を目的とした広報啓発ポスター12,000部を
作成し、駅、区役所、ハローワーク等公共機関等に掲示するととも
に、ポスターと同じ画像を新宿アルタのオーロラビジョンで放映し
た。

警視庁
組織犯罪対策部
組織犯罪対策第一課
03-3581-4321
(7750-4552)

外国人相談
（H28）

ストーカー・DV事案の相談受理時に、相談対応の流れ等が容易に
理解できるよう多言語の資料（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、各署へ配布した。

警視庁
人身安全関連事案
総合対策本部
03-3581-4321
(7871-3212)

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。

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3129）

9くらし

(1)   相談・情報提供

内容・実績
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

(記入例) (記入例) (記入例)

パンフレットの発行
毎月、生活一般に係わる情報を英語でパンフレットにまとめ発行す
る。

○局○部○課

(H18) (内線又は直通番号)

外国人労働者雇用マニュ
アル(外国語翻訳版)の作
成
（H18）

外国人の適正雇用及び不法就労防止のため、「入管法」、「外国
人雇用労働状況届出制度」及び「在留カードの確認方法」等につ
いて解説したマニュアルを2万部印刷。
冊子：日本語
HP掲載：日本語、中国語、韓国語、英語

青少年・治安対策本部
総合対策部治安対策
課（21-765）

外 国 人 在 留 マ ニ ュ ア ル
（外国語翻訳版）の作成
(H27）

外国人が犯しがちな「入管法」、「刑法」、「道路交通法」等の法律
及び日本のルール・マナーを説明するマニュアルを5.5万部印刷。
冊子：日本語、中国語、韓国語、英語、ベトナム語、タイ語
　　　　ネパール語、ミャンマー語
HP掲載：上記７か国語及び
　　　　　　インドネシア語、マレーシア語、モンゴル語、ベンガル語

青少年・治安対策本部
総合対策部治安対策
課（21-765）

不法就労等の防止啓発用
品の作成（ウェットティッ
シュ、タオル）
（H27）

外国人の適正雇用と不法就労の防止を啓発する、ウェットティッ
シュ15,000個、タオル1,500枚を作成。

青少年・治安対策本部
総合対策部治安対策
課（21-765）

①メガホン型多言語翻訳
機及びタブレット端末の活
用による多言語対応
②入庁受付等に関する案
内の多言語表記
(H28)

①都庁舎（議会棟含む。）に多言語対応機器（４ヵ国語）を導入し、
手荷物検査（展望室）のアナウンスや来庁者対応などに活用した。
また、防災訓練においても避難誘導などに活用した。
②セキュリティ対策として実施している入庁受付に関して、来庁者
が記入する受付票や手続きの案内等について英語併記を実施し
た。また、デジタルサイネージに新たに入庁受付の案内（４ヶ国語
表記）を追加し、多言語に対応した。

総務局総務部総務課
（内線24-162）

東京都予算案のあらまし
英語版の発行（H28）

外国人への広報を目的に、「東京都予算案のあらまし」の英語版
2,000部を作成・配布。

財務局主計部財政課
（26-332）

ガイドブック都税外国語版
の発行

東京に暮らす外国人のために税金の概略について都税を中心に
解説するガイドブックを作成（英語：2,300部、中国語：1,300部、韓
国語：1,150部）。都庁及び都税事務所等にて配布し、主税局ホー
ムページにも掲載。

主税局総務部総務課
（28-130）

ホームページを活用した
情報提供
（H9）

・海外及び都内の外国人への広報を目的に、東京都公式ホーム
ページに外国語ページを設け最新の都政情報を提供する。
・言語は、英語、中国語、韓国語
・平成26年12月に外国語版を全面的にリニューアルし、海外への
情報発信を強化
・主なコンテンツは、知事の施政方針・所信表明、報道発表資料、
生活情報等を紹介しているページや各国大使館へのリンク集など

生活文化局広報広聴
部広報課
（29-222）

外国語放送
（H9）

外国語放送専門のFMラジオ局InterFMを利用して、医療、イベン
ト、防災等の都政情報、健康に関する情報等を外国語で案内。
番組名：TOKYO City Information
毎週土曜：9：56～9：59
（再）毎週日曜：9：56～9：59
使用言語：英語

生活文化局広報広聴
部広報課
（29-241）

内容・実績

②情報提供(生活一般に係わる情報)
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外国人のための生活ガイ
ド
リビング・インフォメーショ
ン
（H19）

東京都公式ホームページ（外国語版）からリンクする東京都国際交
流委員会のホームページにおいて、外国人向けに日常生活に必
要な行政手続きや生活情報をまとめた生活ガイド（日本語、英語、
中国語、韓国語）を掲載。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
（29-553）

多文化共生ポータルサイ
ト「Life in Tokyo」
（H28）

東京都公式ホームページ（外国語版）からリンクする東京都国際交
流委員会のホームページにおいて、都・区市町村、地域の国際交
流協会、在住外国人支援団体などの様々な情報を地域別・分野
別に取りまとめ一元的に発信するポータルサイトを開設（日本語、
英語）。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
（29-553）

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、活用している。

水道局サービス推進部
業務課
（48-641）

印刷物の配布、発行

○パンフレット「東京都の下水道 2016」の英語版である
「SEWERAGE in TOKYO 2016」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。

下水道局総務部
広報サービス課
（51-051）

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5つの水再生センターについて英語版
の概要を局ホームページ上で公開。

下水道局総務部
広報サービス課
（51-051）

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 刷 新 英 語 、 中 国
語、韓国語）
＊中央の旧版： 英語H4～、中国
語H21～、韓国語H22～

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。
発行部数：　各館　英・中・韓　　各1,000部

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

都立図書館総合案内の発
行・配布
（ H28 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。
発行部数：　英・中・韓　各500部

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

館内デジタルサイネージ
での情報発信
（ H28 設 置 英 語 、 中 国
語、韓国語）

図書館に来館する利用者に対し、サービス内容、利用方法、資料
紹介、イベント情報、周辺情報等を多言語（英語、中国語、韓国
語）で案内するサイネージを新設した。災害時には、画面を切り替
えて災害情報等を発信できる。
設置台数：　中央5台、多摩2台

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

中 央 図 書 館 案 内 リ ー フ
レットの発行・配布
（ H27 作 成 英 語 、 中 国
語）

都立中央図書館の利用環境やサービス内容をイメージさせるリー
フレットを英語及び中国語で作成し、館外でのPRイベント等で配布
する。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

図書館PRビデオの作成、
館外デジタルサイネージ
等への掲出（H27作成 英
語）

都立中央図書館の利用環境やサービス内容をイメージさせるPRビ
デオを英語で作成し、都庁YouTube、公共施設のデジタルサイ
ネージ等に掲出している。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

外国語資料に関する蔵書
データの提供

蔵書検索システムにより、都立図書館所蔵の外国語資料を検索で
きるようにしている。
（英語版検索画面への切り替え可）

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)
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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）。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

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する。（平成28
年度収集冊数：7,175冊　蔵書冊数：約29万冊）

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

外国語の新聞、雑誌の収
集・提供

外国語の新聞　35紙、　雑誌　121誌　を収集し提供する。＜都立
中央図書館＞
外国語の新聞　2紙、　雑誌　429誌　を収集し提供する。＜都立多
摩図書館＞

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

「大使館等提供資料コー
ナー」の設置（都立中央図
書館）
（Ｈ２７～）

アメリカ合衆国大使館・アメリカンセンターＪａｐａｎ、駐日欧州連合代
表部（ＥＵ）、ブリティッシュ・カウンシル、オーストラリア大使館から
提供された公的な広報資料を常設展示。日本語及び英語で書か
れた各国の政治・経済・社会事情、観光情報、留学ガイドブック
等、約80タイトルを展示・配布。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

留学説明会の実施 「アメリカ留学、はじめの一歩！ at 都立中央図書館」と題し、アメリ
カンセンターJapanの留学アドバイザーによる、アメリカの大学・大学
院留学に関する説明会を開催。（平成29年2月11日）　　参加者数
は82名。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

Webサイト
Edo Tokyo Digital Musem
（江戸東京デジタルミュー
ジアム）
（H23～)

江戸・東京の歴史や文化について、楽しみながら学ぶウェブサ
イトを開設し、情報を提供している（英語）
http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/edo/tokyo_library
/english/index.html

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

リーフレット
DISCOVER EDO AND
TOKYO
（おもしろい江戸あたらし
い東京）
（H28)

江戸・東京の歴史や文化について知りたい方に、東京都立中央図
書館で提供できる資料や情報について、リーフレットに簡略にまと
めて紹介している。
3,000部発行

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

「Books on Japan」（日本に
関する洋書）コーナーの
設置
（H28)

中央図書館1階中央ホールにコーナーを設け、約15万冊の洋書
（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。

教育庁中央図書館
(03-3442-8451)

外国語の子供の本情報の
発信

図書館で所蔵する外国語の子供の本情報（抜粋）を言語別に都立
図書館ホームページに掲載する。

教育庁多摩図書館
(042-359-4109)

多 摩 図 書 館 移 転 に 伴う
オープンイベント等リーフ
レットの発行（H28　英語）

都立多摩図書館の移転に伴い実施するオープンイベントやサービ
ス内容を紹介するリーフレットを作成し、各国大使館へ送付した。

教育庁多摩図書館
(042-359-4034)

PR映像の作成
（H2８　英語）

都立多摩図書館移転開館に際して、利用環境やサービス内容をイ
メージさせるPRビデオを英語で作成し、都庁YouTube、公共施設
のデジタルサイネージ等に掲出した。

教育庁多摩図書館
(042-359-4034)
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「被害者の手引」の発行
(H12)

事件直後の外国人被害者等に対し、刑事手続、各種支援制度等
の情報を早期かつ包括的に提供。
平成28年度発行部数
身体犯用（英語版）2,100部・交通事故用（英語版）1,900部
身体犯用（中国語版）1,400部・交通事故用（中国語版）1,350部
身体犯用（韓国語版）1,400部・交通事故用（韓国語版）1,350部
※中国語版・韓国語版については平成23年度から

警視庁
犯罪被害者支援室
03-3581-4321(21231)

情報提供
外国人からの、交番や警察署等における問合せ（拾得遺失、地理
案内等）や110番通報に対し、通訳センターとの三者通話により、そ
の内容に応じた各種情報を提供している。

警視庁
警務部教養課
03-3581-4321(27425)

情報提供
警視庁ホームページにおいて、巡回連絡に係る協力を多言語で
依頼。（12ヶ国語）

警視庁
地域部地域指導課
03-3581-4321（35662）

情報提供
交番に設置のデジタルサイネージを活用し、巡回連絡に係る協力
を多言語で呼びかけ。

警視庁
地域部地域指導課
03-3581-4321（35662）

リーフレットの配布
（H2７）

事件・事故など警察への緊急通報電話について必要事項を記載
したリーフレットを各警察署へ配布した。（英語、中国語、韓国語、
タガログ語）
約10，000部配布

警視庁
地域部通信指令本部
03-3581-4321(36143)

消防車両への英語表記
（H28）

外国人が識別しやすいよう、更新車両174台、既存車両183台に組
織名の英語表記（TOKYO FIRE DEPT.)を実施。

東京消防庁装備部装
備課
3212-2111（内線5345）

①生活保護制度 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)
生活保護制度
（S25）

・特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、もしくは定住者の在留資
格をもつ人及び難民認定を受けた人で、外国人登録を行っている人に
ついて、日本人に準じた生活保護が行われる。

・保護の申請は福祉事務所で行う。

　平成28年度　外国人世帯の保護受給状況　6,673世帯

　　　　　　　（参考　被保護世帯数　229,940世帯）

　　　　　　　（出典　平成28年度被保護者調査年次調査結果）

②出産・子育て 平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

(2)　外国人に対する様々な行政サービス

内容・実績

内容・実績

福祉保健局生活福祉部
保護課
（32-431）

保育所
(S22)

在留カード等を持ち、各区市町村が定める入所基準（保育の必要
性）を満たす外国人に対し、家庭で保育できない就学前の子ども
を預かり保育する。（利用実績は把握していない）

福祉保健局少子社会
対策部保育支援課
（32-782）
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平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

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。

福祉保健局
心身障害者福祉セン
ター
(03-3235-296３)

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。

福祉保健局
心身障害者福祉セン
ター
(03-3235-296３)

精神障害者保健福祉手
帳の交付

・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。

福祉保健局
中部総合精神保健福
祉センター
事務室
（03-3302-7739）

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。

福祉保健局
障害者施策推進部
施設サービス支援課
（33-155）

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。

１　補装具費に関する
こと
福祉保健局
障害者施策推進部
施設サービス支援課
（33-155）

２　１以外に関すること
福祉保健局
障害者施策推進部
地域生活支援課
（33-231）

内容・実績

③障害者のためのサービス
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平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

介護保険制度

外国人(日本国籍を有しない者)についても、次の者は、介護保険
の被保険者となる。
①住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民
②3ヶ月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により
3ヶ月を超えて滞在すると認められる者

福祉保健局
高齢社会対策部
介護保険課
（33-651）

④高齢者のためのサービス

内容・実績
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(1)   防災 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

外国人への防災知識の普
及

・「東京都防災ホームページ」の英語・中国語・韓国語版の充実
・防災普及パンフレット「東京都防災ガイドブック」及び「防災ポケッ
トガイド」（英語・中国語・韓国語）の発行、配布
・帰宅困難者対策条例概要パンフレット（英語・中国語・韓国語）の
配布
・帰宅困難者対策ポスター（英語版）の掲示
・「日常備蓄」を進めましょうリーフレット（英語）の配布
・「東京防災」中国語版・韓国語版の作成、配布

総務局
総合防災部防災管理
課
（03-5388-2453）

東京都防災（語学）ボラン
ティア
(H8)

大規模災害時等に語学能力を活用して、被災外国人を支援する
防災（語学）ボランティアを募集・登録し、研修により資質向上を図
る。
平成29年3月末現在：762人15言語(英語、中国語、韓国語、スペイ
ン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、タイ語、タガ
ログ語、インドネシア語、ロシア語、アラビア語、ミャンマー語、ベト
ナム語)

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

緊急時ポケットマニュアル
（ヘルプカード）の発行
(H21)

災害・急病・怪我など緊急時の対応等を記載した定期券サイズの
ポケットマニュアル（11言語：英語、中国語、韓国語、タガログ語、
ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、スペイ
ン語、ポルトガル語）を、区市町村窓口に設置したほか、日本語学
校、外国人支援団体などを通じて外国人に配布。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

防災知識の普及
(H24)

首都圏での大規模災害に備え、在住外国人にわかりやすく防災知
識を伝えるため、東京都国際交流委員会が防災啓発動画を4言語
（やさしい日本語、英語、中国語、韓国語）で作成。同委員会ホー
ムページに掲載し、区市町村、外国人支援団体、大使館等へ周
知。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

地震に対する知識等の普
及

震災対策広報誌「地震の時はこうしよう（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布。平成28年は
25,000部（英語版15,000部、中国語版5,000部、韓国語版5,000部）
を発行。

警視庁
警備部災害対策課
03-3581-4321(55521)

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
情報を表示、発信する。

警視庁
警備部警備第一課
03-3581-4321(55295)

テロ対策広報映像
テロ対策広報映像(コマーシャル)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。(英
語・中国語・韓国語)

警視庁
警備部警備第一課
03-3581-4321(55295)

外国人への防災知識の普
及

在日米国大使館領事部から依頼を受け、在日米国商工会議所会
員とその家族に対し、災害への備えについて職員1名が講演を実
施した。
（開催日 平成29年9月26日）

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

火災、救急、地震発生時の対応要領や事前の心得等を解説した
パンフレット「消防119」（日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、
フィリピン語）20,100部を作成し、配布した。

東京消防庁企画調整
部広報課
3212-2111（内線2306）

10防災・防犯・交通安全・消防

内容・実績
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外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

都民防災教育センター（防災館）のパンフレット「防災館（BOSAI-
KAN）」（日本語、英語）を5,700部発行し、窓口に備え置いた。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

池袋都民防災教育センター（池袋防災館）のパンフレット
「IKEBUKURO BOSAIKAN」（英語、中国語、韓国語）を各5,000部
発行し、池袋防災館に備え置いた。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

池袋都民防災教育センター（池袋防災館）のパンフレット「池袋防
災館 ご利用案内」（英語・中国語・韓国語）を各5,000部発行し、池
袋防災館に備え置いた。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

池袋都民防災教育センター（池袋防災館）のパンフレット「池袋防
災館 防災体験のしおり」（英語、中国語、韓国語併記）を10,000部
発行し、池袋防災館に備え置いた。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

本所都民防災教育センター（本所防災館）のパンフレット「HONJO
BOSAIKAN」（英語）を配布した。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

立川都民防災教育センター（立川防災館）のパンフレット「立川防
災館」（日本語、英語）を24,000部発行し、立川防災館に備え置い
た。

東京消防庁防災部防
災安全課
3212-2111（内線4225）

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来館する外国人消防関係者等に東京消防庁消防防災資料セン
ター(消防博物館)の概要を紹介するパンフレット「消防博物館」（日
本語、英語併記）65,000部を作成し、配布した。

東京消防庁消防防災
資料センター(消防博
物館)
3353-9119

外国人への防災知識の普
及（外国人向け資料の作
成）

来館する外国人消防関係者等に東京消防庁消防防災資料セン
ター(消防博物館)の案内パンフレット「館内のご案内・ビルディング
インフォメーション」（日本語、英語、中国語、韓国語）を配布した。

東京消防庁消防防災
資料センター(消防博
物館)
3353-9119

(2)　防犯・交通安全 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

自転車安全利用啓発用
リーフレットの作成・配布
(H26)

日本での自転車の交通ルール等を英語で解説したリーフレットを
50,000枚作成。都ホームページに掲載するとともに、外国人が各
種手続きのために立ち寄ることの多い警察署・区市町村の窓口等
で配布。

青少年・治安対策本部
総合対策部
交通安全課
(21-792)

外国人に対する
交通安全教育
(H27)

日本の言葉や生活習慣に不慣れな外国人が交通事故の加害者
又は被害者とならずに安全に過ごすことができるように、外国人向
け交通安全教育教材を、ホームページ、国際線の航空機内映像
等を通じて発信する。
また、日本語学校の留学生等に向けて出前型交通安全教室を行
い、外国人の交通ルールの遵守及びマナーの向上を図る。

青少年・治安対策本部
総合対策部
交通安全課
(21-796)

交通反則通告書を送付通
告する際の翻訳文の添付

外国人に対し、交通反則通告書及び納付書を送付通告する際
に、翻訳文を添付（英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン
語・中国語・韓国語・アラビア語・ペルシャ語の9か国語）。

警視庁
交通部交通執行課
03-3581-4321
(7865-5751)

内容・実績
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国外運転免許証の発給
(S39)

国内の自動車運転免許証を受けている者からの申請に基づき、
ジュネーブ条約加盟国等（95か国と2地域）で1年間運転できる国
外運転免許証を発給。平成28年中89,671件発給。

外国運転免許から国内運
転免許への切替え
(S46)

外国の運転免許を取得し、当該外国で通算3か月以上滞在してい
た者について、受けようとする免許に係る自動車等を運転すること
に支障がないことを確認した場合には、一部の試験（学科及び技
能）を免除して、国内運転免許証を発給する。平成28年中9,448件
発給。

運転免許情報案内
(H4)

運転免許の手続（更新、失効、再交付、国際運転免許等）につい
て、英語による24時間利用可能のテレホンサービス（音声及び
ファックス）を実施。

外国語による運転免許試
験(S25)

英文による学科試験を実施。平成28年中3,065件実施。

Ｄ形パーキングメーター利
用方法英語併記（H28）

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形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。

警視庁
交通部駐車対策課
03-3581-4321(52612)

インターネット（ホームペー
ジ等）を活用した情報提供
(H24)

大震災（震度6弱以上）発生時における交通規制について広報等
の必要性から警視庁ホームページ内に英語、中国語、韓国語版の
広報紙を掲載。

警視庁
交通部交通規制課
03-3581-4321(51672)

インターネット（ホームペー
ジ等）を活用した情報提供
(H19)

飲酒運転根絶について外国人への広報等の必要性から、警視庁
ホームページ内に英語版チラシを掲載。

警視庁
交通部交通総務課
03-3581-4321
(703-50322)

表示板の設置（H28）
街頭防犯カメラシステム設置地区である歌舞伎町地区及び六本木
地区において、「防犯カメラ作動中」である旨を日本語、英語、中国
語、韓国語で記載した表示板を各5枚、計10枚を追加設置。

防犯スピーカーの設置
（H28）

街頭防犯カメラシステム設置地区である歌舞伎町地区において、
防犯カメラ設置地区である旨を周知させるほか、客引きへの注意
等、犯罪抑止に資する各種広報を行うため、スピーカー4台を設置
し、日本語、英語、中国語、韓国語による広報を実施。

ポスターの配布
（H28)

外国人に対し、盛り場における客引き行為への注意喚起と被害防
止を目的として、英語及び中国語表記によるポスターを配布（平成
28年度中330枚配布）。

警視庁生活安全部
生活安全総務課
03-3581-4321(30162)

警視庁
交通部運転免許本部
03-3581-4321
(7250-5052)

警視庁
生活安全部
生活安全総務課
03-3581-4321
(7852-3022)
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

私費外国人留学生入試
（特別選抜）
（S58）

特別選抜を実施し、合格者を受入れ
募集人員12名、志願者196名、合格者30名、入学者25名（平成29
年度入試）。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京アドミッ
ション・センター(入試
課)
(042-677-2392)

帰 国 子 女 入 試 （ 特 別 選
抜）
（S61）

特別選抜を実施し、合格者を受入れ
募集人員4名、志願者11名、合格者1名、入学者1名（平成29年度
入試）。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京アドミッ
ション・センター(入試
課)
(042-677-2392)

中国引揚者等子女入試
（特別選抜）
（H元）

特別選抜を実施
募集人員5名、志願者0名、合格者0名、入学者0名（平成29年度入
試）。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京アドミッ
ション・センター(入試
課)
(042-677-2392)

私立学校外国語科教員
海外派遣研修事業費補
助（H28）

各私立学校において、自校の外国語（英語）科教員を、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28年度　20名

生活文化局私学部私
学振興課　（内）29-716

私立学校外国語指導助
手活用事業費補助（H27）

JETプログラムのうち、ALT（外国語指導助手）を活用する私立学校
に対し、その雇用経費等を補助する。
平成28年度　152名配置

生活文化局私学部私
学振興課　（内）29-716

私立高等学校海外留学
推進補助（H25）

私立高校生の留学に伴う経済的負担を軽減し、海外留学を促進
するため、私立高等学校が行う留学に参加する生徒に対し、一定
の基準により参加費用の一部を補助する。　平成28年度　512名

生活文化局私学部私
学振興課　（内）29-716

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28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。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-212）

都立立川国際中等教育
学校における外国人等の
募集枠の設定（H20）

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28年度1学年
160人のうち在京外国人生徒及び海外帰国生徒30人。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-212）

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28年度海外帰国生徒対象5校130人（国際高校、立川国際中
等教育学校を含む）。引揚生徒対象4校24人。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-212）

Ⅳ　地球市民としての意識づくり

11学校教育

内容・実績

(1)　外国人生徒・学生支援
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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ついて、
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。
第一次募集・分割前期募集及び全日制の分割後期募集・第二次
募集における学力検査の共通問題並びに在京外国人生徒対象（4
月入学生徒の選抜及び9月入学生徒の選抜）の検査問題で実施。
平成28年度（平成29年度入学者選抜）申請者：167名

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53-242）

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）　19校　　学級数37学級　　児童数576人
中学校（昼間）  10校　　学級数18学級　　生徒数272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172人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年5月1日現在）

教育庁地域教育支援
部義務教育課
（内線53-262）

平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

グローバル人材育成入試
（AO入試）
（H26）

国際社会で活躍する意欲のある者を募集するグローバル人材育
成入試を実施し、国際社会の第一線でリーダーシップを発揮して
活躍できるグローバルリーダーの育成に取り組む。
募集人員16名、志願者17名、合格者10名、入学者10名（平成29年
度入試）。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京アドミッ
ション・センター(入試
課)
(042-677-2392)

海外インターンシップ体験

首都大学東京大学院の理工系の研究科に在籍する大学院生を対
象に、カリフォルニア州のシリコンバレー周辺の企業を訪問し、実
際に海外で活動を行う日本人や現地の人材と交流する。また、世
界トップクラスの海外大学研究室を訪問し、自分の研究・専門性を
活かしたディスカッションを行う。平成28年度は12名参加。
(期間：平成28年11月6日～11月13日)

総務局
公立大学法人
首都大学東京
理系学務課
（042－677-2444）

(2)　グローバル社会を担う次世代の育成

内容・実績
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グローバルPBLの実施
（H20）

グローバルビジネスに役立つ専門的知識・スキル・業務遂行能力
（コンピテンシー）を持った高度専門職人材を東京の産業界に輩出
し、アジア諸国等へのビジネス展開に生かすことを目的として、グ
ローバルPBLを実施している。
平成20年度の実証実験をもとに、平成21年度からベトナム国家大
学とのグローバルPBLを実施するとともに、平成25年度からブルネ
イ・ダルサラーム大学と、平成26年度からはUNITEC工科大学
（ニュージーランド）とグローバルPBLを実施している。

【平成28年度におけるグローバルPBLの実績】
　連携大学：ブルネイ・ダルサラーム大学
　テーマ：「地滑り検知システム『TochiSlide』の開発」
　参加人数：産業技術大学院大学6人
　　　　　　　 ブルネイ・ダルサラーム大学8人

　連携大学：ブルネイ・ダルサラーム大学
テーマ：「IoTデバイスを活用した洪水検知システムの改善と実証

実験」
　参加人数：産業技術大学院大学3名
　　　　　　 　ブルネイ・ダルサラーム大学4名

※PBL（Project Based Learning）型教育とは、実社会で即戦力とし
て活躍できる人材を育成するために有効な教育手法であり、数名
の学生が、明確な目標を掲げ、できるだけ実際の業務の内容に近
い1つのプロジェクトを完成させていくプロセスの中で、実社会で真
に役立つスキルやノウハウを修得する。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
産業技術大学院大学
(03-3472-7840)

IPE海外短期研修

保健・医療・福祉専門領域における多職種間連携を学ぶために2
週間程度の海外滞在によるIPE(Interprofessional Education)の実
習を行った。IPEの先進国である英国のキングストン大学及びス
ウェーデン王国のカロリンスカ研究所（平成28年度はキングストン
大学への応募者が0名であったため、カロリンスカ研究所のみ）に
学生を派遣し「チーム医療」「連携協働」を学んだ。さらに文化の違
いを体験し、同じ専門職や他の専門性に触れながら英語を共通語
とした国際的なコミュニケーションスキルを育み、将来国際的な視
野に立って活躍できる専門性の基盤を醸成するための教育を実施
した。（学部学生対象、派遣学生数8名）
なお、スウェーデン王国のカロリンスカ研究所から5名の学生を5週
間程度受入れ、日本の医療現場を見学させたり、学生交流を行っ
た。

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(荒川
キャンパス)
(03-3819-1211)

大学院グローバルコア医
療人材短期研修

海外研究者と実践的な交渉や共同作業を通じてグローバル人材
を育成するための実践的なプログラムとして実施した。作業療法科
学域では英国のオックスフォードブルックス大学と連携して英国の
医療制度とリハビリテーションの現状について学び、我が国の制度
と現状との比較検討を通して両国における作業療法の役割と機能
について理解を深めた。（参加学生2名）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(荒川
キャンパス)
(03-3819-1211)

理学療法に関する短期研
修（語学力フォローアップ
つき）

海外の理学療法事情についての理解を促すとともに、国際力を向
上させることを目的として実施した。オーストラリアにおける理学療
法教育は世界観点からトップの実績を有している。カーティン大学
理学療法学科はオーストラリア国内で上位に位置づけられており、
留学生を世界各国から受け入れ、そのプログラムも充実している。
本プログラムは理学療法学専門科目聴講、臨床場面の見学、語学
研修の３要素をもとに、カーティン大学にて構成された、首都大学
東京のためのプログラムである。
（参加学生3名）

総務局
公立大学法人首都大
学東京
首都大学東京(荒川
キャンパス)
(03-3819-1211)
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次世代リーダー育成道場
（H25） 世界を舞台に活躍する国際感覚豊かな人材を育成することを目的

とし、将来、様々な分野で活躍し、日本や東京の未来を担おうとい
う高い志をもった都立高校生に対して、国内事前研修及び海外留
学を実施。
選考を実施し、５期生200名を研修生として募集。６月に第３期生Ｂ
コース95人、11月に第４期生Ａコース100人が帰国、８月に第４期生Ｂ
コース99人がアメリカへ、１月に第５期生Ａコース100人がオーストラリ
ア・ニュージーランドへ出発した。

東京都教職員研修セ
ンター研修部教育開発
課
（03-5802-0316）

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及び英語、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。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課（内
線53-212）（内線53-
255）

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28年度外国語
コース等設置校４校。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課（内
線53-212）（内線53-
255）

都立大島海洋国際高校
(H18)

国際航海学習、海外体験学習など体験型の国際教育を実施。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。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課（内
線53-212）（内線53-
255）

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。晴海総合高校（H8開校）の語学コ
ミュニケーション系列、つばさ総合高校（H14開校）の国際・コミュニ
ケーション系列、杉並総合高校（H16開校）の国際コミュニケーショ
ン系列、葛飾総合高校（H19開校）の国際コミュニケーション系列、
世田谷総合高校（H20開校）の国際・文化理解系列などにおいて、
語学力の向上や異文化理解を図る。平成28年度の定員は、晴海
総合高校を除き、各校1学年240名。晴海総合高校は、280名。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53－254）

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。千早高校(H16開校)及び大田桜
台高校(H21開校)。平成28年度定員各校1学年210名。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課
（内線53－249）

都立大島海洋国際高校
(H18)

留学生との交流や海外体験学習など体験型の国際教育を実施。
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。

教育庁都立学校教育
部高等学校教育課（内
線53-214）（内線53-
255）
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平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

該当事業なし

平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

国際情報提供
(H7)

都民の国際交流・協力の促進及び在京外国人の生活の円滑化に
資するため、東京都国際交流委員会が国内外の情報を収集・提供
する。
国際交流・協力情報コーナーにおける情報提供：件数295件(平成
28年度)
ホームページでの情報の提供：アクセス数2,134,327件(平成28年
度)
・国際交流・協力ニュース「れすぱす東京」等
・外国人向けに生活情報等を多言語（日本語、英語、中国語、韓
国・朝鮮語）で掲載
・多文化共生ポータルサイト「Life in Tokyo」を開設
※2 (4)   都民の自主的な交流活動への支援に再掲
　 9(1)②　情報提供（生活一般に関わる情報）に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

国際情報提供
(H16)

在住外国人向けメディア連絡会
行政情報を外国人に多言語で提供するほか、意見交換の場とし
て、在住外国人向けメディアとの連絡会を設置。
16言語・35メディア

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

外国人おもてなし語学ボ
ランティア育成事業
（H27)

日本を訪れる外国人が安心して滞在できる環境を整えるため、街
中で外国人に積極的に声をかけ、簡単な外国語で道案内等の手
助けを行う語学ボランティアを育成する。
平成28年度登録者数：約10,000名
※通算登録者数：約13,000名

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-561)

内容・実績

12世界に開かれた都民意識

(1)　人権意識の啓発・開発教育

内容・実績

(2)   都民の国際的な活動の促進

①リーフレットの作成、セミナーの開催、情報提供等
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①集会公聴事業 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

インターネッ ト都政モニ
ター
(H13)

都内に居住する人を対象に、都政の緊急課題等に関する都民の
意見・要望等をインターネットを使って聴取し、都政運営の参考と
する。（ホームページの閲覧・メール送受信を日本語でできる方）
平成28年度モニター数500名（アンケート6回、テーマ意見の募集3
回実施）

生活文化局広報広聴
部都民の声課
（29-286）

知事への提言
(H7)

都民から都政に関する提言・意見を受け都政運営の参考とする。
英文ホームページにも提言等を受け付けるメールフォームを設置。

生活文化局広報広聴
部都民の声課
（29-399）

多文化共生推進委員会
（H28)

外国人も住みやすく、活躍できるまちにするための具体的施策に
ついて、専門家等が検討する場として平成13年度より設置されて
いた地域国際化推進検討委員会（日本人委員と外国人委員で構
成）を平成27年度に「多文化共生推進検討委員会」に名称変更
し、平成28年2月に「東京都多文化共生推進指針」を策定した。平
成28年度からは、同指針に基づく多文化共生社会づくりを進める
ための具体的方策の方向性について検討するため、「東京都多文
化共生推進委員会」を設置。
※16(1)  国際政策の推進体制 に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

都営交通に関する外国人
ニーズ把握調査
(H26)

首都大学東京の協力を得て、外国人留学生による調査を実施。
①アンケート調査（1回）※回答者計100名
②現地ツアー調査（3回）※協力者計19名

交通局総務部お客様
サービス課（46-146）

都営交通に関する外国人
モニター調査
(H2７)

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
ケート調査及び現地ツアー調査を実施。
①アンケート調査（1回）※回答者計70名
②現地ツアー調査（2回）※参加者計16名

交通局総務部お客様
サービス課（46-146）

平成29年3月31日現在

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

該当事業なし

Ⅴ　国際化に対応できる都政づくり

13外国人住民の都政への参画

(1)   外国人住民の行政参画

内容・実績

内容・実績

(2)   外国人の公務員への採用

1 / 1 ページ



平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

在住外国人支援事業助
成
(H20)

民間団体が自主的に企画・実施する都内在住外国人を対象とした
コミュニケーション支援などの在住外国人支援事業に対し、事業費
の一部を助成する。平成28年度：9件
※2 (4)   都民の自主的な交流活動への支援に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

女性の緊急保護事業への
助成
(H2)

来日外国人女性の緊急保護事業を実施している法人に対して助
成を行っている。
平成28年度実績：実人員12人（本人5人、同伴児7人）
　　　　　　　　       延べ562人（本人239人、同伴児323人）

福祉保健局
少子社会対策部
女性相談センター
（03-5261-3911）

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
れなどの支援を行っている。
平成29年3月31日現在、登録企業数67社

水道局総務部
企画調整課
（48-239）

平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

民間団体等とのネットワー
ク
(H７)

「国際化市民フォーラム in TOKYO」
都、地域国際化協会、ＮＧＯ等の民間団体で構成される「国際交
流・協力TOKYO連絡会」において、東京の国際化について現状
や、問題点について多角的な議論を行うイベントを、企画・実施す
る。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

国際交流・国際協力団体
のネットワークづくりと協働
(H7)

（一財）自治体国際化協会、都道府県等の地域国際化協会、区市
の国際交流協会等の団体等と連絡調整し、国際交流の推進を図
る。
地域国際化協会連絡協議会、関東地域国際化協会連絡協議会
への出席
東京国際交流団体連絡会議
・総会1回、研修会2回
・ダイレクトリーの作成
外国人のための都内リレー専門家相談会：17回

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

(2)   広域的なネットワークづくり

①連絡会の設置、連携事業等

内容・実績

14民間団体への支援と連携

(1)   民間団体への支援

内容・実績

①助成事業、その他支援項目
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(1)　情報提供、会議開催 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

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、情報交換の機会
を設けるとともに外部講師による研修会を行い、相互の連携強化を
図る。
（平成29年2月23日開催）

生活文化局広報広聴
部都民の声課
（29-375）

区市町村との連携会議
(H9)

東京都･区市町村国際交流推進連絡会議
東京都と区市町村、区･市町村相互の国際化・国際交流について
情報交換を行う。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

内容・実績

15区市町村との連携
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①会議名称等 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

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、外国人の生活環境整備などの取組も含め、地域の関係者
と協議する場。（平成28年度　３回開催）

政策企画局調整部渉
外課（21-194）

①人材育成、職員派遣等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

都庁国際化リーダー育成
プログラム
(H27)

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：H28.5～H29.3　修了者：207名

総務局人事部人事課
(24-518）

多文化共生推進委員会
（H28)

外国人も住みやすく、活躍できるまちにするための具体的施策に
ついて、専門家等が検討する場として平成13年度より設置されてい
た地域国際化推進検討委員会（日本人委員と外国人委員で構成）
を平成27年度に「多文化共生推進検討委員会」に名称変更し、平
成28年2月に「東京都多文化共生推進指針」を策定した。平成28
年度からは、同指針に基づく多文化共生社会づくりを進めるための
具体的方策の方向性について検討するため、「東京都多文化共生
推進委員会」を設置。
※13(1)  外国人住民の行政参画 に再掲

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

外国人接遇力強化の一環として、案内接遇部門における外国人講
師による語学講習を定期的に実施。（年間延べ208名参加）

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

外国人接遇力強化の一環として、案内接遇部門における外国人講
師による語学講習を定期的に実施。（年間延べ130名参加）

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

外国人接遇力強化の一環として、案内接遇部門における外国人講
師による語学講習を定期的に実施。（年間延べ104名参加）

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

外国人接遇力強化の一環として、案内接遇部門における外国人講
師による語学講習を定期的に実施。（年間延べ125名参加）

建設局井の頭自然文
化園
（0422-46-1100）

外国人接遇力強化の一環として、案内接遇部門において、英語に
よる接遇力強化の研修を実施。（H29.2.13 15名参加）

建設局恩賜上野動物
園（03-3828-5171)

外国人接遇力強化の一環として、案内接遇部門において、英語に
よる接遇力強化の研修を実施。（H28.10.14 15名参加）

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

外国人接遇力強化の一環として、案内接遇部門において、英語に
よる接遇力強化の研修を実施。（H29.2.13 10名参加）

建設局葛西臨海水族
園
（03-3869-5152）

おもてなし研修
（H28）

外国人のお客様への対応に必要な異文化コミュニケーションや対
応スキル学ぶ研修を2回実施。

建設局
公益財団法人東京都
公園協会文化財庭園
課
(03-3232-3018)

(1)   国際政策の推進体制

内容・実績

16国際政策の推進体制と職員の育成

英語研修（H27）

外国人誘致に関する意識
啓発研修（H28）

(2)   都職員の育成

内容・実績
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外国人旅行客おもてなし
英語科
（Ｈ28年度より新規実施）

外国からのお客様の対応のため、基礎的な英語力を養う。
※本局（本庁舎勤務）職員を対象。
　年度内に年３回（25名/回　計75名）実施予定。

交通局職員部人事課
(46-324)
交通局研修所
03-3528-3331

駅係員の英語研修
（H28）

外国人利用者からの英語による問い合わせに対し的確に対応する
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２８年１１月～２９年２月　計８２回　計約1,700名実施。

交通局電車部営業課
（46-532）

英会話研修(H28)

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
受講者：345名

交通局職員部人事課
(46-324)
交通局研修所
03-3528-3331

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
開催日:H29.1.20　参加団体:20団体

水道局総務部
企画調整課
（48-239）

語学力向上Ⅰ研修
(H27)
語学力向上Ⅱ研修
(H27)

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:H28.5.31～H29.2.28。受講者:24名
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:H28.8.1～H29.2.28。受講者:12名

下水道局職員部
人事課
（51-271）

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28年4月1日～平成29年3月9日
受講者：40名

警視庁
警務部教養課
03-3581-4321(27424)

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ヶ月間×3回
受講者：60名

警視庁
警務部教養課
03-3581-4321(27424)

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、隊員として必要とされる
知識、技術の習得、国際消防救助隊としての心構え及び災害派遣
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28年4月28日　訓練参加人数：31名
　　　   　 平成28年11月25日　訓練参加人数：27名

東京消防庁警防部救
助課
3212-2111（内線3625）

職員教養講座
（英会話入門クラス、英会
話初級クラス）
（H28）

国際化を踏まえ、英語の必要性と動機づけを図るために職員教養
講座を実施した。
英会話入門コース　第1回　平成28年7月4日　 受講者46人
　　　　　　　　　　　　　第2回　平成28年7月5日　 受講者33人
英会話初級クラス　 第1回　平成28年12月1日  受講者32人
　　　　　　　　　　　　　第2回　平成28年12月2日　受講者47人

東京消防庁消防学校
校務課
3466-1511（内線6025）
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英語対応救急隊員育成英
会話研修
(H25)

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
の委託研修を行い、英語対応救急隊の養成を行った。
第1回　研修期間:平成28年10月7日～平成28年10月28日
　　　　　受講者:10名
第2回　研修期間:平成28年11月21日～平成28年12月12日
　　　　　受講者:10名
第3回　研修期間:平成29年1月16日～平成29年2月3日
　　　　　受講者:10名
第4回　研修期間:平成29年2月6日～平成29年2月24日
　　　　　受講者:10名

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3146）

外国語会話研修
(S63)

国際的諸行事等に対応するため、英会話技能等を有する職員の
養成を目的として研修を実施した。
研修期間:平成29年2月6日～平成29年2月17日 受講者:18名

東京消防庁人事部人
事課
3212-2111（内線3146）

外国語による朝の庁内放
送の実施
(H2７)

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28年4月1日～平成29年3月31日
放送担当職員：28名
放送言語：英語、中国語、フランス語、スペイン語

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

職員教養記事
(H25)

外国人に対応する現場を想定した英語、中国語、韓国語の会話の
教養記事を、職員向けの機関誌に掲載した。

東京消防庁総務部総
務課
3212-2111（内線2587）

大学院派遣プログラム
(H20)

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における研修を実施。
研修期間（短期）：H28.4～H28.7　修了者：5名
研修期間（14ヶ月）：H27.4～H28.5  修了者：2名

総務局人事部人事課
(24-518）

政策課題プログラム
(H20)

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：H28.4～H29.3。修了者：5名

総務局人事部人事課
(24-518）

海外職員研修
(H28)

タスマニアデビルの飼育技術習得及び引継ぎのため、職員2名が
オーストラリア連邦タスマニア州へ出張し研修を受けた。（H28.5.24
～5.31）

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

職員派遣
(H28)

タスマニアデビルの分散プログラム参加園としてオーストラリア連邦
タスマニア州政府関係者と打ち合わせのため、職員1名がタスマニ
ア州へ出張した。（H28.11.19～11.24）

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

海外職員研修
(H28)

動物園における野生生物保全の先進的な取り組みを学ぶため、職
員1名がアメリカ合衆国のヒューストン動物園及びスミソニアン国立
動物園、イギリスのチェスター動物園で研修を受けた。（H28.11.12
～11.26）

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

海外職員研修
(H28)

野生チンパンジーの生態、生息地での状況、保全活動について学
ぶため、職員1名がウガンダ共和国・カリンズ森林保護区でチンパ
ンジーを調査するプロジェクトに参加した。（H29.1.30～2.16）

建設局多摩動物公園
（042-591-1611）

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研修を実施。
研修期間：H28.4.1～H29.3.31。受講者：8名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

英会話研修（長期）
2018ＩＷＡ国際会議従事者の語学力向上のため研修を実施。
研修期間：H28.4.1～H29.3.31。受講者：21名（管理職１０名、一般
職１１名）。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)
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英文テキストⅠ研修
語学力向上に意欲のある職員のため英文資料作成に向けた研修
を実施。
研修期間：H29.2.21。受講者：19名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

英文テキストⅡ研修
語学力向上に意欲のある職員のため英文資料作成に向けた研修
を実施。
研修期間：H28.6.21。受講者：３名。H28.7.11。受講者：11名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

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。
研修期間：H28.7.1。受講者：43名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

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。
研修期間：H29.3.6。受講者：82名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

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。
試験実施日：H28.7.2。受験者：40名。H29.1.21。受験者：35名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

研修生派遣
（Ｈ27）

ソウル特別市（大韓民国）主催の「水管理研修」へ研修生を派遣。
研修期間：Ｈ28.11.15～Ｈ28.11.22。派遣者数：１名

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

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。
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：Ｈ28.10.17～Ｈ28.10.28。派遣者数：５名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

研修生派遣

ＪＩＣＡ主催の「国際協力人材赴任前研修」へ研修生を派遣。
ＯＤＡの概要や、ＪＩＣＡの国際援助スキームを学び、局の国際貢献
施策に反映する。
研修期間：Ｈ28.8.1～Ｈ28.8.5。派遣者数：6名。

水道局
研修・開発センター
研修課
（03-5483-3507)

職員派遣
（H15）

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（平成28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（平成27～28
年度））。

警視庁
警務部人事第一課
03-3581-4321(26173)

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韓国語(大韓民国)、1名
研修期間：いずれも約3ヶ月間

警視庁
警務部教養課
03-3581-4321(27424)
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17国への要望 平成28年度実績

事業名 所管局

(事業開始年度) (連絡先)

地域国際化の総合的推進 総務省・文部科学省・文化庁に対し、区市町村や民間団体等が行
う国際文化交流等の事業に対する国の支援について継続要望。
内閣官房・文部科学省に対し、留学生宿舎や保証人制度等の整
備について継続要望。
内閣官房・総務省に対し、外国人の災害時情報入手体制の検討
について継続要望。

生活文化局都民生活
部地域活動推進課
(29-553)

外国語表示・標識等の整
備促進(H26)

関係省庁に対し、平成26年3月19日に設置した「2020年オリンピッ
ク・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」において、各機
関・団体と連携・協働した取組を進めることなどにより、外国語表
示・標識等の整備を推進することを継続して要望。

オリンピック・パラリン
ピック準備局総合調整
部 連 携 推 進 課 （ 38-
771）

羽田空港の更なる国際化
の推進（H23）

国土交通省に対し、羽田空港における国際線の更なる就航拡大を
図るため、現在国から提案されている飛行経路の見直しを含め、あ
らゆる角度から昼間の空港容量の更なる拡大を進めるよう要望。法
務省、財務省、厚生労働省、農林水産省に対し、今後の国際線の
増枠に対応できるよう、出入国管理、税関及び検疫体制の強化を
継続要望。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-451)

米軍基地対策の推進
《横田基地の軍民共用化》
(H11)
《横田空域の返還》
(H13)

関係省庁に対し、首都圏の空港機能の補完、首都圏西部地域の
航空利便性の向上に資する横田基地の軍民共用化を継続要望。
また、安全で効率的かつ騒音影響の少ない航空交通の確保のた
め、横田空域及び管制業務の早期全面返還、及び同空域の活用
により首都圏空域の効率的な運用を継続要望。

《横田基地の軍民共用
化》
都市整備局基地対策
部横田基地共用化推
進担当 (21-148)
《横田空域の返還》
都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-453)

首都圏新空港の調査検討
の推進（H13）

国土交通省に対し、今後とも増加傾向にある首都圏の航空需要に
対応するため、首都圏新空港の調査検討の推進を継続要望。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-451)

首都圏におけるビジネス
航空受入の推進（H22）

関係省庁に対し、羽田空港における更なる受入れ体制強化や、横
田基地の活用など、首都圏におけるビジネス航空受入れの推進を
継続要望。

都市整備局都市基盤
部交通企画課（航空担
当） (30-453)
都市整備局基地対策
部横田基地共用化推
進担当 (21-148)

水道事業の国際展開の支
援に向けた取組の強化
（Ｈ22）

内閣官房、総務省、外務省、厚生労働省及び経済産業省に対し、
水道事業の国際展開が着実に実施できるよう、体制及び制度の整
備等の必要な措置を図るよう継続要望

水道局総務部
企画調整課
（48-239）

内容・実績

Ⅴ　国への働きかけ
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