
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４  事 業 内 容  
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１ 基本的な構想、総合的な長期計画の策定等（計画部計画課） 
 

 都の施策・事業について、総合的かつ効率的な推進を図るため、全庁的な視点に立ち、主要計画を

策定している。 

 

(1) 東京都長期ビジョン ～「世界一の都市・東京」の実現を目指して～ 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）の開催を

迎える東京都は、大会の成功に向けた万全の準備を進めるとともに、大会後の持続的発展を実現

するため、東京が目指すべき将来像を「『世界一の都市・東京』の実現」とし、おおむね 10 年間

（2024 年まで）を計画期間とする「東京都長期ビジョン」を平成 26 年 12 月に策定した。 
 

 

(2) 都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020 年に向けた実行プラン～ 

 長期ビジョンが示す大きな政策の方向性を継承しつつ、都民ファーストの視点に立ち、大義あ

る政策を都民の共感を呼ぶ形で積極的かつ計画的に展開するため、2017 年度から 2020 年度まで

の新たな４か年の実施計画として、未来への航路となる「都民ファーストでつくる『新しい東京』

～2020 年に向けた実行プラン～」を平成 28 年 12 月に策定した。 

 本プランでは、４か年の政策展開にとどまらず、2020 年以降のサステイナブルな成長を目指す

ため、「東京の成長戦略の方向性」を示し、また、「Beyond2020」として、2020 年の更にその先に

目を向け、明るい東京の未来像の一端も描いている。 

 本プランの推進にあたっては、各年度の事業の進捗や成果を調査・把握し、その結果を今後の

政策展開につなげていくＰＤＣＡサイクルの運用を徹底している。本プランが目指す、「３つのシ

ティ」の実現をより確実なものにするため、重点政策方針を策定するとともに、各年度の事業実

施状況についてレビューを行い、社会情勢の変化や新たな都民ニーズを踏まえ、本プランの政策

の強化を実施している。 

 

 

◆ 「2020 年に向けた実行プラン」の構成 

１ 都民 FIRST（ファースト）の視点で、３つのシティを実現し、新しい東京をつくる 

２ 「FIRST 戦略」が示す、首都東京の成長戦略 

  ３ 東京の FUTURE 明るい東京の未来像の一端を描く 「Beyond2020 ～東京の未来に向けて～」

 

◆ 「３つのシティ」と政策の柱 

    「セーフ シティ」 もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京 

政策の柱１ 地震に強いまちづくり 

    政策の柱２ 自助・共助・公助の連携による防災力の向上 

    政策の柱３ 豪雨・土砂災害対策 

    政策の柱４ 都市インフラの長寿命化・更新 

     政策の柱５ まちの安全・安心の確保 



－ 18 － 

    政策の柱６ まちの元気創出 

     政策の柱７ 多摩・島しょ地域のまちづくり 

 

「ダイバーシティ」 誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京 

政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち 

政策の柱２ 高齢者が安心して暮らせる社会 

  政策の柱３ 医療が充実し健康に暮らせるまち 

  政策の柱４ 障害者がいきいきと暮らせる社会 

  政策の柱５ 誰もが活躍できるまち 

  政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち 

  政策の柱７ 未来を担う人材の育成 

  政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会 

 

   「スマート シティ」 世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京 

政策の柱１ スマートエネルギー都市 

政策の柱２ 快適な都市環境の創出 

政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全 

政策の柱４ 国際金融・経済都市 

政策の柱５ 交通・物流ネットワークの形成 

政策の柱６ 多様な機能を集積したまちづくり 

政策の柱７ 世界に開かれた国際・観光都市 

政策の柱８ 芸術文化の振興 

 

○ 分野横断的な政策の展開 

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた取組 

・ 多摩・島しょの振興 

 

◆ 東京の成長戦略の方向性 

  ○ 「Challenge４ 東京の挑戦」 

    東京が成長戦略を推進し、サステイナブルな成長を実現するための「４つの挑戦」 

     ＜Challenge Ⅰ＞ 都内ＧＤＰ      94.9 兆円 ⇒ 120 兆円 

         ＜Challenge Ⅱ＞ 訪都外国人旅行者数  1,189 万人 ⇒ 2,500 万人 

     ＜Challenge Ⅲ＞ 都民の生活満足度   54％ ⇒ 70％ 

     ＜Challenge Ⅳ＞ 世界の都市ランキング ３位 ⇒ １位 

 

○ 「Strategy５ “FIRST 戦略”」 

   「東京の挑戦」に向け、今後具体的に展開していく「５つの戦略」 

     ＜Strategy Ⅰ＞ Finance    ～国際金融都市・東京の実現～  
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     ＜Strategy Ⅱ＞ Innovation  ～新技術と発想で、革新を生み出す東京～ 

＜Strategy Ⅲ＞ Rise     ～強みを伸ばし、躍動する東京～ 

＜Strategy Ⅳ＞ Success    ～誰もが活躍できる都市・東京～ 

＜Strategy Ⅴ＞ Technology  ～最先端技術で成長を加速化～ 

 

◆ 「Beyond2020 ～東京の未来に向けて～」 

○ 平成 27 年国勢調査に基づく 2060 年までの人口・世帯数の推計、将来の人口展望 

○ 科学技術の進歩や個人の意識の大きな変化などを通した長期的視点に立った展望として、

2020 年の更にその先に目を向け、明るい東京の未来像の一端を提示 

 

 

(3) 東京の未来を切り拓く長期戦略の策定について 

 都は、平成 28 年 12 月に策定した「都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020 年に向けた実

行プラン～」（以下「実行プラン」という。）に基づき、「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマ

ート シティ」の３つのシティの実現に向け、様々な政策を積極的に展開している。 

一方で、2025 年以降の人口減少や更なる少子高齢化といった社会構造の変化、激化する国際都市

間の競争、気候変動や想定を超えた自然災害など、都は厳しい環境に直面している。加えて、今般

の地方法人課税のいわゆる「偏在是正」措置等の影響により、都財政は楽観できない状況が見込ま

れる。 

こうした中にあって、東京が首都として、日本の発展を牽引していくためには、これまで実行プ

ランで取り組んできた政策のバージョンアップや都民ニーズに応じた新たな取組を積極的に展開し、

国際的な都市間競争を勝ち抜き成長を続ける都市を実現しなければならない。 

また、2019 年のラグビーワールドカップや、2020 年の東京 2020 大会を通じて生み出されるハー

ド・ソフト両面のレガシーを更に発展させることで、都民が安心して豊かに暮らせる成熟した都市

としていく必要がある。 

こうした考えの下、東京 2020 大会を跳躍台として、東京の発展の原動力である「人」に焦点を

当て、３つのシティを更に進化させるため、未来を見据えた長期的な視点に立って、東京の進むべ

き道のりを示す長期戦略を策定する。 

 

 

◆基本的考え方 

（１）2030 年までの政策目標及び政策展開を定める。その際、バックキャスト※の視点も取り入れ

て、2040 年代を念頭に東京の姿を議論し、2030 年の東京の将来像とそれに向けた具体的な政

策目標等を設定する。 

  ※バックキャスト 

    理想的な未来像を想定し、現在からそこに至る道筋を定めること。 

（２）将来の財政収支の健全性の観点からも検討を進め、持続可能な都市東京の姿を明らかにする。

（３）都民や区市町村、外部有識者等、様々な方から幅広く意見を聴取し、政策目標等に反映させ
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ることで、東京の総力を結集した計画とする。 

 

◆策定に向けて 

○ 東京の未来を切り拓く長期戦略は、2040 年代を見据えて、東京の新たな将来像を実現する長

期的な羅針盤となるものである。今後大きく変化していく社会の中で、活力ある東京を創出す

る戦略を練り上げていく必要がある。 

○ まず、これまでの政策の成果や課題を洗い出し、2040 年代を念頭に、今後起こりうる社会の

大きな変化の中でも、活力ある東京を創り上げるために議論すべき内容について、令和元年８

月に、「『未来の東京』への論点～今、なすべき未来への投資とは～」として取りまとめた。 

○ その上で、都民や区市町村をはじめ、幅広い方から丁寧に意見を伺い、「成長」と「成熟」が

両立した目指すべき東京の姿や、将来に向けた目標と取り組むべき政策の柱を提示するととも

に、これらを実現するための核となる主要な事業を示した“長期戦略ビジョン”（仮称）を、

令和元年の年末を目途に公表する。 

○ この戦略ビジョンを基に、令和２年に開催される東京 2020 大会を通じて生み出されるハー

ド・ソフト両面のレガシーなどを反映し、政策目標や具体的な政策を更に高めた上で、長期戦

略を取りまとめる。    

 

(4) 重点政策方針 

「2020 年に向けた実行プラン」に掲げる政策のブラッシュアップや、次年度の予算編成を進め

るに当たり、政策展開の基本となる大きな方向性や、その実現に向けて重点的に検討すべき事項

を、毎年度、「重点政策方針」として示している。 

重点政策方針 2019 では、東京 2020 大会の成功と、その先の東京を明るいものとする「未来へ

の投資」を効果的に進めていくため、戦略的視点「７Ｃ ＴＯＫＹＯ」から、施策を改めて見直し、

３つの柱に沿って重点的な検討を進めることとしている。 

局横断的な検討体制も活用しながら戦略的に検討を進めることで、いち早く施策化を図るとと

もに、明るい未来の東京を実現する羅針盤となる長期戦略の検討にも活かしていく。 

 

 

 

 

重点政策方針 2019「未来への投資～人が輝く東京に向けて～」 

◆戦略的視点～７Ｃ ＴＯＫＹＯ 

 ①オリパラを好機とした未来への投資 Ｃｈａｎｃｅ 

 ②時代を先取りした意識改革     Ｃｈａｎｇｅ 

 ③新たな時代への挑戦        Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ 

 ④東京大改革を進める        Ｃｈｅｃｋ 

 ⑤みんなが集い、暮らす       Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 

 ⑥未来を担う子供を育む       Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 

⑦人生 100 年時代を元気に      Ｃｈōｊｕ 
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◆３つの柱 

 １ 東京 2020 大会を成功に導き、レガシーを創り上げる 

 ２ 最先端技術を活用し、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた施策を具体化 

 ３ 東京の喫緊の課題に対し、「都市力の強化」「人と人を繋ぐ」「稼ぐ東京」それぞれについて、

  スピード感を持って政策を展開 

 

(5) 「東京と地方が共に栄える、真の地方創生」の実現を目指して～東京都総合戦略～ 

まち・ひと・しごと創生法第９条に基づく「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」とし

て、「東京都長期ビジョン」で掲げた目標や政策を基本に、特に「東京と地方」の共存共栄に焦点

を当て、「東京と地方が共に栄える、真の地方創生」の実現を目指す「東京都総合戦略」を平成

27 年 10 月に策定した。 

 

(6) 課題別長期計画等の調整 

都政をめぐる諸情勢、長期計画等の進捗状況等を調査するほか、都市計画等他の計画との調整

を図っている。 

また、政策立案の基礎となる人口、経済等の様々な指標について、近年の動向の把握を行って

いる。 

 

(7) 都の政策及び制度に係る調査・検討 

都の政策形成等に活用するため、庁内各局、国、他の自治体、各種調査機関等から行財政に関

する資料の収集等を行い、社会経済の動向を把握している。 

また、民間人や学識経験者などの知見を都政課題の解決へ活かすため、懇談会等の運営を行っ

ている。 
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２ 政策の企画調整（政策調整部政策調整課） 

 

 知事のトップマネジメントを補佐するため、重要な施策の企画及び立案、重要な政策の総合調整並

びに知事補佐業務等を行っている。 

 

(1) 知事の特命に係る重要な施策の企画、立案等 

知事の特命に係る重要な施策の企画、立案及び連絡調整を行っている。 

 

(2) 重要な政策の総合調整 

都の重要な政策を効果的かつ着実に推進するため、ホストシティ Tokyo プロジェクトや都と企

業等との包括連携協定など局横断的な事業展開に関する総合的な調整を行っている。 

   また、局横断的な政策課題について執行体制を整理し、迅速な施策の具体化・展開を図る。令

和元年度は３つの課題（「都市力強化」、「人と人をつなぐ」、「稼ぐ東京」）について、副知事が各

戦略事業を共同で総括し、成長戦略担当理事を中心に関係局と連携しながら幅広い視点で施策を

検討し、具体的な施策を推進していく。 
    

(3) 知事補佐に関する業務 

  知事のトップマネジメントを支える知事補佐官の担当事務に係る調査及び関係局との連絡調

整等を行っている。 

 

(4) 顧問・参与に関する事務 

都政全般に関し総合的な進言・助言を得るために顧問の制度を、また、都政の様々な課題につ

いて専門的立場からの進言・助言を得るために参与の制度を設けており、これらの事務を所管し

ている。現在、参与１名が選任されている。 

 

（参与名簿） （令和元年９月 20 日現在） 

氏  名 委嘱分野 

猪熊 純子 都の国際戦略の方針の検討に関すること 
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(5) 戦略広報の推進 

都の政策を効果的に発信するため、メディア等を活用した戦略的な広報を行い、都の重要施策

に関する広報の充実・強化を図っている。 

 

(6) 海外広報の推進 

都の政策を海外に向けて効果的に発信するため、海外メディア等を活用した広報を行っている。

また、職員向け講習会の開催など、海外メディア等への情報発信に関する各局支援、都の海外向

けＰＲ冊子の制作、ＳＮＳ等を活用した情報発信などに取り組んでいる。 
 

(7) 東京都メディアセンター 

東京 2020 大会の期間中に組織委員会が設置する大会取材用の拠点とは別に、国内外のメディア

の取材拠点として、「東京都メディアセンター」の設置準備を進めている。有楽町駅前の東京スポ

ーツスクエア内において、2020 年７月から９月までの期間に設置し、メディア用のワークスペー

スやスタジオスペース等の取材環境を提供するほか、大会関連情報や開催都市東京をはじめ、全

国自治体等の情報を広く発信していく。 
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３ 政府・国会や各道府県市等との連携・調整（総務部渉外課） 

 

都の意向を国の政策に反映させるとともに、政策形成上必要な情報を収集するため、政府・国会、

全国知事会等と連携や調整を行っている。また、九都県市首脳会議など近隣自治体等との連絡・協議

を行うことにより都域を越えた広域的行政課題に対処するとともに、共存共栄など全国各地との連携

推進に関する事務を行っている。 

 

(1) 国の施策・予算に対する提案要求 

国の予算編成、政府施策の策定にあたり、都の意向を反映させるため、政府各府省庁に対する

提案要求活動を年２回（６月、11 月）実施している。 

平成 31 年度国の施策及び予算に対する提案要求件数（重点）（平成 30 年６月） 

151 件 ＜うち新規事項４件、最重点事項 60 件＞ 

平成 31 年度国の予算編成に対する東京都の提案要求（最重点）（平成 30 年 11 月） 

65 件 ＜うち新規事項３件＞ 

令和２年度国の施策及び予算に対する提案要求件数（重点）（令和元年６月） 

152 件 ＜うち新規事項 10 件、最重点事項 58 件＞ 

 

(2) 政府・国会等の情報収集等 

都道府県会館内に設置した東京都事務室において、政府・国会、政党等の政策形成や行財政運

営、法案審議の動向など都の政策形成上必要な情報を収集するとともに、都政に関する情報の提

供等を行っている。 

〈東京都事務室の所在地〉 東京都千代田区平河町二丁目６番３号 

都道府県会館 15 階  電話 03(5212)9005 

 

(3) 全国知事会や関東地方知事会との連携 

各道府県との連絡提携を密にして、地方行政の円滑な運営と進展を図るため、全国 47 都道府

県知事で組織する全国知事会、関東甲信静地区 10 都県で組織する関東地方知事会に参画し、共

通する課題等について意見交換を行うとともに、国に対する提案活動を行っている。 

＜最近の開催実績＞ 

  【全国知事会】 

平成30年４月17日（議題：全国知事会会長の選任） 

平成30年７月26、27日（議題：地方創生、地方税財源の確保・充実に関する議論等） 

平成30年11月９日（議題：平成31年度予算編成に向けた議論等） 

令和元年７月23、24日（議題：地方創生、地方税財源の確保・充実、国産木材の需要拡大に

関する議論等） 

令和元年９月３日（議題：全国知事会会長の選任） 
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【関東地方知事会】 

    平成 30 年５月 23 日（都提案：子供たちを取り巻く脅威への対応について） 

    平成 30 年 10 月 31 日（都提案：平成 30 年７月豪雨を踏まえた総合的な治水対策等の推進に

ついて）※静岡県との共同提案 

    令和元年５月 22 日（都提案：都市インフラ機能の維持・保全について） 

 

(4) 近隣自治体との連絡・協議 

ア  九都県市首脳会議 

首都圏の広域的あるいは共通の行政課題に積極的に対応するため、東京都・埼玉県・千葉県・

神奈川県の知事及び横浜市・川崎市の市長を構成員として、昭和 54 年７月に六都県市首脳会

議が設置された。その後、平成４年４月には千葉市長が、また、平成 15 年４月にはさいたま

市長が、さらに、平成 22 年４月には相模原市長が加わり、九都県市首脳会議となった。会議

は春と秋の年２回開催され、１年ごとに各都県市が持ち回りで座長を担っている（平成 31 年

座長は、東京都）。 

＜最近の開催実績＞ 

  平成 30 年４月 25 日（都提案：受動喫煙防止対策の推進について） 

平成 30 年 11 月７日（都提案：東京 2020 大会期間中のＴＤＭ推進について） 

平成 31 年４月 26 日（座長のため都提案なし） 

また、首脳会議の下に事務レベルによる委員会等を設置し、①環境問題、②廃棄物問題、③

首都機能の在り方、④地方分権改革、⑤防災・感染症対策、⑥東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック競技大会に向けた連携推進などの広域的課題に関し、継続的に調査、検討を行ってい

る。さらに、首脳会議で各首脳から提案された事項については、関係機関への要望活動を実施

するほか、個別に検討会を立ち上げて集中的に検討を行っている。 

   

イ その他近隣県市等との連絡・協議 

広域行政の円滑な処理を図るため、近隣県市等との連絡・協議を行っている。 

 

(5) 全国各地との連携推進 

ア 全国各地との連携推進 

都は、東京と全国の地域が、それぞれの魅力を高め、互いに協力し合うことで、共に栄え、成

長し、日本全体の持続的発展へと繋がっていく「共存共栄」こそが、真の地方創生と考え、全国

各地との連携事業を推進している。 

 

イ 東京・大阪連携会議 

都は、大阪府と大阪市の三者で、東京 2020 大会から 2025 年の大阪・関西万博へ成功のバトンを

着実につなぎ、都市のさらなる進化や日本全体の持続的な成長を連携して実現していくため「東

京・大阪連携会議」を開催している。 
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４ 首都移転問題等への対応（総務部渉外課） 
 

 国は、東京一極集中の是正等を目的として、国会等を東京圏外に移転させる首都移転計画、東京 23

区の大学の定員増を抑制する措置を進めてきた。これらに対し、都は当初から一貫して反対を主張し

ている。 

 

(1) 首都移転問題への対応 

ア  国会等の動き 

平成２年 11 月に衆参両院で「国会等の移転に関する決議」が採択され、平成４年 12 月に「国

会等の移転に関する法律」が議員立法で制定された。 

  その後、平成 15 年に国会等の移転に関する政党間両院協議会が設置され、移転について国

会の意思を問う方法が協議されてきたが、平成 17 年 10 月を最後に開催されておらず、事実上

の休止状態となっている。 

 

  イ 都の取組と今後の対応 

    都はこれまでも、国に対して提案要求するとともに、都議会と連携を図るなど、首都移転の

白紙撤回に向けた取組を進めてきた。 

平成 27 年には、「国土形成計画（全国計画）」中間のまとめに記載された国会等の移転に関

する記述に対し、都知事名及び九都県市首長名で、削除するよう国に要望したほか、「国土形

成計画（全国計画）」、「首都圏整備計画」に対しても、都として意見を提出した。 

現在、国会での協議は事実上の休止状態ではあるが、都としては、国の動向等について情報

を収集するとともに、都議会をはじめ九都県市など関係機関とも連携を図ることで、引き続き

首都移転の白紙撤回を目指す。 

 

(2) 東京 23 区の大学の定員増抑制への対応 

ア  国等の動き 

    平成 28 年 11 月に全国知事会議は、東京 23 区内における大学・学部の新増設の制限を含む緊

急決議を行い、同日、政府主催知事会議において、総理大臣に要望した。 

    その後、地方創生を名目として、平成 30 年５月に東京 23 区の大学の定員増を、今後 10 年間、

原則認めないものとする「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修

学及び就業の促進に関する法律」が制定された。 

 

  イ 都の取組と今後の対応 

    今回の規制は地方創生の実現と大学教育の在り方という問題を混在させるものであるとして、

都はこれまでも、大臣に対する緊急要望や知事コメント発表等、あらゆる機会を捉えて、強く

反対してきた。引き続き、国に対して早期撤回を含めた必要な見直しを求めるため、都の主張

を強力に発信していく。 
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５ 都政報道及び報道機関との連絡（政策調整部報道課） 
 

都の施策や事業をより効果的に都民に発信することを目的として、各報道機関に対して都政情報を適

時・適切に提供する事務の企画・連絡及び総括を行っている。さらに、都政に関する報道状況を収集、

整理して、各局等に提供し、政策決定に役立てている。 

 

 (1) 報道発表・記者会見 

「2020 年に向けた実行プラン」や「予算案」などの都の基本方針をはじめ、各局事業や都民への

お知らせなど、都政に関する報道発表資料は、すべて当課が窓口となって報道機関へ提供している。

また、知事の定例記者会見について、各局との連絡や会見室の運営を行っている。 

平成 30 年度実績 

報道機関への発表 7,819 件（月平均：約 652 件、１日平均：約 32 件） 

 

 (2) 行事・会議などの取材等 

都が主催する行事・会議などで、多数の報道関係者の取材があると予想されるものや、広く都民

に報道されることで事業効果を高めることができるものについては、適切な取材、効果的な報道が

行われるよう、当課が窓口となって所管局や関係機関と協議・調整を行っている。 

また、報道機関からの知事への取材依頼、インタビューの申込みなどについても、原則として当

課が窓口となって調整を行っている。 

 

 (3) 各局等への最新情報の提供 

知事をはじめ、各局等が最新の情報に基づき、迅速かつ適切な施策展開を行うことができるよ

う、通信社のオンライン配信の受信等により、都政に関連するニュース（国会、政府、外国、他

自治体等の情報）を即時に入手し情報提供を行っている。 
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６ 都市外交戦略の企画・立案（外務部企画課） 

 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の成功と世界一の都市・東京の実現に向け、

都市外交に関する基本方針の企画立案、都市外交関連施策の総合調整等を行っている。 

 

(1) 東京都都市外交基本戦略 

 「東京都都市外交基本戦略」は、東京都の都市外交についての基本的な考え方と政策の方向

性を示したものである。 

本戦略に基づき、姉妹友好都市など相手都市との交流・協力を推進する二都市間の都市外交、

国際会議への参加や国際ネットワークを活用した多都市間の都市外交など、多様な機会をとら

えて実務的な協力を進めている。 

 

(2) 都市外交推進会議の運営 

 2020 年大会の成功と東京の発展に寄与する都市外交を推進するため、平成 26 年８月、「東

京都都市外交推進会議」を設置した（これに伴い、従前の「東京都国際政策推進会議」を廃止）。 

 本推進会議は、庁内の関係各局で構成され、都市外交関連施策に関する局間の調整、都市外

交基本戦略に基づく各局の具体的施策の進行管理等を行っている。 

 

(3) 都市外交人材育成基金の運営 

 都市外交を推進する上で不可欠な人材育成事業を継続的に実施するため、平成 20 年度に設

置したアジア人材育成基金を再構築し、平成 27 年度に都市外交人材育成基金を設置した。 

本基金の運営は、都市外交推進会議において行っている。 



－ 29 －

７ 都市外交の推進（外務部管理課・事業課） 

 

 「東京都都市外交基本戦略」に基づき、事業課では庁内関係部局とも連携の上、姉妹友好都市を

はじめとする外国諸都市との二都市間都市外交及び多都市間都市外交を戦略的・効果的に推進する

とともに、在京大使館等との連携及び関係構築を図っていく。 

また管理課においては、都市外交に係る文書の翻訳、海外情報の収集、北方領土返還対策等を行っ

ている。 

 

(1) 二都市間都市外交の推進 

ア 姉妹友好都市との交流 

 都は、現在以下の 12 の都市と姉妹友好都市の提携を行っている。 

ニューヨーク市、北京市、パリ市、ニュー・サウス・ウェールズ州、ソウル特別市、ジャ

カルタ特別市、サンパウロ州、カイロ県、モスクワ市、ベルリン市、ローマ市、ロンドン市

（提携順） 

＜最近の実績（主なもの）＞ 

平成30年９月 北京市長が東京都を訪問、知事と意見交換、行政視察を実施 

平成30年10月 知事がロンドン市を訪問、市長と意見交換、行政視察を実施 

平成30年11月 知事がパリ市を訪問、市長と意見交換、行政視察を実施 

令和元年５月 ローマ市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

令和元年５月 ベルリン市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

令和元年６月 北京市共産党委員会書記が東京都を訪問、知事と意見交換、行政視察を実

施 

 

イ  その他海外都市との交流 

都は、姉妹友好都市以外にも、世界の主要都市との間で二都市間都市外交を推進している。 

 ＜最近の実績（主なもの）＞ 

平成30年５月 ダーバン市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成30年５月 ヤンゴン市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成30年５月 トムスク州知事が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成30年６月 上海市長が東京都を訪問、知事と意見交換、行政視察を実施 

平成30年６月 モントリオール市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成30年７月 シカゴ市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成30年７月 ロサンゼルス市長が東京都を訪問、知事と意見交換、合意書を締結 

平成30年10月 ブカレスト市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成30年10月 香港特別行政区政府行政長官が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成30年12月 ティラナ市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

平成31年３月 バーレーン南部県知事が東京都を訪問、知事と意見交換 

令和元年５月 台北市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

令和元年６月 知事がホノルル市を訪問、全米市長会議年次総会に出席し全米の市長と交
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流、意見交換 

令和元年７月 エルサレム市長が東京都を訪問、知事と意見交換 

令和元年７月 イル・ド・フランス地域圏議会議長が東京都を訪問、知事と意見交換 

 

（2）多都市間都市外交の推進 

  ア 経済交流促進のプラットフォーム 

アジアの大都市における共通課題に対して、東京の先進的な技術・シーズを活用し、都市

や企業等との経済交流を通じて都市課題の解決とビジネスチャンスの拡大を目指す多都市間

の実務的協力事業である。平成 26 年度から平成 29 年度まで「環境・省エネルギー」をテー

マに、「調査研究」、「技術開発・人材育成」、「市場展開」の３つの取組を展開してきた。

平成 30 年度からは、「技術開発・人材育成」の取組として研究を行っている。 

 

イ 危機管理ネットワーク 

アジア地域をはじめとする各都市の危機管理能力の向上を目的とする実務的協力事業であ

る。地震、津波及び水害等の自然災害や人的災害を含む様々な危機に対して、各都市が有す

る経験やノウハウを共有し、危機管理に関する人材を育成するとともに、情報交換を行って

いる。 

主な事業としては「危機管理会議」の開催（令和元年度はマニラにて開催予定）、東京都

総合防災訓練における「合同訓練」、東京における「救助技術研修」やシンガポールで開催

される「都市における捜索・救助研修」の実施、危機管理ネットワーク連絡網による「災害

時・平時の情報交換」がある。 

 

ウ 東京グローバルパートナーズセミナー 

    二都市間・多都市間による海外諸都市との関係を構築するための土台づくりを目的に、セ

ミナーを開催している。 

世界主要都市の国際部門の統括責任者等を集め、各都市の現状や課題、解決策についてフェ

イス・トゥ・フェイスで意見交換し、各都市が有する優れた経験・ノウハウなどを共有する

プログラムを実施している。 

平成 30 年度は、姉妹友好都市をはじめとする 15 都市が参加した。 

 

エ Urban20（Ｕ20） 

平成 29 年 12 月、Ｃ40 等との連携の下、ブエノスアイレス市長及びパリ市長（Ｃ40 議長）

により設立された、都市による新たなプラットフォームである。Ｇ20 の議論に、都市の意見

や経験を反映させることを活動趣旨としており、都は平成 30 年１月に加盟した。 

令和元年は日本がＧ20 議長国であったことから、都が議長都市を務め、同年５月に第２回

メイヤーズ・サミットを東京で開催し、26 都市（都を含む）から、首長級８人を含む約 250

人が参加した。サミットでは、Ｇ20 が都市と連携して取り組むべき項目を取りまとめたコ

ミュニケを発表し、安倍内閣総理大臣に手交した。 

同年８月現在、Ｕ20 には 27 都市が加盟している。 
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 (3) 海外要人等と知事との面会及び行事等 

ア 知事との面会 

知事等による都市外交の一環として、外国からの賓客の受入れ、在京大使からの各種招待

への対応など、国際儀礼を踏まえた連絡調整を行っている。 

平成 30 年度実績  知事との面会 63 件 

 

イ 都主催行事等 

各国大使館等との意見交換を図るとともに、都政に対する理解を深めてもらうため、情報

連絡会を実施している。平成 29 年度からは、分野別情報連絡会として、在京イスラム諸国外

交団との情報連絡会を実施している。また都の防災施策に関し、より実務的な連携強化に資

するため、平成 27 年度から在京大使館等との防災連絡会を実施している。 

最近の実績 

・在京大使館等との情報連絡会： 平成 31 年１月 15 日 出席者 71 か国・地域  116 名 

・在京イスラム諸国外交団との情報連絡会：令和元年５月 29 日 出席者 29 か国・地域・ 

関係団体等 45 名 

・在京大使館等との防災連絡会： 

防災施策説明会   令和元年７月９日  出席者 89か国・地域 123名 

  防災関連施設視察  令和元年７月23日  出席者 36か国・地域 48名 

 

(4) 外国諸機関との連絡調整 

外国の諸都市や政府、国際機関等から都に寄せられる要人の来都や外国船寄港等の通報、便

宜供与依頼や資料請求等の様々な事案を受理し、適切に処理している。 

また、都の施策を推進するうえで必要な諸外国の理解と協力を得るため、在京大使館、外国

諸機関、外務省等との連絡調整や情報交換などを行っている。 

 

(5) 情報の収集・発信  

 ア 都政説明 

都を訪問する外国の政府機関や都市の職員等に対して、関係局と連携し、都政に関する説

明や施設案内を実施し、都政への理解の促進を図っている。 

    平成 30 年度実績  50 件 570 人 

 

イ 都政概要の作成 

    都政全般について英語により紹介している（隔年改定）。 

 

  ウ 都市外交に係る文書等の翻訳 

外国語翻訳専門員を配置し、知事名書簡等の文書の翻訳・校閲を行っている。 

    平成 30 年度実績  翻訳件数 439 件 2,972 頁（Ａ４） 
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エ 海外情報の収集 

    インターネット等から外国都市等の情報を収集、翻訳したものを、関係各署へ情報提供し

ている。 

 

(6) 一般財団法人自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）との連絡調整 

一般財団法人自治体国際化協会は、地域の国際化を推進する地方公共団体の共同組織と

して昭和 63 年に設立され、地方公共団体からの依頼に応じ、海外事情調査や海外出張時

の活動支援を行っている。同協会、庁内及び区市町村との連絡調整を行っている。  

・ＣＬＡＩＲ海外事務所 ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、ソウル、 

シドニー、北京（7 か所、設置年順） 

 

(7) 北方領土返還対策 

北方領土の早期返還を実現するため、都内の幅広い行政、民間団体及び個人を会員とする「北

方領土の返還を求める都民会議」の事務局を担っている。同会議では、「独立行政法人北方領

土問題対策協会」（所管：内閣府、農林水産省）等の関係機関と協力、連携を図りつつ、北方

領土の返還に向けた様々な都民運動を推進している。 

平成 30 年度実績 

・啓発パネル展の開催（東京都庁、新宿区役所、立川市役所ほか 延べ８会場） 

   ・北方領土の返還を求める都民会議教育者会議の開催（年度内３回） 

   ・平成 30 年度北方領土青少年等現地視察事業の開催 

（平成 30 年８月６日～８月８日、参加者 26 名） 

   ・北方領土の返還を求める都民大会の開催 

（第 37 回、平成 31 年１月 31 日、参加者 143 名） 
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８ 秘書事務等（総務部秘書課） 

 

知事及び副知事等の円滑な職務遂行に資するため、秘書事務をはじめ、知事の資産公開に関する  

事務等を行っている。 

 

(1) 秘書事務 

知事及び副知事に係る日程の作成、書簡の処理、資料の管理、各種陳情の受理等のほか都行政

の円滑な運営を図るため、知事等に必要な外部との渉外に関する事務を行っている。 
    

 陳情書 

 

投 書 

 

メッセージ

等の作成 
来客等

 

公式訪問者 

 

その他

 

319件 

 

6,727件

 

1,840件 

 

2,846人

 

1,617人 

(うち外国人618人) 

1,229人

 

                                                

(2) 知事の資産等の公開 

「政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例」に基づき、資産等報告書

については就任の年に、資産等補充報告書等については毎年公開している。 

 

(3) 皇室及び栄典関係 

ア 皇室に関する事務 

行幸啓・行啓・お成り等に関する事務等宮内庁との連絡事務を行っている。 

イ 栄典に関する事務 

栄典に関する次の業務について、関係省庁との連絡調整及び受章までの事務を行っている。 

(ｱ) 叙位に関すること（位階令に基づく）。 

(ｲ) 春秋叙勲、特別叙勲に関すること。 

(ｳ) 褒章に関すること（太政官布告による褒章条例に基づく）。 

なお、春秋叙勲は、地方自治功労、保健衛生功労等一部の功労について、受章者に対する 

知事からの伝達や拝謁に関する事務を行っている。 

平成 30 年度実績   叙位  24 人     叙勲  101 人     褒章  57 人（5 団体を含む。） 

 

(4) 知事表彰等 

ア 東京都功労者表彰 

「東京都表彰規則」に基づき、都民の生活と文化の向上に特に功労のあった者の事績を  

たたえ、知事が表彰を行っている。 

平成 30 年度実績   受賞者   302 人（24 団体を含む。） 

イ 知事顕彰 

自己の生命の危険を顧みず献身的な行為をしたと認められる都民等に、知事が顕彰を行って

いる。 

平成 30 年度実績   被顕彰者  0 件  ※制度発足（昭和 61 年）以来、10 件（11 人） 

平成 30 年度実績 
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９ 都庁マネジメント本部・庁議の運営等（総務部管理課） 
 

 「都庁マネジメント本部等の設置及び運営に関する規則」に基づき、「都庁マネジメント本部」及び

「庁議」を運営している。また、議会事務の効率化を図るため「政策情報作成支援システム」の運用を

行っている。 

 

(1) 都庁マネジメント本部の運営 

   知事・副知事等の特別職などで、都の行財政の最高方針や重要な施策及び課題等について、情報

の共有を図り、審議策定する「都庁マネジメント本部」を運営している。 

 

(2) 庁議の運営 

都庁マネジメント本部において審議策定された行財政の最高方針等に基づく全庁的な事案等に

ついて、情報の共有を図り、審議調整する「庁議」を運営している。 

 

(3) 政策情報作成支援システムの運用 

議会答弁案を正確かつ迅速に作成・取りまとめるために「政策情報作成支援システム」の運用を

行い、議会事務の効率化を図っている。 


