


「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～」の策定にあたって 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、

世界中の眼差しが東京に注がれています。今こそ、東京大会の

成功と、それを梃子とした、東京ひいては日本の持続的成長に

向けて、都政を強力に前に進めていくべきときであります。 

その具体的な道筋を示すのが、この「2020 年に向けた実行プ

ラン」です。本プランを基に、この４年間、東京の重要な課題

に集中的に取り組んでまいります。 

私が目指すのは、「新しい東京」です。 

誰もが安心して暮らし、希望と活力を持てる東京。成長を生み続けるサステイナブ

ル、持続可能な東京。日本の成長のエンジンとして世界の中で輝く東京。この「新し

い東京」をつくるため、「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマート シティ」の

３つのシティを実現していきます。 

安全・安心・元気な「セーフ シティ」に向けた「地震が起こっても、倒れない・ 

燃えない」まちづくり。誰もがいきいきと活躍できる「ダイバーシティ」に不可欠な

「安心して子供を産み育てられ、子供たちが健やかに成長できる」環境の整備。世界

に開かれ成長を続ける「スマート シティ」を目指した「世界をリードするスマート

エネルギー都市」の実現。こうした大義ある政策を都民の皆様の共感を追い風として、

着実かつスピーディーに展開していきます。 

かつて東京市長を務めた後藤新平は、東京が関東大震災で甚大な被害を受けたとき、

帝都復興院総裁として復興の道筋をつけました。「大風呂敷」とも呼ばれた後藤の政

策は、東京の未来を構想した、「ピンチをチャンスに変える」大胆な発想から生み出

されたものでした。 

東京は、大きく飛躍するチャンスのただ中にあります。将来を見据え、今ほど大胆

で新たな発想を求められている時はありません。 

そこで、本プランでは、４か年の取組にとどまらず、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」を示しました。 

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ます。 

私たちは、今、2020 年に向けた重要な位置に立っています。都民の皆様の「一緒に

東京を良くしていこう」との共感とともに、2020 年の大会の成功と東京の明るい未来

に向けて、力強く歩んでまいります。 

平成 28（2016）年 12 月 

東京都知事 
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１ プランの概要 



○
○

・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明るい東京の未来像の一端を提示 

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～」

【東京の未来に大きな影響を与える事柄の例】 
科学技術の進歩（ＩｏＴ、ＡＩ、自動運転、ロボット 等）  ○働き方・ライフスタイルなどの大きな変化
規制緩和  ○人口減少、超高齢社会の進展  ○東京 2020大会の成功とレガシーの継承

「2020 年に向けた実行プラン」の構成 

東京が⽇本の成⻑のエンジンとして、サステイナブル、持続可能な成⻑に向けて、
「東京の成⻑戦略」の⼤きな⽅向性を提⽰

東京 2020 ⼤会の成功とその先の東京の未来への道筋を明瞭化 
【計画期間】2017（平成 29）年度〜2020（平成 32）年度 

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
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「３つのシティ」と政策の柱 

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 

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 

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 

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 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 

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 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 

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

多摩・島しょの振興 

分野横断的な政策の展開
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（単位：億円）

政策の柱名

8,400 32,200

政策の柱１ 地震に強いまちづくり 4,000 14,100

政策の柱２ 自助・共助・公助の連携による防災力の向上 620 2,000

政策の柱３ 豪雨・土砂災害対策 810 3,600

政策の柱４ 都市インフラの長寿命化・更新 1,600 6,800

政策の柱５ まちの安全・安心の確保 80 350

政策の柱６ まちの元気創出 730 3,000

政策の柱７ 多摩・島しょ地域のまちづくり 600 2,400

3,300 11,200

政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち 920 3,100

政策の柱２ 高齢者が安心して暮らせる社会 350 1,400

政策の柱３ 医療が充実し健康に暮らせるまち 100 450

政策の柱４ 障害者がいきいきと暮らせる社会 340 1,700

政策の柱５ 誰もが活躍できるまち 220 540

政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち 540 1,400

政策の柱７ 未来を担う人材の育成 280 1,200

政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会 580 1,500

5,600 25,500

政策の柱１ スマートエネルギー都市 760 2,700

政策の柱２ 快適な都市環境の創出 1,000 5,600

政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全 390 2,200

政策の柱４ 国際金融・経済都市 380 1,700

政策の柱５ 交通・物流ネットワークの形成 2,100 9,800

政策の柱６ 多様な機能を集積したまちづくり 220 830

政策の柱７ 世界に開かれた国際・観光都市 430 1,700

政策の柱８ 芸術文化の振興 240 1,000

14,200 56,100

※事業費は、計数等未整理につき変動することがある。

※事業費は、一般会計、公営企業会計などを含む全会計分である。

※事業費が1,000億円を超える場合、10億円単位を四捨五入して計上している。

※事業費が1,000億円未満の場合、１億円単位を四捨五入して計上している。

※各シティ及び各政策の柱は再掲事業を含めた金額であり、総計は本掲事業のみを積み上げた金額である。

※各シティ及び各政策の柱は、それぞれ四捨五入して計上しているため、各シティの金額は各政策の柱の合計と一致しない。

2020年に向けた実行プラン　事業費一覧

３つのシティ 平成29年度
事業費

４か年事業費
（29-32年度）

総計　　

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～

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～

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～

4



２ 「３つのシティ」の主な政策



 

 

 

災害の時でも、困らない・独りではない 
 災害時の迅速な救出・救助や、支援物資が被災者にスムーズに届く体制をつくります。

 災害時に食料や飲み物に困らないよう、家庭や企業での備蓄を進めます。

 消防団や町会・自治会、自主防災組織による地域の防災力の向上を図ります。

地震が起こっても、倒れない・燃えない 
 電柱のないまちを目指し、都道や区市町村道の無電柱化を進めます。

 特定緊急輸送道路沿道建築物や住宅などの耐震化、木造住宅密集地域の不燃化を進めます。

 橋や上下水道施設、河川・港湾施設の耐震化などを進め、まちのライフラインを確保します。

自助・共助・公助の連携による防災力の向上 ２ 

地震に強いまちづくり １ 

もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京 セーフ シティ 

都民の毎日の生活を守る、様々な災害から都民の命や財産を守る、そして、活気とにぎわ

いにあふれる自分たちのまちに愛着と誇りを感じあえる東京をつくります。 

 安全・安心は、都民の希望と活力の大前提となるものです。都民の生活、命、財産が

しっかりと守られ、その安心感が、東京の活気とにぎわいを生み出します。そして、

一人ひとりが、活気あふれるまちに愛着と誇りを感じ、自ら率先して地域の安全・安

心を守っていくことが、安全・安心・元気な「セーフ シティ」の目指す姿です。

 首都直下地震や異常気象をはじめとする様々な災害リスクに対して、耐震化・不燃化、

無電柱化、河川の整備などの取組を進めます。同時に、消防団、町会・自治会などを

活性化し、地域で助け合う取組を強固なものにします。

 東京 2020 大会に向けたテロ対策や身近な犯罪の防止などにより、治安の良さや生活

の安心を実感できる世界一安全な都市を実現します。

 にぎわいや活力があふれる地域社会をつくるため、商店街の振興や多摩・島しょ地域

のまちづくりなどに取り組んでいきます。
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安全・安心で、活力ある多摩・島しょ 
 多摩山間・島しょ地域における災害時の代替ルートとなる道路の整備や土砂災害対策などを進め

ます。

 島しょ地域での地震・津波対策や火山災害対策などを進めます。

 子育て世代や高齢者も安心して地域で暮らせる、魅力ある多摩ニュータウンの再生に向けた取組

を進めます。

身近な地域が、活気に満ちて住みやすい 
 商店街や町会・自治会など地域のコミュニティを活性化し、まちの活力を高めます。

 空き家の有効活用や適正管理に取り組む区市町村を支援するなど、住みやすい環境をつくります。 

どこにいても、守られているから怖くない 
 防犯カメラの設置や官民一体となったテロ対策、サイバー攻撃対策を進めます。

 防犯ボランティアの活動の活性化を図るなど、地域における身近な犯罪等への対策を強化します。 

大雨が降っても、あふれない・くずれない 
 集中豪雨でも水害が起きないよう、河川や下水道の整備を進めます。

 リアルタイムでの情報発信、官民が連携した大規模地下街の浸水対策など、都市型水害への対策

を進めます。

 避難体制の確立やがけ崩れを防ぐなどの土砂災害対策を進めます。

豪雨・土砂災害対策 ３ 

まちの安全・安心の確保 ５ 

まちの元気創出 ６ 

多摩・島しょ地域のまちづくり ７ 

しっかりと管理するので、まちの機能が変わらない 
 橋や道路などを適切に補修・補強することで、インフラの安全性と健全度を保ち、寿命を延ばし

ます。

 上下水道施設や首都高速道路などを計画的に更新します。

都市インフラの長寿命化・更新 ４ 
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主な政策目標 目標年次 目標値 

東京都無電柱化推進条例案（仮称） 2017 年度 策定 

電柱新設の禁止（道路法第37条の適用） 2017 年度 都道全線（約 2,200km）を指定 

センター・コア・エリア＊内の計画幅員
で完成した都道の無電柱化 

2019 年度 完了 

区市町村道の無電柱化への支援 2017 年度 
財政・技術支援の拡充開始 
（先駆的に低コスト手法を導入する路線等） 

地震の時でも道路を塞がず、美しく安全で歩きやすい街にする、無電柱化に向けた取組を進めます。 

都内の無電柱化の推進 

■ 東京都無電柱化推進条例案（仮称）の策定

・無電柱化推進法の内容を踏まえ、都が管理する道路を対象に、無電柱化を計画的に進めていく方策や、

都道にこれ以上電柱を増やさない取組などを盛り込んだ条例案を策定 

■ 電柱新設の禁止（道路法第 37 条の適用）

・道路法第 37 条により、都道全線（道路延長:約 2,200km）を指定し、電柱の新設を禁止 

■ センター・コア・エリア内の計画幅員で完成した都道の無電柱化

■ 区市町村道の無電柱化について、先駆的に浅層埋設等の低コスト手法を導入する路線や、推進計画策

定に対する財政・技術支援を拡充

■ 防災都市づくりや民間開発と連携した無電柱化の促進

・防災生活道路を軸とした木造住宅密集地域の無電柱化について、区の取組を支援 

・都市開発諸制度を活用し、開発区域に隣接する路線での取組を促進 

■ 無電柱化を都民にＰＲ

・様々な媒体を活用し、無電柱化の意義や効果を都民に向けて積極的にＰＲ 

もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京 セーフ シティ 

＜整備後＞ ＜整備前＞ 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

無電柱化推進条例

電柱新設の禁止
（道路法第37条の適用）

センターコアエリア内
の無電柱化

区市町村への支援拡充

条例案策定、条例制定

都道全線を指定

整備推進

支援拡充開始（先駆的に低コスト手法を導入する路線等） 継続的に支援

整備推進 整備完了

都道全線で電柱の新設を禁止

条例制定による無電柱化の推進

8



 

 

 

主な政策目標 目標年次 目標値 

特定緊急輸送道路沿道建築物＊の耐震化 2019 年度 
耐震化率 90％、かつ特に倒壊
の危険性が高い建築物の解消 

住宅の耐震化 2020 年度 耐震化率 95％以上 

主な政策目標 目標年次 目標値 

木造住宅密集地域（整備地域内）の不燃化 2020 年度 不燃領域率 70％※ 

特定整備路線＊の整備 2020 年度 28 区間・約 25 ㎞ 全線整備 

主な政策目標 目標年次 目標値 

配水管の耐震化 
（首都中枢・救急医療機関・競技会場等への供給ルート） 

2019 年度 耐震継手化完了 

下水道管の耐震化 
（避難所・ターミナル駅・災害復旧拠点等の施設数） 

2020 年度 4,155 か所完了 

建築物の耐震化や木造住宅密集地域の不燃化、ライフラインの耐震化などを進め、地震に強いまち

づくりを進めます。 

倒れない・燃えないまちの形成 

■ 木造住宅密集地域（整備地域内）の不燃化

・不燃化特区の取組を促進するとともに、防災 

生活道路の拡幅整備により、不燃化建替えを

促進 

■ 特定整備路線の整備を推進

・延焼を遮断し、防災上、効果の高い幅員 15m

以上の都市計画道路の整備を推進 

■ 特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の促進

・個別訪問による働きかけ（ローラー作戦）や改修計画の作成支援、改修費用助成等により取組を促進 

■ 住宅の耐震化の促進

・戸建住宅の全戸訪問を行う区市町村への支援拡充や耐震改修工法の情報提供等により取組を強化 

・マンションの耐震化に関する継続的な普及啓発や、助成制度の充実等により耐震化を促進 

＜木造住宅密集地域の不燃化の取組イメージ＞ 

共同建替え 

特定整備路線による 
延焼遮断帯の形成 

公園等の整備 

不燃化建替え 

防災⽣活道路の整備及び 
沿道の不燃化建替え 

■ 配水管は、首都中枢等への供給ルートを優先し、耐震継手管への取替えを推進

■ 下水道管は、災害復旧拠点等の排水を受け入れる下水道管とマンホールの接続部の耐震化を推進

※延焼による焼失率がほぼゼロ

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

特定緊急輸送道路沿道
建築物の耐震化

住宅の耐震化

木造住宅密集地域
(整備地域内)の不燃化

特定整備路線の整備

配水管の耐震化

下水道管の耐震化

個別訪問による働きかけ、改修計画の作成支援、改修費用助成等

戸建住宅の全戸訪問を行う区市町村への支援等、マンション耐震化への耐震診断・改修への助成等

不燃化特区制度の運用、戸別訪問による不燃化への働きかけ等

設計・測量等、用地取得・街路築造工事 用地取得・街路築造工事

耐震継手化

206か所 205か所 185か所 170か所

首都中枢等への
供給ルート完了

耐震化率90％

下水道管とマンホールの接続部の耐震化

街路築造工事
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主な政策目標 目標年次 目標値 

大規模災害等に対応できる 
消防団活動体制の構築 

消防団員の確保 2020 年度 特別区充足率 90％以上 

消防団相互の連携体制の整備 2020 年度 整備完了 

自主防災組織の活動活性化 2020 年度 
自主防災組織活動支援事業 
60 団体実施 

主な政策目標 目標年次 目標値 

都内全域の調節池貯留量（累計） 2025 年度 
360 万㎥  
（2013 年度末比約 1.7 倍） 

環状七号線地下広域調節池等の整備 2025 年度 13 施設新規稼働 

75 ミリ対策、50 ミリ拡充対策の下水道施設整備（10 地区） 2019 年度 効果発揮 

大規模地下街の時間 75 ミリ降雨対策 2024 年度 全９地区で完了 

洪水予報河川等の指定 2024 年度 10 流域 

■ 大規模災害等に対応できる消防団活動体制の構築

・新たに効果的な募集広報等を展開し、消防団への入団及び理解を促進 

・個人の生活や能力に応じた活動を行うことができる環境を整備 

・大規模災害や東京 2020 大会警戒等における消防団相互の連携体制を整備 

■ 自主防災組織の活動活性化

・自主防災組織それぞれの課題に防災コンサルタントがアドバイスを実施 

■ 東京都豪雨対策基本方針（改定）をもとに、総合的な治水対策を推進

≪目標≫ 区部では時間 75 ミリ、多摩では時間 65 ミリの降雨に対応（いずれも年超過確率＊1/20）

消防団や町会・自治会、自主防災組織を支援し、地域防災力の向上を図ります。 

地域防災力の向上 

豪雨対策の推進 

＜広域調節池のイメージ＞ 

＜消防団員募集ポスター＞ 

・広域調節池などの整備や、河川と下水道との連携などに

より河川からの溢水を防止 

・甚大な浸水被害が発生している地域などで下水道施設を

整備し、浸水被害の防止を目指す 

・公共施設への一時貯留施設等の設置支援や、洪水浸水予

想（想定）区域図の更新など、減災対策を推進 

局所的な集中豪雨などによる浸水被害に対する地域の防災力を高め、安全を確保します。 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

消防団への入団促進

消防団相互の連携体制の
整備

自主防災組織
活動支援事業 10団体実施 10団体実施 20団体実施 20団体実施

効果的な方策の検討
活動環境の検討

新たな方策等の展開
活動環境の整備

新たな募集広報等の推進
生活や能力に応じた活動を行う団員の入団促進

相互連携に向けた検討 区市町村等との調整 連携体制の整備・訓練 東京2020大会での相互連携

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

河川からの溢水防止

下水道施設の整備

減災対策の推進

調節池等の整備（2016年度より、環状七号線地下広域調節池など５施設で整備着手）

谷沢川分水路など２施設で整備着手 １施設稼働

大規模地下街の時間75ミリ降雨対策（９地区）

５地区で対策継続 １地区で対策完了
４地区で対策継続

２地区で対策完了
２地区で対策継続

２地区で対策継続

洪水浸水予想（想定）区域図の更新

２区域 ４区域 ３区域 ３区域
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主な政策目標 目標年次 目標値 

橋梁の予防保全型管理＊ 2024 年度 160 橋着手（累計） 

トンネルの予防保全型管理 2024 年度 26 トンネル着手（累計） 

下水道管の再構築 2029 年度 100％完了（整備年代の古い都心４処理区 16,300ha） 

■ 橋梁及びトンネルの予防保全型管理

・最先端技術を活用した点検調査を実施 

・100 年間更新することなく健全な状態に

保つことを目指し、損傷や劣化が進行す

る前に適切な対策を実施 

■ 首都高速道路の維持管理及び大規模更新

・首都高速道路１号羽田線、３号渋谷線の大規模更新を計画的に推進 

・都心環状線の日本橋区間や築地川区間について、国とともに都市再

生と連携した高速道路の老朽化対策を検討 

戦略的な維持管理と計画的な更新により、良質な都市インフラを次世代へ継承します。 

都市インフラの長寿命化・更新 

＜空洞探査車＞ 

＜先端技術（レーザー測定）を活用した点検調査＞ 

＜築地川区間における上部空間の活用イメージ＞ 

■ 下水道管の再構築

・計画的な補修などにより下水道管を法定耐用年数（50 年）より 30 年程度延命化させるとともに、 

更生工法の活用を図ることで、整備年代の古い都心４処理区の再構築を推進 

★ 多摩地域においてドローン特区を活用し、土砂災害の発生を想定した 

 実証実験※１を実施 

・檜原村、奥多摩町、あきる野市において、ドローンから送付される鮮明

なリアルタイム画像等を活用し、住民の安否確認手法などを検証 

＜下水道管のリニューアル技術 
（下水道管の更生工法）＞ 

■ 空洞探査車の活用による路面下空洞調査

・地中レーダーによる舗装内部の破損、路面下空洞等の調査により、

道路陥没を未然に防止 

設計時のトンネル断面と比較し、変形を把握 

（赤色や青色が変形している箇所） 

トンネル内の変形を自

動計測できる点検車 

（写真提供）ルーチェサーチ株式会社 

※１ 第14回東京圏国家戦略特別区域会議（平成28年12月2日）において東京都より提案 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

橋梁及びトンネルの
予防保全型管理

下水道管の再構築

定期点検の実施

設計・補修・補強工事の実施

1203橋実施

121橋着手
（点検・調査）

（長寿命化）

123トンネル実施

17トンネル着手

717ha完了 700ha完了 700ha完了 700ha完了

（出典）国土交通省ホームページ

災害発生時におけるドローン技術活用の検証 
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主な政策目標 目標年次 目標値 

非常時映像伝送システム＊の拡充 
（非常時に鉄道事業者の防犯カメラ映像を警視庁に伝送） 

2018 年度 新たに３鉄道事業者と運用開始 

新たな消防活動体制の確立 
新たな部隊運用の構築 2019 年度 完了 

新たな装備・資器材の整備 2019 年度 運用開始 

 

人々が安心して東京 2020 大会を楽しめるよう、テロへの脅威に備えます。 

テロ対策の強化 

■ 官民一体となったテロ対策・サイバー攻撃対策

・「非常時映像伝送システム」について、新たに３鉄道事業者との運用

を開始し、テロ等の発生時における初動対応力を強化 

・サイバー攻撃の発生に備え、民間事業者と実戦的な訓練を実施 

■ テロ災害に対する救出救助体制の充実強化

・大規模テロ発生時等でも消防活動体制を確保できる、新たな部隊運用

を構築し、迅速な救出救助・救急搬送体制を確立 

・爆発危険のある現場では、ドローン等の装備・資器材を活用し、安全

かつ迅速に活動を展開 

■ 東京国際空港テロ対処部隊の庁舎整備

  ・東京国際空港テロ対処部隊の拠点となる庁舎を整備し、羽田空港の警

戒警備を強化 

商店街や町会・自治会の活性化を通じ、地域の活力を高めていきます。 

地域コミュニティの活性化 

＜第 12 回商店街グランプリ和田 
商店街の商店街ツアーの様子＞ 

＜駅や空港でのテロ訓練＞ 

■ 商店街の維持発展

・商店街が自主的に取り組むイベントや活性化に向けた取組、空き店舗

を活用した取組等を支援 

■ 町会・自治会の支援の充実

・プロボノ（専門技術・能力を活用したボランティア活動）など専門家

の派遣により、町会・自治会への加入促進、広報や事業立案など、地

域の課題解決を支援 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

商店街が行う
イベント・活性化に向け
た取組に対する支援

商店街の空き店舗を
活用した取組への支援

プロボノなど専門家派遣
による町会・自治会支援

2,300件／年 2,300件／年 2,300件／年 2,300件／年

効果検証

モデル事業を新たに行い、その取組成果を波及

専門家派遣

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

非常時映像伝送システム
の拡充

消防体制の確立

東京国際空港テロ対処部
隊の庁舎整備

３鉄道事業者と構築 ３鉄道事業者と運用開始 事業者の更なる拡大

設計・工事 工事 工事・完成

新・部隊運用の調査・分析 システム構築・試行
運用開始・東京2020大会
テストイベントでの検証

東京2020
大会警戒

装備・資器材（ドローン等）の検討・整備 訓練・運用開始

東京2020大会に

おけるテロ対処
体制の強化
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主な政策目標 目標年次 目標値 

「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（仮称）」の策定 2017 年度 公表 

都営住宅の建替え 2020 年度 一部竣工（諏訪団地） 

災害時の代替ルート等となる道路整備 2020 年度 
約７km 完成 
約 10km 事業化 

緊急輸送道路の拡幅整備 2020 年度 
川崎街道など約４km 整
備推進 

主な政策目標 目標年次 目標値 

海底光ファイバーケーブルの整備 2019 年度 
５村６島のうち、整備が完了した村から順次超高
速ブロードバンドサービスの提供開始 

定期船の就航率向上 2020 年度 大島、小笠原（二見・沖）で就航率 97.5％以上 

安全・安心で、活力ある多摩・島しょ地域のまちづくりを推進します。 

多摩・島しょ地域のまちづくり 

■ 海底光ファイバーケーブルの整備

・５村６島での超高速ブロードバンドサービスの開始による島しょ振興の促進 

■ 港湾・漁港の静穏化に向けた施設整備を推進し、離島と本土間を結ぶ定期航路の就航率向上

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

海底光ファイバー
ケーブルの整備

島しょ地域における航路
改善と港湾・漁港の整備 元町港他12港 岸壁・防波堤等工事

４島（新島、式根島、利島、青ヶ島）における海底光ファイバーケーブルの整備推進

（2016年度整備完了：神津島、御蔵島）

■ 子育て世代や高齢者も安心して地域で暮らせるために、魅力あ

る多摩ニュータウン全体の再生に向けた「多摩ニュータウン地

域再生ガイドライン（仮称）」を策定

■ 都営住宅では、計画的な建替えによりバリアフリー化など居住

の水準向上に取り組むとともに、創出用地をまちづくりに活用

し、多摩ニュータウンの再生に貢献

＜多摩川南岸道路の開通区間＞ 

■ 災害時の代替ルートとなる多摩川南岸道路などの整備を推進し、集落の孤立化を防止

■ 川崎街道などの緊急輸送道路の拡幅整備を推進し、震災時の救助活動及び物資輸送ルートを確保

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

多摩ニュータウン
の再生

災害時の代替ルート等と
なる道路整備

緊急輸送道路の拡幅整備

多摩ニュータウン地域再生
ガイドライン（仮称）策定

ガイドラインの基本戦略を具体化する検討調査を実施し、
市への技術支援等、魅力や再生の取組の情報発信

都営住宅の建替えの推進 諏訪団地一部竣工

2.6km完成 0.9km完成、6.7km事業化 0.8km完成、3.3km事業化 3.2km完成、0.6km事業化

川崎街道（日野3･4･3号線）などの用地取得・工事
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年齢を重ねても、住み慣れた地域で安心して暮らせる 
 在宅サービスの充実や介護予防の推進を図るとともに、介護人材の確保などに取り組みます。

 特別養護老人ホームや介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅など、高齢者の施設やすまい

の整備を促進します。

 専門職で構成するチームが認知症の高齢者を訪問・支援するなど、認知症の人とその家族が、地域で

安心して暮らせるよう取組を進めます。

高齢者が安心して暮らせる社会 ２ 

質の高い医療を受けられ、生涯を通して健康でいられる 
 超高齢社会に対応できるよう、在宅療養体制や救急医療体制などの医療提供体制の充実

や医療人材の確保に取り組みます。

 都民一人ひとりの主体的な健康づくりや、糖尿病やがん等の生活習慣病対策を進めます。 

医療が充実し健康に暮らせるまち ３ 

安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できる 
 保育サービスの拡充や保育人材の確保に取り組み、待機児童の解消を目指します。



 周産期・小児医療体制の充実を図ります。

子供を安心して産み育てられるまち １ 

誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京 

ダイバーシティ 

誰もがいきいきと暮らせる、活躍できる、働ける、学べる、安心して子育てができる、そ

して、誰に対しても温かく、優しい東京をつくります。 

 誰もが希望と活力を持てる東京の基盤となるのは、都民一人ひとりが存分に躍動でき

る環境です。「ダイバーシティ」、 すなわち、「女性も、男性も、子供も、高齢者も、

障害者も、誰もが希望を持っていきいきと生活できる、活躍できる都市」「多様性が

尊重され、温かく、優しさにあふれる都市」の実現を目指します。

 女性も男性も輝く社会を実現するため、待機児童の解消をはじめとする子育て環境の

充実や、働き方改革を進め、「ライフ・ワーク・バランス」を社会全体で実現します。 

 年齢を重ねても住み慣れた地域で安心して暮らせる社会、そして、質の高い医療を受

けられ、生涯を通して健康に暮らせる社会を実現します。

 障害がある人もない人も、お互いに尊重し、支え合いながら共に生活する社会の実現、

ユニバーサルデザイン＊のまちづくりやボランティア文化の定着など、誰もが優しさ

を感じられる東京をつくります。

 若者・女性・高齢者などの働く希望を叶えるとともに、東京の未来や日本の成長を支

える人材の育成、スポーツの振興にも取り組んでいきます。
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誰もが人生と仕事を調和させ、自分らしく活躍できる 
 長時間労働の削減や休暇取得の促進など、生活と仕事の両立に向けて、働き方の見直しを進めます。

 技術面や働き方などの一体的な検討により、快適通勤に向けた取組を進めます。

 働きやすい職場づくりやライフステージ・キャリアに合った就業など、女性の活躍を支援します。

 多様な就業ニーズを持つ高齢者と企業とのマッチングを進め、高齢者が生涯現役で活躍できるよう支

援します。

 不本意な非正規雇用者の正規雇用化や処遇改善、人材育成を支援します。

誰もが活躍できるまち ５ 

いたるところで、まちの優しさを感じられる 
 道路のバリアフリー化や駅のホームドアの整備など、すべての人に優しいユニバーサルデザインのま

ちづくりを進めます。

 東京 2020 大会を契機に、ボランティア文化の定着に向けた取組を進めます。

 多様性が尊重され、人権が守られる社会の実現を目指します。

 国籍や民族、文化の多様性を理解・尊重し合える、多文化共生社会の実現を目指します。

 動物の殺処分ゼロに向けた取組を進めます。

誰もが優しさを感じられるまち ６ 

未来のために、自らの意志で学べる 
 家庭の経済状況などに左右されることなく、すべての子供が将来への希望を抱いて学び続けられる教

育環境をつくります。



 英語をはじめとする外国語教育や理数教育など、世界を舞台に活躍できるグローバル人材や東京・日

本の成長を支える人材を育てます。

 ひきこもり、ニートなど様々な問題を抱える子供・若者の社会参加を支援します。

未来を担う人材の育成 ７ 

障害がある人もない人も、お互いに尊重し、共に生活する 
 地域居住の場や日中活動の場の整備など、障害者が地域で安心して生活できる環境

づくりを進めます。

 障害者が能力や適性に応じて安心して働き続けられるような支援を行います。

 障害のある子供たちの個性や可能性を伸ばす教育を進めます。

障害者がいきいきと暮らせる社会 ４ 

都民一人ひとりが、スポーツに親しめる 
 東京 2020 大会やラグビーワールドカップ 2019TMに向けた開催準備を進め、日本全体

の開催気運を高めます。

 東京 2020 大会などの国際大会で活躍するアスリートを発掘・育成・強化します。

 地域でスポーツを楽しめる環境整備やスポーツ活動を推進する企業への支援など、

身近で気軽にスポーツを楽しめ、スポーツの裾野を拡大する取組を進めます。

 障害者スポーツの理解や普及の促進に加え、スポーツ施設のバリアフリー化や身近

な地域での場の拡大など、障害がある人もない人も共にスポーツを楽しめる環境を

整えます。

誰もがスポーツに親しめる社会 ８ 
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主な政策目標 目標年次 目標値 

待機児童の解消 2019 年度末 解消 

保育サービス利用児童数 
2019 年度末 
（2020 年 4月） 

７万人分増（2016 年度から４年間） 

妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制の構築 2019 年度 全区市町村 

主な政策目標 目標年次 目標値 

地域の在宅療養支援体制の整備 2025 年度末 全区市町村 

医療機関における在宅移行の推進（在宅療養支援機能の充実） 2025 年度末 全ての中小病院 

■ 多様な保育サービスの更なる拡充

・整備費・建物賃借料・借地料の補助、公有地活用、物件所有者と保育事業者のマッチングを支援する 

ほか、長時間預かり保育を行う幼稚園の支援、企業による保育施設設置の取組のサポート等を実施 

■ 保育人材の確保・育成・定着支援の充実

・就職相談会、職場体験、保育人材コーディネーターによる就職から就職後のフォロー、宿舎借り上げ

支援、キャリアアップ補助等を実施 

■ 切れ目ない子育て支援の充実や、子供の居場所の確保に取り組む区市町村を支援

・全ての子育て家庭の状況を妊娠期から把握し、ニーズに応じて継続的な支援を実施 

・子供の居場所を設置し、学習支援や食事提供等を行うほか、地域の子供食堂等と連携する取組を支援 

結婚、妊娠や子育てに関する支援を充実し、地域で安心して子供を産み育てられ、子供たちが健や

かに成長できる社会を実現します。 

子供を安心して産み育てられるまち 

誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京 ダイバーシティ 

医療の充実・健康づくりの推進 

超高齢社会に対応した医療提供体制を整備するとともに、生涯を通じた健康づくりを推進します。 

■ 高齢化等に対応した医療提供体制や在宅療養環境の整備

・東京の実情に応じた病床の機能分化と連携を推進 

・医療と介護の連携の強化など在宅療養環境の整備を推進 

・救急医療提供体制や災害時の医療連携体制の強化 

■ 生活習慣病対策や受動喫煙防止対策の推進

・経済団体と連携し、従業員の健康づくりに取り組む企業を支援 

・東京 2020 大会の開催に向け、受動喫煙防止対策を推進 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

地域の在宅療養
支援体制の整備

受動喫煙防止対策

医療と介護の多職種連携等の基盤整備を支援

受動喫煙防止対策を推進
東京2020大会開催

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

保育サービスの拡充

保育人材の確保等

妊娠・出産・子育ての
切れ目のない支援体制

18,000人増 18,000人増 17,000人増

62区市町村 62区市町村

保育人材の確保・育成・定着を支援
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主な政策目標 目標年次 目標値 

特別養護老人ホームの整備 2025 年度末 定員６万人分 

認知症高齢者グループホームの整備 2025 年度末 定員２万人分 

 

  

主な政策目標 目標年次 目標値 

障害者雇用 2024 年度末 ４万人増 

障害者に対する就労・職場定着支援 2020 年度末 6,000 人 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、適切な医療・介護・ 

介護予防・すまい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築します。 

高齢者が安心して暮らせる社会 

■ 住み慣れた地域での継続した生活を支える支援体制の構築

・在宅サービスを充実するとともに、区市町村における介護予防の取組の強化、医療と介護の連携の推

進、ＮＰＯ等による地域貢献活動の推進等を実施 

■ 高齢者の多様なニーズに応じた施設やすまいの整備を促進

・都独自の支援策を充実し、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の整備を促進 

・低所得高齢者等を対象にすまいの確保と生活支援を一体的に行う区市町村の取組等を支援 

■ 認知症の人とその家族が地域で安心して暮らせるよう、支援を充実

・専門職で構成するチームによる訪問支援、医療と介護の連携体制の整備、若年性認知症の人に対する

適切な支援の推進、行動・心理症状に着目したケアプログラムの開発等を実施 

■ 介護人材等の確保・育成・定着支援の充実

・就職説明会や職場体験の実施、潜在的有資格者の就業促進等に取り組むとともに、事業者のキャリア

パス導入や宿舎借り上げによる処遇改善、ロボット介護機器導入による負担軽減等を支援 

障害者がいきいきと暮らせる社会 

障害者が地域で安心して生活できる環境を整備するとともに、能力や適性に応じて働き、自立した

生活ができるよう、障害者雇用・就労等を促進します。 

■ 地域居住の場や日中活動の場を整備するとともに、障害特性に応じた支援を充実

■ 一般就労や職場定着の支援、福祉施設における工賃向上に向けた取組の推進

・障害者雇用に取り組む中小企業等の支援や、障害者に対する身近な地域での就労面と生活面の一体的

な支援の推進、福祉施設の受注拡大に向けた取組等を支援 

■ 都立特別支援学校で、個性や可能性を伸ばす教育や障害の程度に応じた重層的な職業教育を実施

■ 共生社会の実現に向け、障害者への理解促進や合理的配慮の提供に向けた取組を推進

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

介護予防の取組

特別養護老人ホーム
の整備

認知症高齢者
グループホームの整備

介護職員の確保等
（キャリアパス導入促進）

入所者 49,588 人 第７期東京都高齢者保健福祉計画（2018～2020年度）の達成に向けた取組

東京都介護予防推進支援センター（仮称）の開設（人材育成、リハビリ専門職の派遣、相談支援等により区市町村を支援）

入居者 12,087 人 第７期東京都高齢者保健福祉計画（2018～2020年度）の達成に向けた取組

導入事業所 1,000事業所

（導入後最長５か年の補助） 専門人材育成・定着促進助成金

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

障害者就労支援センター
（又は窓口）の設置の推進

職場内障害者
サポーターの養成

都立特別支援学校
職能開発科の増設

障害者への理解促進
民間事業者・都民向けシンポジウムの実施、ヘルプマーク・ヘルプカードの広域的な普及

53区市町村

養成研修受講者300名 養成研修受講者300名
実績を踏まえて支援を検討

62区市町村59区市町村56区市町村

設置検討・設置準備 2026年度までに8校を設置
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主な政策目標 目標年次 目標値 

就学前の児童をもつ父親の家事・育児時間の増加 2024 年度 ３時間／日 

「男性も家事・育児を行うことは当然である」というイメージを持つ都民の割合 2020 年度 70％ 

働き方改革の推進（働き方改革宣言企業） 2020 年度 4,000 社 

障害者等の雇用や社会参加を促進するため、ソーシャルファーム＊の取組を支援します。 

ソーシャルファームの推進 

■ 障害者が職場で活躍できる環境の普及

・特色ある優れた障害者雇用の取組を行う企業を表彰するとともに、好事例を発信 

■ 企業的手法を活用し福祉施設における製品の開発や販路の拡大を支援

・専任のコーディネーターを配置し、福祉施設とＣＳＲ＊活動に取り組む企業とのマッチング等を支援 

長時間労働の削減や休暇取得の促進など、生活と仕事の両立に向け、働き方の見直しを進めます。 

ライフ・ワーク・バランスの充実 

■ 男性の家事・育児への参画

・父親と母親が共に参加できるシンポジウム（パパママサミット（仮称））を実施 

■ 育児や介護と仕事の両立

・法を上回る育児休業制度と在宅勤務制度の複数の制度を導入するなどの企業の雇用環境改善を支援 

・介護と仕事の両立の取組や社員の支援方法などのアドバイスなどを行うため新たに相談窓口を設置 

■ 働き方の見直し

・目標と取組内容を宣言書に定め全社的に取り組む「TOKYO 働き方改革宣言企業」 

を普及するとともに、ノウハウなどを共有するための交流会を新たに実施 

・テレワークなど企業の柔軟な働き方を推進するため、国と連携して相談・情報 

提供等を行うワンストップ窓口としてテレワーク推進センター（仮称）を整備 

・在宅勤務を導入した企業の協力を得て、その効果を取りまとめ、発信するプロジ 

ェクトを実施し、その成果を、ライフ・ワーク・バランスを進めるための手引き 

である「実践プログラム」にも反映し普及 

＜TOKYO 働き方改革宣言書＞ 

※都庁から残業ゼロに向けた取組を率先して実施 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

企業の表彰

企業ＣＳＲ等
連携促進事業

年１回 年１回 年１回 年１回

・コーディネーターの配置
・企業・障害関係者を含めた運営連絡会の開催
・企業ＣＳＲ活動と障害者施設・団体との連携の促進

連携の定着

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

男性の家事・育児参画
（パパママサミット

（仮））

雇用環境の改善
（育児や介護と仕事の

両立など）

働き方改革宣言企業

在宅勤務の普及

1,000社 1,000社 1,000社 1,000社

プロジェクトの実施 「実践プログラム」による成果の普及

１回 １回 １回 １回

300社 300社 実績を踏まえて支援を検討
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主な政策目標 目標年次 目標値 

女性（うち 25～44 歳）の有業率の上昇 2022 年 78％ 

都の支援による就職者（女性） 2020 年度 11,500 人 

主な政策目標 目標年次 目標値 

高齢者（うち 60～69 歳）の有業率の上昇 2022 年 56％ 

都の支援による就職者（高齢者） 2020 年度 16,500 人 

女性が働きやすい職場環境の整備やライフステージ・キャリアに合った就業を進め、社会で幅広く

能力を発揮し、活躍できる社会を実現します。 

女性の活躍推進 

■ 女性の活躍推進

・女性活躍分野の様々なゲストを交え、知事自ら発信する訴求力のあるシンポジウムを実施 

・女性が働き続け、キャリアアップ等への意欲を持てるよう女性従業員の交流会を実施 

■ 女性の再就職支援・就業拡大

・国や関係機関等と連携し、就職面接会や就業に関する情報提供等を行うイベントにおいて、子供と一

緒に参加できる「働く」をテーマにした企画やキャリアカウンセリングを新たに実施 

■ 多摩地域における就職支援

・身近な地域での就職を望む子育て期の女性を対象に、新たにマザーズハローワーク立川と連携して再

就職を支援 

技術面や働き方などの一体的な検討による、快適通勤に向けた取組を推進します。 

快適通勤に向けた取組の推進 

高齢者の雇用就業の促進 

■ 高齢者の多様な働き方

・雇用のミスマッチにより就職に結びつかない高齢者や就職活動に踏み出せない高齢者に対し、ハロー

ワークと連携し、キャリアチェンジ等に向けたセミナーを新たに開催 

・シルバー人材センターを通じ、高齢者の就業機会及び地域の保育等の人材を確保 

多様な就業ニーズを持つ高齢者が生涯現役で活躍できるよう支援します。 

■ 快適通勤の検討・推進

・鉄道事業者との連携や働き方に関する検討などにより、快適通勤に向けた対策を推進 

・都営交通では、車両編成の増備と併せ、新技術の開発動向も注視しながら更なる対策を検討 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

女性の活躍推進
シンポジウム

就業拡大イベントの実施

多摩地域における
就職支援

１回 １回 １回 １回

実績を踏まえて支援を検討

50名 50名 50名
実績を踏まえて
支援を検討

４回 ４回

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

キャリアチェンジ等に
向けたセミナー

シルバー人材センターを
通じた保育人材等の確保

1,800人 1,800人 1,800人 1,800人

３区市町村
実績を踏まえて
支援を検討３区市町村 ３区市町村

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

快適通勤に向けた
取組の推進

モデル事業等の実施
技術面・働き方等の対策の検討・実施

19



主な政策目標 目標年次 目標値 

東京 2020 大会の会場のバリアフリー化 2020 年 完了 

競技会場や観光施設周辺等の都道のバリアフリー化 2019 年度 約 90 ㎞完了 

駅や生活関連施設等を結ぶ都道のバリアフリー化 2024 年度 約 90 ㎞完了 

駅のホームドア整備（競技会場周辺等の主要駅、空港アクセス駅） 2020 年 完了 

駅のエレベーター整備による１ルートの確保（地下鉄全駅） 2019 年度 完了※ 

 

 

 

 

主な政策目標 目標年次 目標値 

動物の殺処分数の減少 2019 年度 殺処分数ゼロ 

東京 2020 大会の開催を契機に、道路や鉄道駅でのバリアフリー化をはじめ、ハード・ソフト両面

から、全ての人に優しいユニバーサルデザインのまちづくりを推進していきます。 

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

■ 動物引取数の減少や譲渡機会の拡大に向けた取組を推進

■ 東京 2020 大会の会場について、より高いレベルのバリアフリー化を完了

■ 都道において、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置などのバリアフリー化を推進

■ 駅のホームドア整備や、駅出入口からホームまで段差なく移動できる１ルートの確保を加速

■ 住民参加による建築物や公園等の点検を行い、その意見を踏まえた改修等を行う区市町村を支援

■ 心のバリアフリー及び情報バリアフリーの推進に向けた取組を行う区市町村を支援

動物愛護の取組の推進 

人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指し、動物の殺処分ゼロに向けた取組を推進しま

す。

＜ホームドア整備事例（京王新宿駅）＞ ＜道路のバリアフリー化＞ 

※構造上、エレベーターの整備が困難な駅等を除外

＜車いす席のサイトライン（可視線）確保＞ 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

東京2020大会の会場の
バリアフリー

競技会場や観光施設周辺
等の都道のバリアフリー

駅や生活関連施設等を結
ぶ都道のバリアフリー

駅のホームドアの整備
（主要駅等）

エレベーター整備による
１ルート化(地下鉄全駅)

住民参加による点検
及び点検後の整備支援

22km整備

6km整備 13km整備

30km整備 15km整備

14km整備6km整備

5駅実施予定 7駅実施予定 5駅実施予定 完了

整備完了

点検20/整備10区市町村 点検25/整備20区市町村 点検5/整備20区市町村
東京2020大会開催

完了

整備促進整備促進

東京2020大会開催
テストイベント

（会場ごとに）実施設計・工事 バリアフリー化完了

東京2020大会開催

東京2020大会開催

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

動物の殺処分ゼロ
に向けた取組 引取数減少、譲渡機会の拡大、動物愛護相談センターの機能の強化
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主な政策目標 目標年次 目標値 

全国学力・学習状況調査での下位層 2020 年度 （小・中）全教科 30％未満 

授業を理解できていないと思う高校生 2021 年度 15％未満 

 

 

主な政策目標 目標年次 目標値 

生徒の英語力（中学生：英検３級程度、高校生：英検準２級程度） 2020 年度 60% 

海外留学の支援 
（都立高校、私立高校、都立産業技術高等専門学校、首都大学東京） 

2020 年度 累計 5,050 人※ 

理数研究ラボ（仮称）で理数への興味・関心が向上した受講生徒 2020 年度 90％以上 

子供の可能性を広げるために、経済的な面も含めた教育環境を整備します。 

全ての子供が学び成長し続けられる社会の実現 

■ 英語教育における外国人指導者の配置

・ＪＥＴプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）等を 

都立・私立高校等で活用 

■ 「生きた英語」を学ぶ環境の充実

・英語を使用する楽しさや必要性を体感できる「英語村（仮称）」の 

開設に加え、英語の授業以外で英語を使用する「東京イングリッシ 

ュ・エンパワーメント・プログラム（仮称）」を導入 

■ 小学校英語教科化に向けた英語教育の推進

・英語教育推進地域等の取組により、教員の指導力・英語力を高める

とともに、英語指導を行う教員の在り方を検証し、指導体制を構築 

■ 理数に秀でた人材の発掘と育成

・大学や研究機関との連携により、最先端の実験・講義を行う理数イ 

ノベーション校等の指定や、理数への興味・関心を持つ生徒が研究 

者と高度な研究活動を行う理数研究ラボ（仮称）を実施 

■ 高校生等を対象とした給付型奨学金制度等の創設・拡充

■ 基礎・基本を確実に習得させる取組の推進

・児童・生徒の学習状況等の把握や補習体制構築を進めるため、「学力向上担当教師（仮称）」を配置 

・生徒が夢や目標の実現に向けて努力できるよう意欲を喚起し、組織的に学習を支援する「ゆめナビプ

ロジェクト（仮称）」や、放課後等に外部人材を活用して学習支援を行う「校内寺子屋」を実施 

「Welcome to Tokyo」＞ 

＜ＪＥＴ青年による授業＞ 

グローバル人材・理数人材の育成 

外国人指導者による英語指導、留学支援等により、実践的な英語力等を身に付けさせます。また、理数好き

の子供たちの裾野を広げるとともに、科学技術分野に高い関心・知識を持つ児童・生徒を育成します。 

＜都独自の英語教材 

※2016 年度以前の実績を含む 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

海外留学の支援

ＪＥＴ青年の活用

英語村（仮称）

小学校の英語教科化

理数研究ラボ（仮称）

220人（全都立高校等）

開業準備 順次充実

順次拡充

開業

推進地域事業・指導資料配布 先行実施 全面実施

３講座（90人） ３講座（90人）

737人（都立高等の合計） 737人（都立高等の合計） 737人（都立高等の合計） 737人（都立高等の合計）

成果検証・拡充

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

学力向上担当教師
（仮称）の配置

ゆめナビプロジェクト（仮称）

校内寺子屋

都立10校 成果検証・拡充検討

都立10校 都立80校程度に拡大

25校 成果検証・拡充
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クール・クリーンで、快適な都市をつくろう 
 東京 2020 大会に向けた暑さ対策などに集中的に取り組みます。

 食品ロスの削減などを推進し、“もったいない”の意識のライフスタイルへの定着を進めます。



快適な都市環境の創出 ２ 

水と緑に囲まれた、自然を感じられるまちをつくろう 
 公園や街路樹の整備、水辺の緑化などを進め、花や緑でまちを彩ります。

 都市農地の保全・活用、多摩の森林の保全・再生など、都内に残された貴重な緑を守

ります。

 生態系に配慮した緑化や自然公園の活用により、生物多様性保全の取組を進めます。

豊かな自然環境の創出・保全 ３ 

世界をリードする、スマートエネルギー都市を目指そう 
 住宅・ビルなどにおける、ＬＥＤ＊照明をはじめとする省エネ機器の普及に向けた取組を進めます。

 家庭のエネルギー消費量の削減に向け、エコハウスの普及を図ります。

 次世代自動車、水素ステーション、家庭用燃料電池＊などの導入を支援します。

 太陽光発電など、再生可能エネルギーの導入を拡大します。

スマートエネルギー都市 １ 

世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京 

スマート シティ 

世界のメガシティとして、日本の首都・経済のエンジンとして、大都市が抱える課題を

解決し、そして、国際的な都市間競争に勝ち抜く成長を生み続け、活力にあふれ、サス

テイナブル、持続可能な東京をつくります。 

 激化する国際的な都市間競争に勝ち抜き、世界の中で輝き続け、日本の成長のエンジ

ンであり続けるサステイナブルな東京を実現していくため、タイムリーな成長戦略を

果敢に展開することが必要です。

 東京 2020 大会を契機に、低炭素社会の実現に向けた環境技術の更なるイノベーショ

ンや、食品ロス＊対策を含めた環境配慮型ビジネスモデルへの改革を促します。

 国際金融都市・東京の実現や、中小企業の技術革新、起業・創業の促進、外国人旅行

者の受入環境整備など、東京ひいては日本の持続的な成長を生み出す取組を積極的に

行います。

 2020 年以降も見据えて、陸・海・空の交通・物流ネットワークを一層充実させ、東京

の都市活動を支える交通インフラを強化します。
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世界に開かれた、人々をひきつける、国際・観光都市になろう 
 東京を訪れる外国人旅行者を、リピーター客も含めて大幅に増やします。

 東京を訪れる人の観光消費を促し、観光を東京の有力産業へと発展させていきます。

 多言語対応やＩＣＴ＊を活用した観光案内、トイレの洋式化など、外国人旅行者が快適に滞在できる

環境を整備します。

 多摩・島しょなど、東京が持つ多彩な魅力を生かし、地域ならではの観光資源を発信します。

 海外都市との交流・協力による共通課題の解決と、東京の魅力発信を通じて、国際社会におけるプレ

ゼンスを高めます。

首都東京の成長を支える、活力あふれるまちづくりを進めよう 
 民間事業者による都市再生プロジェクトや都有地を活用した拠点づくりを進め、都市機能の高密度な

集積を図ります。

 都心の拠点駅などにおいて、周辺のまちづくりと一体となった整備を進めます。

 首都にふさわしい美しく風格ある都市景観の形成を図ります。

ヒトやモノの流れがスムーズな都市をつくろう 


 国内外の物流拠点としての東京港の機能を強化します。

 増大する航空需要に対応するため、羽田空港の容量拡大や国際化を一層進めます。

 安全で快適な自転車利用環境や水上交通ネットワークの充実を図ります。

交通・物流ネットワークの形成 ５ 

多様な機能を集積したまちづくり ６ 

世界に開かれた国際・観光都市 ７ 

日本経済を牽引する、国際金融・経済都市を目指そう 
 資産運用業や FinTech＊企業を中心とした外国企業の誘致など、国際金融都市・東京

の実現に向けた取組を進めます。

 国家戦略特区制度を徹底活用し、国際ビジネス環境や外国人の生活環境の整備を進めます。

 ベンチャー企業の更なる成長や若者・女性・高齢者など幅広い層の起業・創業を支援します。

 中小企業の海外展開や事業承継・事業再生などを支援します。

 東京 2020 大会開催等を契機とする様々な調達情報の提供など、全国の中小企業の受

注機会の拡大を支援します。

 東京産の農産物や伝統工芸品など、東京のブランディングを推進し、国内外に発信します。

国際金融・経済都市 ４ 

 「東京キャラバン」をはじめとする、東京 2020 大会に向けた様々な文化プログラム＊

を展開します。

 世界に通用する若手芸術家の発掘・育成や誰もが気軽に参加できる芸術文化イベント

の開催などを支援します。

 都内各地域の芸術文化資源の集積を活用し、芸術文化拠点の魅力を高めます。

芸術文化の振興 ８ 
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主な政策目標 目標年次※１ 目標値※１ 

都有施設におけるＬＥＤ照明普及率※２ 2020 年度 おおむね 100％ 

都内エネルギー消費量 2030 年 2000 年比 38％削減 

都内温室効果ガス排出量 2030 年 2000 年比 30％削減 

再生可能エネルギー電力利用割合 2020 年 15％程度 

 

ＬＥＤ照明の普及などの省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入促進や水素社会実現に向けた

取組の推進により、地球温暖化対策を積極的に進めます。 

スマートエネルギー都市 

■ 照明のＬＥＤ化推進

・家庭へのＬＥＤ電球普及、ビル・工場等へのＬＥＤ照明導入支援や都有施設における率先導入 

■ 省エネルギー対策の推進

・エコハウスの普及、既存住宅に対する高断熱窓改修を支援 

・大規模事業所に対するキャップ＆トレード制度＊、中小規模事業所に対する地球温暖化対策報告書

制度による省エネルギー対策を推進 

・次世代自動車等の導入支援、都有施設のＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）化を推進 

■ 再生可能エネルギーの導入促進

・太陽光発電や熱利用システムの導入支援、自立型ソーラースタンドの普及、都有施設における再生

可能エネルギー導入を推進 

・東京ソーラー屋根台帳による普及啓発や情報発信を実施 

■ 水素社会実現に向けた取組の推進

・水素ステーション、燃料電池＊自動車・バス及び家庭用燃料電池等の導入支援、ＣＯ２フリー水素＊

の都内での利用を推進 

世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京スマート シティ 

＜電球型ＬＥＤランプ（例）＞ ＜エコハウスのイメージ＞ 
＜自立型ソーラー 

スタンドのイメージ＞ 

＜エネルギー消費量等の推移＞ 

（出典）国土交通省資料 （出典）経済産業省ホームページ （画像提供）大日本印刷株式会社 

※１ 目標年次及び目標値で暦年表示している箇所の集計等は年度単位で実施 

※２ ＬＥＤ照明を導入した施設の割合 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

照明のＬＥＤ化推進

省エネルギー・地球温暖
化対策の推進

再生可能エネルギーの
導入促進

水素社会実現に向けた取
組の推進

家庭へのＬＥＤ電球普及、ビル・工場等へのＬＥＤ照明の導入支援

都有施設への率先導入

都有施設の普及率
おおむね100％

エコハウスの普及、高断熱窓改修支援、温対報告書制度の運用、次世代自動車等の導入支援、都有施設ＺＥＢ化推進

キャップ＆トレード制度の運用（第２計画期間） 次期計画期間

ＣＯ２フリー水素に係る調査研究
都内利用の推進

再生可能エネルギーの導入支援、自立型ソーラースタンドの普及

普及啓発・情報発信

水素ステーション、燃料電池自動車・バス、家庭用燃料電池等の導入支援
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主な政策目標 目標年次 目標値 

2030 年度までに食品ロス半減を達成するための
「食品ロス削減・東京方式」の確立 

2020 年度 「食品ロス削減・東京方式」の確立 

 

主な政策目標 目標年次 目標値 

クールエリアの創出(競技会場周辺など) 2019 年度 ６エリア程度 

都道での遮熱性舗装・保水性舗装の整備 2020 年 累計約 136km 

部門 主な原因

消
費

家庭  鮮度志向
 買い過ぎ
 賞味期限と消費

期限の理解不足
 食べ残し

など

外食産業・
その他事業
所

流
通

卸売業・
小売業

 賞味期限
 モデルチェンジ
 季節商品
 包装の印字ミス

など
加
工

食品製造業

“もったいない”食品ロスの削減など、持続可能なライフスタイルへの転換を図ります。 

“もったいない”食品ロスの削減 

■ 真夏でも快適に街歩きができるエリアの形成

・クールエリアの創出や、街路樹の計画的な剪定
せんてい

による緑陰の確保 

■ 緑の創出・保全

・公園・緑地の整備や、水辺空間の緑化、都市農地の保全などを推進 

■ 路面温度上昇及び人工排熱の抑制

・遮熱性舗装等の整備や、次世代自動車の普及を促進 

■ 加工・流通に係るビジネスモデルの変革

  ・ステークホルダー会議における食品ロス削減の検討 

・流通段階における食品ロス実態調査の実施 

・防災備蓄食品の有効活用の検討 

■ 消費行動から供給側を変える取組と家庭の食品ロス削減

・「食べずに捨てるなんてもったいない（仮称）」キャンペーンの

実施による消費者への意識啓発 

暑さ対策の推進 

ヒートアイランド対策とともにクールエリアの創出などの暑熱対応策を推進し、都市の熱環境を改

善します。 

＜街中での暑さ対策＞ 

＜食品ロスの概要＞ 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

食品ロス削減の推進

流通段階における食品ロス実態調査

ステークホルダー会議における食品ロス削減の検討

防災備蓄食品の有効活用に向けた仕組みづくり

企業との連携 他企業へ取組を普及

「食べずに捨てるなんてもったいない（仮称）」キャンペーンの実施

消費行動の見直しを促す取組の実施

「食品ロス削減
・東京方式」

の確立

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

クールエリアの創出

遮熱性舗装等の整備

２エリア程度 順次拡大
６エリア程度創出

累計約136km整備
約10km約10km 約10km
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東京をアジア・ナンバーワンの国際金融都市とするため、金融の活性化に向けた抜

本的な対策を検討のうえ着実に推進します。あわせて、海外金融系企業の誘致に関

し速やかに着手できる対策を実行し、誘致を加速させます。 

アジア・ナンバーワンの国際金融都市の実現 

■ アジア・ナンバーワンの国際金融都市・東京の実現に向けた抜本的な対策の推進

・「国際金融都市・東京のあり方懇談会」において、ビジネス・生活環境の整備（税制の見直し等）、市

場への参入の促進（FinTech や新興資産運用業者の育成等）、世界の投資家に優しい市場の構築（受託

者責任の徹底等）など、金融の活性化に向けた抜本的な対策を検討したうえで、平成 29 年中に構想を

とりまとめ、着実に推進 

■ 海外金融系企業の誘致の加速化

・都、金融庁、民間事業者等で構成された「海外金融系企業の誘致促進等に関する検討会」における検

討をもとに平成 28 年 12 月にとりまとめた、海外金融系企業による日本への進出、進出後の手続、生

活環境の各段階にわたる支援に関する当面の対応を実施し、誘致を加速 

・日本への進出に関しては、ビジネスプラン策定等に係る無 

償コンサルティング、FinTech 企業と国内金融機関等との 

マッチング支援、補助制度の新設等により、進出を後押し 

・進出後の手続に関しては、ビジネスコンシェルジュ東京 

での「金融ワンストップ支援サービス」や東京開業ワン 

ストップセンターにおける英語申請対応の導入、ライセン 

ス取得手続き等に関する英語解説書の作成等により、日本 

での負担を緩和 

・生活環境に関しては、特区を活用した家事支援外国人材の 

受入促進、特区の外国医師特例を活用した診療サービスの充実化、高水準プログラムのインターナシ

ョナルスクール誘致推進、余暇の充実等、外国人が暮らしやすい環境の整備を促進 

■ 金融市場の活性化に寄与する取組

・グリーンボンド＊を発行し、地球温暖化をはじめとした環境対策への取組に対する資金循環を形成する

とともに、企業や個人の金融資産の運用手段の多様化を促進 

・世界に伍して活躍できる金融専門人材の養成に向けて、首都大学東京大学院ビジネススクールの「高

度金融専門人材養成プログラム」を着実に推進 

特区制度等の活用による外国企業誘致の加速化 

特区制度の徹底活用等により、東京に、ＩｏＴ＊、人工知能（ＡＩ＊）等の第４次産業革命関連企

業に加え、資産運用・FinTech 企業など金融系の外国企業の誘致を加速化させ、国内企業の生産性

向上に貢献します。 

＜金融ワンストップ支援サービス＞ 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

国際金融都市の実現に
向けた新たな構想の

策定・推進

グリーンボンドの発行

・懇談会における検討

グリーンボンド発行

・構想策定

構想に基づいた取組の推進
・ビジネス・生活環境整備
・市場参入の促進
・世界の投資家に優しい市場の構築

発行 発行

事業検証
事業継続
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政策目標 目標年次 目標値 

都による金融系外国企業誘致数 2020 年度 40 社 

都によるＩｏＴ分野等の外国企業誘致数 2020 年度 40 社 

都による外国企業と都内企業の引き合わせ件数 2020 年度 1,000 件 

東京都誘致分も含めた外国企業誘致数 2020 年度 400 社 

■ 東京都による金融系関連、第４次産業革命関連の外国企業誘致の加速化

・東京の有力な地場産業である資産運用業の活性化により、東京の経済の発展に加え、中小企業や成

長分野の発展を底支えする好循環を生むこと、FinTech 企業の誘致により都民の利便性の向上や東

京の経済の成長力強化に貢献することを狙いとした金融系外国企業の誘致を加速化 

・東京における更なるイノベーションの創出を図るため、外国政府等との連携強化により、ＩｏＴ、

ビッグデータ、ＡＩ等の先端技術を持つ多国籍企業のアジア業務統括拠点及び研究開発拠点の誘致

を加速化 

・外国企業と都内企業とのビジネスマッチング機会の創出を図り、新製品・サービスの共同開発や業

務提携等を促進することにより、都内中小企業等の成長を促す 

■ 国家戦略特区を活用した国際ビジネスプロジェクトの推進

・東京駅周辺では、大手町から兜町地区を高度

金融人材が集積するショーケース化を図る

ため、都市計画法等の特例による金融系外

国企業の集積促進に資する交流支援拠点の

整備、外国医師特例を活用した診療サービ

スの提供、高度水準プログラムを提供する

インターナショナルスクールの誘致等を推進 

・虎ノ門地区では、外国人を呼び込む「職住

近接の空間」づくりのため、都市計画法等

の特例による地下鉄日比谷線新駅・バスタ

ーミナル、外国人ニーズに対応した住宅、

高水準プログラムを提供するインターナシ

ョナルスクールの誘致等を推進 

・池袋駅周辺では都市計画法等の特例により庁舎跡地等を活用した国際的な文化情報発信拠点、田町・

品川駅周辺では同特例等によりＪＲ新駅を核とした新たな賑わい交流拠点の形成等を推進 

■ 東京開業ワンストップセンター等の改革によるビジネス支援の強化

・東京開業ワンストップセンターにおける英語申請対応の導入、サテライト相談窓口の開設、ビジネ

スコンシェルジュ東京における「金融ワンストップ支援サービス」の提供によりビジネス支援を強

化 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

都による金融系外国企業誘致 10社 10社 10社 10社

都によるIoT分野等の外国企業誘致 10社 10社 10社 10社

都による外国企業と都内企業の
引き合わせ件数

250件 250件 250件 250件

東京都誘致分も含めた外国企業誘致 100社 100社 100社 100社

＜東京駅周辺における国際ビジネスプロジェクト＞ 
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主な政策目標 目標年次 目標値 

都の支援による中小企業の成長産業分野への参入 2020 年度 700 件 

都の支援による中小企業のＩｏＴ化推進 2020 年度 28 件 

 

 

 

主な政策目標 目標年次 目標値 

都内の開業率向上 2024 年度 10％台（米国・英国並み） 

都の支援により起業を目指す女性数 2020 年度 500 人／年 

都の支援による中小企業の海外展開の実現 2020 年度 1,500 件 

中小企業が自社の高度な技術やＩｏＴ・ＡＩなどの新たな技術を活用し、成長産業分野への参入や

イノベーションの創出が行えるよう支援します。 

成長創出に向けた新たなイノベーションの促進 

■ 世界に通用するベンチャーの創出

・グローバル企業への成長を目指すベンチャー企業を支援 

■ 女性の起業に向けたきめ細やかな支援

・女性向け起業セミナーや女性起業家との交流会を実施 

・国際展開を目指す女性起業家に対して、事業プランのブラッシュアップを支援 

・アドバイザーによる助言と低金利無担保融資等、経営と資金の両面から起業を支援 

■ 海外需要の取り込みと東京の産業の魅力発信

・海外現地拠点を活用して中小企業の海外展開を支援 

・伝統工芸品や東京産の農産物などを国内外に発信、東京のブランディングを推進 

＜ＩｏＴのイメージ＞ 

世界に羽ばたくベンチャー企業の創出と東京の産業の魅力発信 

グローバル展開を目指すベンチャーや起業を目指す女性を積極的に支援し、起業・創業を促進するとともに、 

中小企業の海外展開を支援します。また、東京の産業の魅力を国内外に発信します。 

＜伝統工芸品の例＞ 

（江戸切子） 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

中小企業のＩｏＴ化
開発支援

４社 ４社 ４社 ４社

４社
４社

中小工場などのＩｏＴ化推進のためのシステム開発支援（３年間支援、１２社支援）

ＩｏＴ機器・ソフト等の開発支援（単年度支援、１６社支援）

４社

■ 日本を牽引する新たなイノベーションの創出

・成長産業分野等において、先進企業が持つ技術や特許等と中小企

業の優れたアイディアなどを結び付ける開発プロジェクトを支援 

■ ＩｏＴなど先端技術を活用した産業の活性化

・ＩｏＴなどを活用した工場の生産性向上や製品の高品質化、先端

技術を活用した新製品の開発による事業参入等、中小企業のチャ

レンジを支援 （画像提供）ピクスタ 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

ベンチャー企業の
グローバル展開支援

女性の起業支援

伝統工芸品分野の
海外展開支援

（海外展示会出展支援）

25件

大企業等のコラボレーション（業務提携など）

50件 50件 50件（仮）

５件 10件 10件 10件

２回（仏・独） ２回（仏・独） ２回（仏・独） ２回（仏・独）

女性専用創業支援プログラムを提供
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主な政策目標 目標年次 目標値 

訪都外国人旅行者数（年間） 2020 年 2,500 万人 

訪都外国人旅行者のリピーター数
（年間） 

2020 年 1,500 万人 

訪都外国人旅行者による消費額 
（年間） 

2020 年 2.7 兆円 

世界に冠たる観光都市・東京の実現 

良質な観光資源の開発・発信を通して、旅行地としての東京の魅力を世界に広くＰＲします。 

また、旅行者が快適かつ安全・安心に移動・滞在できる環境の実現に向けた取組を推進します。 

＜訪日・訪都外国人旅行者数の推移＞ 

（出典）訪日外客統計（独立行政法人

国際観光振興機構）、東京都観光客数

等実態調査（東京都産業労働局）  

＜ユニークベニューの利用例＞ 
（日本科学未来館 シンボルゾーン） 

＜マンガ家ゆかりの地めぐり＞ 

■ 東京の魅力発信と観光プロモーションの効果的な展開

・東京 2020 大会開催の機会を捉えて、パリやニューヨークなどの国

際観光都市と連携を深め、相互にＰＲを実施 

・多くの観光消費が期待できる富裕層を対象とするなど、旅行者の

特性に合わせたセミナー等を実施 

■ 事業者等によるインバウンド対応力の向上

・消費拡大に向け、ＩＣＴ技術の導入や専門家の派遣など事業者の

生産性やサービスの向上を支援 

・多言語対応の充実やトイレの洋式化、多様な文化や習慣への対応

など旅行者の快適な滞在環境を整備 

■ 良質な観光資源の開発

・アニメやマンガなど、外国人の関心が高い観光資源をキラーコン

テンツとして活用し、世界に誇る日本の文化として発信 

■ ＭＩＣＥ*誘致の更なる推進

・都立施設等におけるユニークベニュー*の利用を推進 

・国や民間など様々な関係主体との連携を強化し、戦略的な誘致の

実現に向けた取組を推進 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

東京2020大会を契機
とした東京観光ＰＲ

インバウンド対応支援

アニメ等キラーコンテン
ツを活用した誘客の促進

ユニークベニュー利用の
推進

オンライン広告・テレビＣＭ・観光レップを活用した広告展開

平昌冬季五輪を活用したＰＲ

世界有数の観光都市との相互ＰＲ

150施設 150施設 150施設 150施設

東京2020大会開催に
合わせたＰＲの検討

ハード事業
（モニュメント設置等）１件

ソフト事業
（観光マップ制作等）４件

ハード事業
（モニュメント設置等）１件

ソフト事業
（観光マップ制作等）４件

ハード事業
（モニュメント設置等）１件

ソフト事業
（観光マップ制作等）４件

ハード事業
（モニュメント設置等）１件

ソフト事業
（観光マップ制作等）４件

事業者の取組（多言語対応、クレジットカード等決済端末の導入、トイレの洋式化など）

受入環境整備のニーズ調査

民間施設等の施設状況調査

２件 ２件 ２件 ２件

会場利用支援
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主な政策目標 目標年次 目標値 

外環道など三環状道路の整備促進 2020 年度 約９割開通 

骨格幹線道路ネットワークの形成 2020 年度
区部環状 95%、放射 96％整備 
多摩南北 89%、東西 74％整備 

連続立体交差事業の推進 2020 年度 累計 404 か所の踏切を除却 

鉄道ネットワークの事業化検討 2016 年度
検討などを進めるべきとされた路線を中心に
検討開始 

■ 外環道など三環状道路の整備促進

・東京 2020 大会までの外環道（関越～東名）開通を国に要 

望し、用地取得などで最大限支援 

■ 骨格幹線道路ネットワークの形成

・東京の潜在力を最大限活かす区部環状・放射、多摩南北・ 

東西道路を重点的に整備 

■ 連続立体交差事業の推進

・道路と鉄道を立体化することで、交通渋滞、踏切事故、鉄 

道による地域の分断を解消 

■ 鉄道ネットワークの事業化検討

・交通政策審議会答申において「事業化に向けて検討などを 

進めるべき」とされた路線を中心に、具体化に向けて検討 

を実施 

陸・海・空の交通ネットワークの形成 

陸・海・空の交通ネットワークの形成・強化によって、スムーズな人やモノの流れを実現します。 

2020 年度までの開通目標区間 

＜首都圏広域道路ネットワーク＞ 

＜「事業化に向けて検討などを進めるべき」とされた路線＞ 

①

②

③

④
⑤

⑥

答申に位置付けられた路線 
（複々線を含む） 

「事業化に向けて検討などを 
進めるべき」とされた路線 

①羽田空港アクセス線の新設

②新空港線の新設（蒲蒲線）

③東京８号線の延伸（有楽町線） 

④東京 12 号線の延伸（大江戸線） 

⑤多摩都市モノレールの延伸

（箱根ヶ崎方面）

⑥多摩都市モノレールの延伸

（町田方面）

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

三環状道路の整備

三環状道路への
アクセス道路の整備

骨格幹線道路の整備

連続立体交差事業の推進

鉄道ネットワークの
事業化検討

放５、放７用地取得・工事、三鷹3･4・12他 測量・設計・用地取得

事業スキーム等の検討、関係者間の調整

外環道（関越~東名）全線開通

環４（夏目坂）事業化

府中所沢鎌倉街道線（本町田）完成

環６（上目黒他）完成

１か所事業化

西武新宿線７か所で踏切除却
東武伊勢崎線２か所で踏切除却西武新宿線（中井～野方）などで事業中、ＪＲ埼京線（十条駅付近）などで事業化準備

１か所事業化

１か所事業化

事業スキーム等の検討

３か所事業化

外環道（関越~東名）整備推進

（区部環状・放射道路）

（多摩南北・東西道路）
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主な政策目標 目標年次 目標値 

外貿コンテナふ頭の整備 2017 年 
２バース供用 
（中央防波堤外側） 

大型クルーズふ頭の整備 2020 年 第１バース供用開始 

主な政策目標 目標年次 目標値 

羽田空港の機能強化 2020 年 
羽田空港の国際線発着枠を年間約 3.9 万
回拡大 

 

主な政策目標 目標年次 目標値 

北青山三丁目地区 
都営住宅棟 2019 年度 完成 

民活事業棟 2020 年度 完成 

竹芝地区 2020 年度 完成 

都有地を活用し、民間活力を生かしたプロジェクトに取り組み、質の高い都市空間を形成します。 

多様な都市機能を集積したまちづくり 

■ 北青山三丁目地区のまちづくり

・都営青山北町アパートを高層・集約化して建て替え、保育所等を 

併設するとともに、質の高い民間開発を誘導しながら最先端の文 

化・流行の発信拠点を形成 

■ 都市の再生 竹芝地区

・国際競争力の強化に資するコンテンツ産業のビジネス拠点（業務 

棟）を形成 

■ 羽田空港の機能強化

・飛行経路の見直しについて、地元への丁寧な情報提供と、騒音・安全対策の取組を国に求め、羽田空 

港の容量を拡大（国際線発着枠９万回⇒約 13 万回） 

＜竹芝地区完成イメージ（業務棟）＞ 

＜北青山三丁目地区整備イメージ＞ 

■ コンテナふ頭の整備

・コンテナ貨物の増大や船舶の大型化に対応し、国際競争力を

強化するため、中央防波堤外側コンテナふ頭の整備を推進 

■ 世界最大のクルーズ客船に対応可能な客船ふ頭を整備

＜中央防波堤外側 
  コンテナふ頭のイメージ＞ 

（画像提供）株式会社アルベログランデ 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

中央防波堤外側
コンテナふ頭の整備

大型クルーズ客船
ふ頭の整備

２バース供用 第３バース岸壁工事等

第１バース 岸壁・ターミナル等工事
第１バース供用開始

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

羽田空港の機能強化
羽田空港の機能強化による効果について調査・都民への情報提供 国際線発着枠を年間約3.9万回拡大

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

北青山三丁目
地区整備

都営住宅棟

民活事業棟

竹芝地区整備
完成設計・工事

完成

工事 完成

設計・工事
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主な政策目標 目標年次 目標値 

文化プログラムの展開 2020 年度 東京 2020 大会に向け全区市町村で実施 

芸術文化拠点の魅力向上 2020 年度 上野、池袋、六本木等５か所以上で実施 

アール・ブリュット＊の普及推進 2019 年度 渋谷で拠点運営開始 

 

■ ダイバーシティ（ユニバーサルデザイン）

■ セーフ シティ（防災） ■ スマート シティ（インバウンド）

高齢者、障害者、外国人旅行者など、誰もが快適に利用することができ

るよう、公園、鉄道駅、区市町村の公共施設等においてトイレの洋式化

の整備を推進する。 

災害時に避難所となる公立学

校において、幼児や高齢者など

の要配慮者も使いやすい洋式

トイレを整備する。 

外国人旅行者が快適に滞在で

きるよう、旅館や飲食店などの

トイレの洋式化を支援する。 

芸術文化の振興 

東京 2020 大会に向け、東京の多彩な芸術文化の力を活かして、文化拠点の魅力を高めるととも

に、あらゆる人々が参加できる文化プログラムを実現します。 

＜東京キャラバン in 六本木 
（撮影：篠山紀信）＞ 

■ 多摩や島しょを含む東京と全国各地が連携し、文化プログラムを展開

 ・伝統芸能や演劇、音楽など様々な分野の芸術家が一堂に集結する「東京 

キャラバン」を、被災地を含めた日本各地で展開 

■ 芸術文化資源の集積を活用し、芸術文化拠点の魅力を向上

 ・各地域の自治体や民間団体などと連携し、地域の魅力や強みを生かした 

まちづくりを上野や池袋など都内各地で展開 

■ 渋谷にアール・ブリュットの展示・交流・情報発信の拠点を新たに整備

「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマート シティ」のそれぞれの観点からトイレの洋式化を進めます。 

【都立公園・海上公園】 

2020 年までに 

22 公園・15 公園完了 

【都営地下鉄駅】 

2020 年度までに 

９割完了 

【公立小中学校】 

2020 年度までに８割達成 

トイレの洋式化 

取組 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

文化プログラムの展開

芸術文化拠点の魅力向上

アール・ブリュットの
普及推進

（上野）「文化の杜」新構想事業の推進等
（池袋）（東京芸術祭）国内外芸術祭との連携等
（各地域）各地域における魅力向上策の推進

ラグビーワールドカップや
１年前イベントによる盛り上げ

東京2020大会に向け最高潮に

改修準備・設計 改修・開館準備
拠点運営開始
拠点を中心とした普及啓発活動

様々な担い手への拡がりに
向けた連携強化

【公共施設 

（公民館等）】 

【宿泊施設・飲食店など】 

2020 年度までに 60 施設を支援 
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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 

 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て、大会競技会場の施設や選手

村の整備、暑さ対策、テロ・防災対策など、大会の開催・運営に不可欠な取組を着実に進めます。

また、バリアフリー化の推進、ボランティアの育成、多言語対応など、世界中から東京を訪れる

人々を迎えるための準備も加速していきます。さらには、リデュース、リユース、リサイクルの

３Ｒを実現し、「もったいない」という日本の伝統的な美徳を世界に広めていきます。 

本プランにおいては、万全の体制で東京 2020 大会を迎えるとともに、ソフト・ハード面でのレ

ガシーを次世代に継承できるような取組を進め、大会の成功につなげていきます。 

▼ 競技施設については、アスリートファーストの理念の下、最高の競技環境を実現するととも

に、観客にとっても快適に観戦できる施設として整備 

また、整備にあたっては、可能な限りコスト縮減に努めるとともに、大会後においても多く

の都民に利用され、親しまれる施設となるよう、民間事業者の活用など様々な手法を検討しな

がら、大会後の有効活用に向け取り組んでいく 

▼ 東京 2020 大会の運営におけるハード・ソフト両面のバリアフリー基準である「アクセシビ

リティ・ガイドライン」を踏まえて大会会場のバリアフリー化を実施 

大会競技会場の施設整備 

▼ 東京 2020 大会後、子育てファミリー、高齢者、外国人など多

様な人々が交流し、いきいきと生活できるまちづくりを推進 

選手村の整備 
＜東京2020大会後の選手村（イメージ）＞

ラグビーワールドカップ 2019TM との連携 

▼ 東京 2020 大会と共通する課題について、両大会を一体のものと捉えて、戦略的に取り組む 

▼ 水素をまちのエネルギー利用として先導的に導入するなど、

環境先進都市のモデルとして、官民の連携による整備を推進 

大会競技会場を生かしたまちづくりの推進 

▼ オリンピックアクアティクスセンターや海の森水上競技場などの臨海部の競技施設について

は、東京の水辺空間を生かした新たなにぎわいの創出につながるレガシーとしていく。 

また、競技施設に隣接する公園をはじめとした地域資源や、周辺まちづくりとの連携を進め、

面的に広がりのあるレガシーを形成 
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大会開催気運の醸成 

▼ 組織委員会と連携し、フラッグツアーやカウントダウンイベント、平昌 2018 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会のライブサイト＊などを実施し、更なる気運を醸成 

▼ 広く開催気運を醸成するため、都内をはじめ、日本各地での事前キャンプ誘致が実現する

よう、事前キャンプ候補地の各国へのＰＲ等を支援 

▼ 将来有望な選手や才能ある中学生を発掘・育成・強化する取組を進め、東京 2020 大会など

の国際的な大会で活躍するアスリートを数多く輩出 

▼ オリンピックやパラリンピックなどへの出場が期待される東京の選手を「東京アスリート認

定選手」として認定し、その活動を支援 

＜ライブサイト＞ ＜フラッグツアー＞ 

アスリートの発掘・育成・強化 

＜４年前イベント＞ 

＜NO LIMITS CHALLENGE＞ 

＜ファンサイト「TEAM BEYOND」＞ 

▼ パラリンピックを見据え、競技団体や関係企業等から

の意見も踏まえ、障害者スポーツなどに供する優れた技

術・製品の開発を促進し、製品を使用するアスリートを

支援 

▼ パラリンピックの競技会場を満員にできるよう、パラ

リンピック競技体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」

を引き続き展開し、競技の認知度向上と理解を促進 

▼ テレビやファンサイトなどの多様なメディアを通じ

て障害者スポーツの魅力を都民に発信し、障害者スポー

ツの観戦を促進 

障害者スポーツの推進 

35



 
 

ボランティア活動の推進 

▼ 東京2020大会に向けたボランティア情報を発信するウェブサ

イト「東京ボランティアナビ」を活用するなど、ボランティア

への参加気運を醸成 

▼ 企業のボランティア休暇制度の整備を支援することにより、

ボランティアへの参加気運の醸成や裾野を拡大 

▼ 外国人おもてなし語学ボランティア、観光ボランティアなど、

各種ボランティアを育成 

▼ 都市ボランティアの募集を 2017 年度に一部前倒して行い、ラ

グビーワールドカップ 2019TMでも活用し、そこで得たボランティ

ア経験、運営のノウハウ、知見等を東京 2020 大会につなげる 

＜東京ボランティアナビ＞ 

＜リオ 2016 大会時の 
ボランティア活動の様子＞ 

＜駅のホームドア＞ 

＜道路のバリアフリー化＞ 

＜ヘルプカード＞ 

＜ヘルプマーク＞ 
▼ 様々な障害の特性等に配慮し、誰もが必要な情報を

容易に入手できる環境を整備 

▼ 福祉のまちづくりサポーターの養成、周囲の人に配

慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」

や、緊急連絡先や必要な支援内容などを詳しく記載す

ることで周囲の人に配慮や手助けを求める手段とし

て活用する「ヘルプカード」の普及など、思いやりの

心を醸成する心のバリアフリーを推進 

▼ 大会競技会場周辺等の都道や、主要な駅と生活関連

施設等を結ぶ都道において、段差の解消、勾配の改善、

視覚障害者誘導用ブロックの設置などのバリアフリー

化を推進 

▼ 鉄道事業者の積極的な取組を支援することで、ホー

ムドアやエレベーターの整備を加速するとともに、都

営交通においてバリアフリー化をより一層推進 

バリアフリー化 

▼ 東京 2020 大会に向けたボランティア戦略を基に、組織委員会

と一体となったボランティア運営を実施 
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文化プログラム 

オリンピック・パラリンピック教育 

多言語対応 

▼ 東京の多彩な芸術文化の魅力を国内外に発信するため、

これまでにない先駆的なプログラムを展開 

▼ ボランティア活動を支援する仕組みを構築し、ボランテ

ィアマインドを育むとともに、学校での障害者スポーツの

理解促進・普及啓発を図る取組により障害者理解を促進 

▼ アスリート等との直接交流を通じて、夢に向かって努力

したり困難を克服したりする意欲を培う 

▼ 留学生や大使館等との交流によって、豊かな国際感覚を

醸成 

▼ 伝統芸能や演劇、音楽など様々な分野の芸術家が一

堂に集結する「東京キャラバン」を、被災地を含めた

日本各地で展開 

▼ 外国人の快適で安心な東京滞在を実現するため、移動、飲食、宿泊、医療、防災など、様々

な場面における多言語対応を推進 

＜東京キャラバン in 六本木 
（撮影：篠山紀信）＞ 

▼ 外国人が多く訪れる新宿駅等のターミナル駅等において、外国人が円滑に乗り継ぎができ

るよう、分かりやすい案内表記の普及を拡大 

＜多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra」イメージ＞ ＜店内表示で利用可能な代表的な英語表記・記号＞ 

＜アスリート等との直接交流＞ 

▼ 多言語対応の取組拡大に向け、多言語音声翻訳アプリ等の最先端の情報通信技術（ＩＣＴ）

の活用を促進 

（画像提供）国立研究開発法人 情報通信研究機構（ＮＩＣＴ） 
（出典）「小売業の店内の多言語表示にかかるガイドライン」 

   （平成 28 年３月 経済産業省） 
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産業振興 

▼ 東京 2020 大会開催等を契機とする様々な調達情報などを提供する「ビジネスチャンス・ナ

ビ 2020」を活用し、東京のみならず全国の中小企業の受注機会の拡大を支援 

▼ 東京 2020 大会会場等の整備や備品の調達における多摩産材の利用促進など、大会での東京

産農林水産物の活用に向け、国際認証等の取得を支援 

▼ 都立競技施設、バス停留所等に、省エネルギー性能が優れたＬＥＤ＊照明を導入 

スマートエネルギー化 

＜ＬＥＤ照明付バス停留所＞ ＜燃料電池バス＞ 

（写真提供）トヨタ自動車株式会社 

被災地復興支援 

▼ 被災地と東京の子供たちのスポーツ交流や、「未来（あ

した）への道 1000km 縦断リレー」などにより、スポーツ

の力で被災地に元気を届け、復興を後押し 

▼ スポーツを通じて元気を取り戻しつつある被災地の姿

を、様々な機会を捉えて国内外に広く発信 

＜未来（あした）への道 1000km 縦断リレー＞ 

▼ 大会競技会場周辺等において暑熱対応設備を導入して

クールエリアを創出するとともに、マラソンコースを含む

道路での遮熱性舗装等の整備など、アスリートや観客にと

って快適な競技環境の実現に向けた取組を推進 

暑さ対策 ＜日よけによる日陰の確保＞ 

（写真提供）株式会社ロスフィー 

▼ 水素と酸素を化学反応させて電気をつくる燃料電池＊を搭載しモーターで走行する燃料電池

バスを、大会会場周辺で運行 

▼ 再生可能エネルギーの電力で製造した水素等のＣＯ２フリー水素＊の利活用に向けた共同研

究・実証等を踏まえ、大会開催時に都内での利用に向け推進 
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交通ネットワーク 

▼ 都心と臨海部を結ぶ首都高速晴海線（晴海～

豊洲区間）や国道 357 号東京港トンネル、臨港

道路南北線などの整備を推進し、今後の需要の

増加が見込まれる臨海部へのアクセスを強化 

▼ 大会開催に伴う利用者の増加や大会後の航空需要を

見据え、羽田空港の更なる機能強化を推進 

▼ 大会競技会場周辺等の７地区において、国道、都道、区市道の自転車走行空間を連続させた

自転車推奨ルート約 200km（うち都道は約 100km）を整備し、利用者の利便性と快適性を向上 

▼ 選手村の最寄駅となる都営大江戸線勝どき駅

の大規模改良を行うとともに、大会競技会場周

辺等の主要駅では、駅施設の改良を実施 

▼ 大会開催時の観客輸送にも活用可能であり、大会後

は観光での利用が期待できる舟運について、定期航路

における利用拡大を視野に、水上交通ネットワークを

充実 

▼ 消防救助機動部隊（ハイパーレスキュー）、

新型消防艇、ヘリコプター等を投入し、陸・

海・空の消防力を連携した特別警戒を実施 

テロ・防災対策 

▼ 東京に住み訪れる人々の安全・安心を確保するため、テロやサイ

バー攻撃に備え、警戒警備の強化やパートナーシップ活動・共同訓

練等の官民一体となった対策を推進するとともに、発生時における

初動対応力を向上 

＜テロ対応訓練＞ 

＜消防艇とヘリの連携＞ 

＜勝どき駅の大規模改良＞ 

＜水上交通ネットワーク＞ 

▼ 東京 2020 大会で使用される多くの物品のリユースを進めていくため、リユース物品を希望す

る企業等とのマッチングのほか、使用済み物品の発生抑制やリサイクルルートに関する情報提供

の仕組みづくりを検討 

３Ｒの推進 
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 活気ある東京に欠かすことができないのが、東京の人口の３分の１、面積では３分の２を占め

る多摩・島しょ地域の発展です。 

 「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマート シティ」に掲げた様々な政策を、多摩・島し

ょ地域の発展のために、効果的・重層的に展開していきます。 

多摩・島しょの振興 

地域の強みを生かした産業振興と雇用対策 

▼ 研究開発型企業が多く集積する多摩地域における創業の推進のため、ものづくり系の創業セミ

ナーや専門家による事業プランのブラッシュアップ、インキュベーション・ラボ施設の整備など

を支援 

▼ 多摩地域のイノベーションの加速に向け、企業間の情報交換やネットワーク化を促進して、Ｉ

ｏＴ＊の活用を更に普及するほか、３Ｄプリンタを用いた試作品開発や大学・研究機関と連携し

た新技術等の開発・事業化を支援 

▼ 首都大学東京日野キャンパスに集約される知能ロボット

や生体機械などの工学分野の研究成果等を活用して、中小企

業や研究機関との連携を進め、技術・製品開発を促進 

▼ 多摩地域における就業支援機能を拡充するため、東京都し

ごとセンター多摩の立川への移転整備に取り組む 

＜多摩テクノプラザ本館＞ 

農林水産業の振興 

▼ アシタバや東京ウド、トウキョウＸなどのように東京産農畜産

物のブランド化を推進するとともに、女性・若者の感性を活かし

た６次産業化、意欲ある農業者が行う販路開拓や施設整備等を支

援するなど、収益性の高い農業の実現を図る 

▼ 林業の担い手が減少・高齢化する中、ノウハウを着実に継承す

るため、新規就労者向けの研修を実施するなど、森林の健全な育

成や林業の振興に欠かせない担い手を確保・育成 

▼ 島しょ地域では、水産資源の有効活用や担い手の確保・育成などを進め、多摩地域では、マ

ス釣場や養殖場の整備・改修などを支援し、地域経済に寄与する水産業を振興 

＜江戸東京野菜の例（東京ウド）＞ 
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＜水道水源林の管理＞ 

地域の魅力を生かした観光振興 

▼ 多摩地域に新たな観光情報センター（多摩）（仮称）を整備する

とともに、ＩＣＴ＊の活用による情報発信を強化 

▼ 森林や自然公園など豊かな自然や食、伝統・文化等の観光資源を

活用し、ツアーの造成を促進するほか、地域の魅力を効果的に発信 

▼ 島の貴重な原酒を観光振興につなげる島焼酎特区を国に提案し

たほか、来島者による消費を喚起する新たな仕組みを作るなど、多

摩・島しょの地域資源を生かした観光振興・産業振興を推進 

＜観光情報センター（イメージ）＞ 

＜地域資源を生かしたツアー
造成（大島三原山）＞

自然環境の保全 

▼ 都立公園の整備等により緑の創出を進めるとともに、丘陵地や

崖線の緑など都内に残る貴重な緑を保全 

▼ 荒廃した森林の間伐・枝打ちを行うとともに、水道水源林では

民有林の購入・整備を実施するなど、森林の保全・再生・活用を

推進 

▼ 多摩の保全地域や小笠原諸島・大島などにおいて希少種対策や

外来種対策を進め、東京の貴重な生態系を守る 

▼ 都立動物園・植物園や都立公園・自然公園の施設整備等を進め、

生物多様性の普及啓発の拠点として活用 

▼ 企業・大学・ボランティアと連携しながら、豊かな自然を活用

した自然体験・保全活動を実施 

＜小笠原諸島の固有種＞ 

文化振興・スポーツ環境の整備 

▼ 多摩地域の伝統文化・芸能の魅力を発信するフェスティバルの開催や、多摩地域に集積する

美術系大学や都内各地の福祉施設等と連携し、「ＴＵＲＮ」など障害者をはじめ多様な人々が参

加できる事業を展開 

▼ 東京 2020 大会やラグビーワールドカップ 2019TMの会場とな

る「東京スタジアム」や、「武蔵野の森総合スポーツ施設（仮

称）」など、多摩地域のスポーツ振興の拠点を形成 

▼ 東京 2020 大会の事前キャンプの誘致を、効果的かつ積極的

なＰＲにより成功に導く 

＜武蔵野の森総合スポーツ 
施設（仮称）のイメージ＞ 
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多摩ニュータウンをはじめとする地域の再生 

▼ 子育て世代や高齢者も安心して地域で暮らせるために、魅力ある多摩ニュータウン全体の

再生に向けた「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（仮称）」を策定 

＜地域再生のイメージ＞

交通インフラの整備 

▼ 東京の防災力を高め、潜在力を引き出す幹線道路ネットワークを形成するため、多摩南北

道路を 2024 年度までにおおむね完成 

▼ 新青梅街道など多摩東西道路の整備を重点的に推進するほか、「第３次交差点すいすいプラ

ン」により、局所的な渋滞解消も進め、多摩地域の利便性を向上 

▼ 拠点駅周辺の道路整備を推進し、渋滞解消を図るとともに、生活道路への通過交通の流入

を減らす地域内の幹線道路の整備や市町村が実施する道路整備の支援により、地域のまちづ

くりを促進 

▼ 西武新宿線（東村山駅付近）において、道路と鉄道の連続立体交差化を推進し、多数の踏

切を除却して道路ネットワーク形成を推進 

＜多摩地域の幹線道路ネットワーク＞ 

▼ 都営住宅では、計画的な建替えによりバリアフリ

ー化など居住の水準向上に取り組むとともに、創出

用地をまちづくりに活用し、多摩ニュータウンの再

生に貢献 

▼ 多様な個性と豊かな魅力など、多摩の特性を踏ま

え、誰もが快適に暮らせるまちへの再編に向けた取

組を推進 
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＜災害時の代替ルート（多摩川南岸道路等）＞ 

防災対策の強化 

▼ 災害時の代替ルートとなる多摩川南岸道路等の整備に取り組むことで、台風や地震等の災害

時における集落の孤立化を防止 

▼ 津波避難タワー等の整備や、土砂災害対策等の取組により、地震・津波・風水害等の災害時

における防災力の向上を図る 

▼ 火山噴火による人的被害を防止するため、専門家や防災関係機関、大学などと連携し、島し

ょ６火山について避難計画の策定等を推進 

福祉・医療サービスの拡充 

▼ 認可保育所や認証保育所など多様な保育サービスを拡充するとともに、保育人材の確保や定

着を支援 

▼ 高齢者の増加を見据え、施設やすまいの確保、在宅サービスの充実、介護予防の推進を図る

など、市町村における地域包括ケアシステムの構築を支援 

▼ 市町村における医療と介護の連携を推進する取組を支援するなど、地域の実情に応じた在宅

療養支援体制の充実を図る 

▼ 島しょで働く看護職員の研修機会の充実等、島し

ょにおける看護職員の資質の向上や、人材の確保・

定着を図る 

▼ 多摩地域の医療拠点である多摩メディカル・キャ

ンパスにおいて、新たな医療課題に積極的に対応す

るとともに、先進医療や専門性の高い医療を提供す

る 

＜多摩メディカル・キャンパス＞ 

＜津波避難タワーイメージ（岡田港）＞ 

・鉄筋コンクリート造 地上５階建て（23.65 メートル） 
・船客待合所と合築整備（船客収容人員 970 名） 
・津波警報解除までの避難に対応した防災倉庫、飲料水

水槽等を上層階に整備
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３ 東京の成長戦略の方向性



 

  

東京の成長戦略の方向性 

○ 日本の成長のエンジンである東京は、ヒト・モノ・カネ・情報の集積や中小企業が持つ技

術力などの強みを十分に生かし、将来にわたって、我が国全体の持続的な発展を支える役割

を担っている。 

○ 東京 2020 大会の成功を、東京ひいては日本全体が飛躍を遂げる絶好の機会と捉え、2020

年以降のサステイナブル、持続可能な成長に向け、積極的かつ果断な戦略が必要である。 

成長戦略の必要性 

東京が成長戦略を推進するための大きな方向性 

「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ４ 東京の挑戦」 

「Ｓｔｒａｔｅｇｙ５ “ＦＩＲＳＴ戦略”」 

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 

「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ４ 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 

⇒各戦略の頭文字から「ＦＩＲＳＴ」とし、「東京が世界で一番」「我が国の成長創出のため

に東京が先頭に立って挑戦」という方向性を提示

 

 

 

 

＜ChallengeⅠ＞  都内ＧＤＰ（都内総生産（名目））120 兆円 （201４年度 94.9 兆円※）
※都民経済計算平成 26 年度年報（2016 年 11 月東京都） 

＜ChallengeⅡ＞  訪都外国人旅行者数 2,500万人[2020 年] （2015年 1,189万人※）
※東京都観光客数等実態調査（2016 年５月東京都） 

 

＜ChallengeⅣ＞  世界の都市ランキング 1 位  （2016 年 ３位※） 
※世界の都市総合力ランキング（ＧＰＣＩ）（一般財団法人森記念財団都市戦略研究所） 

＜ChallengeⅢ＞  都民の生活満足度 70％    （2016 年 54％※） 
※都民生活に関する世論調査（2016 年 11 月東京都） 

・日本の成長のエンジンとして、東京発の強い経済を創出 

・東京 2020 大会の成功を一時的な浮揚に止めることなく、2020 年以降も新たな富を生み続け

るサステイナブルな成長を目指す 

・観光客によるインバウンド消費は、宿泊や飲食など幅広い関連産業に経済波及効果をもたら

すことから、観光を今後の東京の成長を支える有力な産業へと発展 

・東京の魅力を磨いて発信し、外国人旅行者誘致を進め、世界的な観光都市の実現を目指す 

・「都市の成長がその国の成長を牽
けん

引する」と言われる今日、東京が持つ強みを伸ばし、様々

な分野において世界をリードする都市を目指す 

・東京の経済成長により生み出された富が、質的にも都民生活を豊かにする源泉となり、都民

が日々の生活に満足を感じられる、「都民ファースト」の成長を目指す 

東京の挑戦 
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■「国際金融都市・東京のあり方懇談会」での検討

・

＜StrategyⅠ＞

■海外金融系企業の誘致の加速化
・

・ など ・東京の実現〜 

■都によるＩｏＴ＊分野等の外国企業誘致

■外国企業と都内中小企業等とのマッチング機会の創出

■国家戦略特区を活用した国際ビジネスプロジェクトの推進

■特区制度等を活用した外国人に対するビジネス・生活環境整備 

・東京開業ワンストップセンターの利便性向上

・医療・教育環境の改善、家事支援制度の活用促進

■成長産業への参入支援とグローバルベンチャーの育成

・健康・医療、航空機産業等への中小企業の参入促進

・世界に通用するベンチャー企業等の創出 など 

⾰新を⽣み出す東京〜

＜StrategyⅡ＞

■観光の有力産業化

・消費拡大に向けた観光経営の推進、外国人旅行者の受入環境の

向上、ＭＩＣＥ＊誘致の更なる推進、多摩・島しょの観光振興 

■陸・海・空の交通インフラの強化

■国際競争力の強化に資する都市の再生

■海外需要の取り込みと東京の産業の魅力発信

・中小企業の海外展開支援、伝統工芸品等の磨き上げ、

東京産農畜産物のブランド化、事業承継・事業継続への支援、

産業集積・地域産業の活性化             など  

躍動する東京〜

＜StrategyⅢ＞

■働き方改革の推進

・企業の働き方改革支援、在宅勤務の普及促進、都自らの率先行動

によるムーブメントの醸成 

■女性の活躍推進

・起業、キャリアアップ、再就職等の支援

■高齢者・障害者等の活躍

・働く意欲のある高齢者の就業支援、ソーシャルファーム＊の推進

■世界で活躍するグローバル人材の育成

■新しい価値を創造する力を育む教育の推進   など

S uccess 

〜誰もが活躍できる都市・東京〜 

＜StrategyⅣ＞

■第４次産業革命に向けた都の行動

・ＩｏＴ・ＡＩ＊等の活用

（中小企業支援、インフラの維持管理、自動運転技術等） 

■環境先進都市の実現

■東京 2020 大会を最先端技術のショーケースに

・水素エネルギーの活用、多言語対応の推進等 など 

T echnology 
〜最先端技術で成⻑を加速化〜 

＜StrategyⅤ＞

ＦＩＲＳＴ戦略と主な取組 

Ｆ inance 
〜国際⾦融都市  

I nnovation 

〜新技術と発想で、 

R  ise 

〜強みを伸ばし、 
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４ 「Ｂｅｙｏｎｄ２０２０ 

～東京の未来に向けて～」 
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 人口は、長期の政策を展望する上で不可欠の要素です。全国の人口は既に減少に転じて

いますが、これまで人口が増加傾向で推移してきた東京においても、人口減少が予想され

ます。そこで、2060 年までの東京の人口の推移を推計しました。 

○ 東京の人口は、今後しばらくは増加を続け、

いわゆる団塊の世代が全て 75 歳を超える、

2025 年の 1,398 万人をピークに減少に転じ、

2060 年には、1,173 万人になると見込まれる。

前回推計(2014 年 12 月)と比べ、人口のピーク

は５年後ろ倒しとなる。 

○ 地域別にみると、区部は 2030 年、多摩・島

しょ地域は区部より早く 2020 年に人口のピー

クを迎える。 

○ 人口ピラミッドは、団塊ジュニア世代が全て 65 歳を超える 2040 年には老年人口（65 歳以

上）が一層膨らむ形状となる。2060 年には年少人口（15 歳未満）の割合が低く、老年人口の

割合が高い“つぼ型”形状となるが、その形状は前回推計よりなだらかになった。 

○ 2015 年には現役世代（生産年齢

人口）2.9 人で１人の高齢者（65

歳以上）を支えているが、2060 年

には 1.7 人で１人の高齢者を支え

ることになる。なお、前回推計では

人口の約４人に１人が高齢者とな

るのが 2025 年としていたが、今回、

５年後ろ倒しの 2030 年となる。 

人口のピークは 2025 年に 

＜東京都の人口ピラミッドの推移＞ 
2015 年 2025 年 2040 年 2060 年 

1,258 1,316 1,352 1,385 1,398 1,394 1,375 1,346 1,312 1,274 1,227 1,173 

849 895 927 959 976 979 970 952 931 906 875 840 

409 421 424 426 422 415 405 394 381 367 351 333 
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＜全国と東京都の人口の推移＞ 
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※右側が

前回推計

老年人口
（75歳以上）

＜東京都の年齢階級別人口の推移＞ 

（資料）「国勢調査」（総務省）等より作成 

（備考）１．2020 年以降は東京都政策企画局による推計 ２．四捨五入や、実績値の総数に年齢不詳を含むことにより、内訳合計が総数と一致しない場合がある 

現役世代 1.7 人で１人の高齢者を支える時代に

（資料）「国勢調査」（総務省）、「日本の将来推計人口（平成 24 年 

１月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）等より作成 

（備考）2020 年以降の東京の人口は東京都政策企画局による推計 

2060 年までの東京の⼈⼝推計 

人口ピラミッドの“つぼ型”形状は、なだらかに 

２.各ピラミッドに示した団塊世代及び

団塊ジュニア世代の年齢階級には、

それ以外の世代も含まれる

（資料）「国勢調査」（総務省）等より作成 

（備考）１.2025年以降は東京都政策企画局によ

る推計

50



 

 

3.6

△ 0.1

△ 15.0
△ 25.6

△ 33.5 △ 40.6
△ 44.4 △ 46.9 △ 50.1

△ 58.5
△ 64.9

54.7
35.7

48.0
38.6

29.5 21.6
15.4 12.9 12.1 11.5 10.9

58.3

35.6 33.0
13.0

△ 4.0 △ 19.0
△ 29.0

△ 34.0
△ 38.0

△ 47.0
△ 54.0

△ 80

△ 60

△ 40

△ 20

0

20

40

60

80

2005

→2010

2010

→2015

2015

→2020

2020

→2025

2025

→2030

2030

→2035

2035

→2040

2040

→2045

2045

→2050

2050

→2055

2055

→2060

社会増減数

自然増減数

人口増減数

（万人）
予測

（年）

 

○ 2011 年から 2015 年の５年間の出生数は 55 万人であるが、少子化の進行により、2055 年から

2060 年の５年間における出生数は 36 万人まで減少すると見込まれる。現在、合計特殊出生率は

回復傾向ではあるが、2015 年以降は 15～49 歳の女性の人口の減少が、出生数の減少に影響を与

えると考えられる。 

○ 自然増減（出生数－死亡数）は今後、高齢化の進行に伴い、高齢者の死亡数の増加が見込まれ

ることから、自然減（死亡数が出生数を上回る状態）の拡大が見込まれる。 

○ 社会増減（転入者数－転出者数）は、今後も社会増（転入者数が転出者数を上回る状態）が続

くものの、全国的な人口減少の影響により、社会増の縮小が見込まれる。 

○ 人口増減（自然増減＋社会増減）は、いわゆる団塊の世代が全て 75 歳を超える、2025 年をピ

ークに減少に転じる。 
＜東京都の人口増減数の推移＞ 

東京の人口展望 

○ 本格的な少子高齢・人口減少社会の到来に備えた取組を着実に実施し、東京を持続的発展が可能な

都市へと成長させていくため、長期的な視点に立ち、人口減少の問題に正面から向き合う必要がある。 

○ 都内の若い世代の結婚・出産・子育ての希望が実現すれば、出生率は 1.76（希望出生率）程度ま

で向上すると見込まれる。この都民の希望出生率を実現させることを将来的な展望とし、結婚・出産・

子育ての希望を叶えることを目標としながら、安心して子供を産み育てられる環境の充実に向けた

様々な施策を展開していく。そのために、福祉、保健、医療はもとより、雇用や住宅、教育などあら

ゆる分野の施策を総動員し、ハード・ソフト両面から必要な環境整備を強力に進めていく。 
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＜東京都の出生数の推移＞ 

人口減少の要因は、自然減の拡大と社会増の縮小 

出生数は緩やかに減少 

（資料）「人口動態統計」（厚生労働省）、「国勢調

査」（総務省）等より作成 

（備考）１．「2011→2015」年までは「人口動態

（資料）「国勢調査」（総務省）等より作成 

（備考）１．「2015→2020」年以降は東京都政策

統計」（厚生労働省）による実績 

２．「2015→2020」年以降は東京都政策

企画局による推計 

３. 出生数は、推計した０～４歳の人口

 企画局による推計 

２．各予測期間の期首は 10 月１日、 

期末は９月 30 日 

を各期間における出生数とみなし

たもの

４. 各予測期間の期首は 10 月１日、期

末は９月 30 日
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2020 年のオリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えた東京は、今後、日

本経済や世界をリードする都市として更なる成長を遂げていくことはもとより、大会

の成功を跳躍台に、世界中の誰もが憧れ、希望と活力があふれる、21 世紀の成熟した

都市を目指していかなければならない。本プランでは、「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て、都のあらゆる政策を総

動員して、2020 年とその先の東京の未来に向けた様々な取組を着実に実施し、東京が

抱える課題の解決とより一層の成長を創出し、「新しい東京」をつくっていく。 

 一方で、近年、自動運転技術や人工知能（ＡＩ＊）などの科学技術が目まぐるしく

進歩しており、近い将来、人々の生活が大きく変化すると言われている。また、長時

間労働の見直しやライフ・ワーク・バランスの充実など生活の中にゆとりを求める意

識の高まり、互いを尊重し合える人間関係の構築、物を「所有」することよりも「共

有」することを重視する考え方など、人々の価値観や人生に対する考え方も変わりつ

つある。さらには、今後、2025 年をピークに東京の人口は減少局面を迎え、少子高齢

化が急速に進行することが予想されている。 

今後も、東京が持続的に発展していくためには、こうした時代の潮流の先に何があ

るのかという洞察する眼を持つことが重要である。また、今のうちから、絶えず長期

的な視点に立った展望を持ち、急速な社会の変化にも的確に対応できるような準備を

しておくことも必要である。そこで、本プランでは、2020 年までの計画期間の更にそ

の先に目を向け、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、明るい東

京の未来像の一端を描くこととした。 

首都直下地震などの災害リスクや景気変動、人口減少、超高齢社会の進行など、不

安な将来予測も考えられるが、夢あふれる東京の明るい未来を想像することは、全て

の人々に勇気と希望をもたらし、これまでの延長線を超えた政策の立案とその推進力

となる共感を呼ぶことにつながり、今後東京が直面する様々な課題を解決していくた

めの原動力となる。 

 東京に暮らし、働く人が存在し、様々な都市活動が行われる限り、東京という都市

は永続的なものである。今の時代を生きる私たちの最大の責任は、子や孫の世代に対

して希望あふれる明るい未来を引き継ぐことであり、本プランに盛り込んだ様々な取

組はその一歩となる。 

 

ここで示す東京の未来像は、「東京の理想の姿」「未来の生活像」について、

「Beyond2020 〜東京の未来に向けて〜」 東京の未来像 

「Beyond2020 〜東京の未来に向けて〜」で描く未来像 

2020 年の更にその先に目を向け、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、明るい東京の未来像の一端を描きました。 

「Beyond2020 〜東京の未来に向けて〜」とは 
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これまでの常識や固定概念にとらわれない自由な発想で描いた。 

なお、ここでは、様々な場面における東京の未来像を描いているが、そこ 

に到達するルートは必ずしも一本だけではない。都は、今後起こりうる社会 

の大きな変化などに柔軟かつ的確な対応をしていくため、これまでの枠組みにとらわ

れない大胆な政策を立案・実行し、様々な可能性を切り拓いていかなければならない。 

また、明るい東京の未来をつくるためには、都だけではなく、東京に関わる様々な

ステークホルダーの活力や共感が必要である。そのため、都が取り組むことだけでは

なく、都民、区市町村、国、民間事業者、ＮＰＯなどが活動主体になることや連携し

て取り組むことなども含めている。 

 さらに、今後の科学技術の進歩や個人の価値観・意識の変化などについては、容易

に予測できるものではないことから、特定の年代をターゲットに置いた未来像とせず、

オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される 2020 年よりも更にその先の遠

い未来も想像して描いている。 

 

 

 本プランでは、「『３つのシティ』を実現し、『新しい東京』をつくる」というコン

セプトのもとに、東京2020大会の成功とその先の東京の未来への道筋を明瞭化した。

また、東京 2020 大会の成功は、東京が持続可能な成長をしていくための梃子となる。 

 未来像の検討にあたっては、本プランに盛り込んだ様々な取組が、2020 年の更にそ

の先に、どのように花を開いていくのか想像することや、東京都都市計画審議会答申

である「2040 年代の東京の都市像とその実現に向けた道筋について」（2016 年９月）

なども参考にしながら、４つのシーンから東京の未来像を描いた。 

 なお、今回描いた未来像は、今の私たちが想像できることの一端に過ぎない。明る

い東京の未来とは何か、その未来をつくるために何が必要なのか、本プランの様々な

取組を着実に進めながら、引き続き検討していく。 

 いきいきと暮らせる、未来の東京 

（ライフスタイル・働き方） 
新時代の技術と懐かしさが融合する、 

未来の東京（まちづくり・環境） 

革新が生まれ人々を惹きつける、 

未来の東京 （産業・観光） 

生涯にわたり自分らしく生きられる、

未来の東京（医療・福祉・教育） 

４つのシーンから描く東京の未来像

持続可能な成⻑ 

「Beyond2020 ～東京の未来に向けて～」で描く東京の未来 

東京 2020 ⼤会の成功が梃⼦に 
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■今はテレワークが多くなり、オフィスへの出勤は週

に数日程度。朝の時間は、子供たちとゆっくり朝食

を食べ、家族団らんで過ごしている。

■家事はロボットが担う時代となった。我が家のロボ

ットは大変優秀で、料理や掃除だけでなく洋服のコ

ーディネートまでしてくれる。

■今日は大事な顧客と直接会って商談をするため、久

しぶりに電車で通勤。通勤ラッシュは過去の話で、

電車の中ではゆったりと過ごすことができる。

■昔は、一度就職したらずっと同じ会社に勤める人が多

かったようだが、今は自分の意志で好きな時に仕事を

選択できる。これこそが、本当の「就職」で、昔の「就

職」という言葉は「就社」が正しかったのだろう。

■管理職や役員の半数が女性だ。また、社内には海外か

らの優秀な人材が多く、日本からも多くの人々が世界

のいたる所で働いている。自動翻訳機のおかげで、「英

語が苦手」ということは聞かなくなり、コミュニケー

ションでのストレスを感じることはない。

■仕事を終えて、たまたま同じ日に出社した同僚と飲みに行く。

飲み会という習慣はずっと変わらないらしい。同僚と別れて

自動運転バスで帰宅。公共交通は運行時間が拡大され、帰宅

時間を気にすることがなくなった。

いきいきと暮らせる、未来の東京 〜ライフスタイル・働き⽅〜 

朝（出勤前） 

昼（職場の様⼦） 

夜（仕事を終えて） 

未来の東京に住む、都⺠の暮らしのイメージです。もはや「平⽇」「休⽇」といった感覚はなく
なり、⾃由でゆとりのあるライフスタイルが当たり前になっているかもしれません。 

＜仕事をする日の様子＞ 

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）ピクスタ 

■寝る前はペットの猫と過ごす癒しの時間。最新技術で動物

の気持ちが分かるようになった。眠る前にひらめいたアイ

デアは、自動記憶装置があるから、また明日確認しよう。 

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）株式会社ログバー

（画像提供）DeNA 
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■ビルの壁面や川面でのデジタルアート、街なかにおけるスポーツ映像のホログラ

ム表示など、まちそのものがエンターテイメントにあふれている。

■自宅で海外のプロサッカーリーグの試合を観戦。ＶＲ（バーチャルリアリティ）

技術のおかげで、憧れの選手のプレーを間近に見ることができる。スポーツに限

らず、五感をフル活用したエンターテイメントがいつでもどこでも味わえる。

■「海水浴場まで徒歩 10 分」を売りにしたマンション

の人気が高く、自分もその言葉に惹かれ、購入した一

人だ。このあたりは、東京 2020 大会の競技が行われ

たエリアで、そのレガシーを活かしたにぎわいのある

まちづくりがなされている。

■自宅近くの農園で育てた江戸東京野菜がそろそろ食べ

頃。自分で育てた取れたて野菜は、新鮮でおいしい。

東京産の野菜やそれを生かした料理の数々は、世界に

その名を轟
とどろ

かせている。 

エンターテイメント 

⾝近な楽しみ 

バカンスと旅⾏ 

＜余暇の過ごし方＞ 

■日本でも欧米諸国のように、バカンス取得が当たり前

となった。年に１回は、家族５人で１ヶ月のバカンス

に出かけるのが恒例だ。

■今年のバカンスは、東京の島しょ巡りツアーと宇宙旅

行に出かける予定だ。宇宙旅行に行くためのロケット

には東京の中小企業の高い技術が使われている。

（画像提供）チームラボ 

お台場海浜公園での海水浴 

（写真提供）港区役所 

（画像提供）江戸東京・伝統野菜研究会 

©小笠原村観光局 

■羽田空港に超低騒音・超音速旅客機が就航した。

空港アクセスも世界で一番良くなった今、週末に

ふらっと欧米に行ける時代となった。
（画像提供）ピクスタ 
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■自動運転技術の進歩により、道路の渋滞や交通事

故が解消された。完全自動運転車が郊外に住む高

齢者の足となっている。いつでも、どこへ出かけ

るのも、全く不便を感じることはなくなった。

■都心では空中を活用したまちづくりが進んでい

る。超高層ビル同士が縦横無尽につながり、地表

のオープンスペースには緑が広がっている。

■また、軽くて高強度な新素材を活用した技術など

により、地下空間をより広く使えるようになった。

東京はまちにゆとりがあって過ごしやすい。

■かつての高架道路は、都民や観光客の憩いの場と

してリメイクされ、ジョギングやサイクリングを

楽しむ人々が行き交っている。

■スポーツの拠点やユニバーサルデザイン＊など、

まちのいたる所に東京 2020 大会のレガシーが息

づいている。

新時代の技術と懐かしさが融合する、未来の東京 〜まちづくり・環境〜 

まちの姿 

未来の東京のまちでは、⾃動運転⾞や多彩な街並み、さらには、エネルギーに不安のない
快適で魅⼒的な暮らしが実現しているかもしれません。 

■道路に林立していた電柱や蜘蛛の巣のように

絡み合っていた電線は姿を消し、東京の空は今

日も青く広がっている。

■昔の街並みが保存された一部の地域ではわず

かに電柱が残り、懐かしい風景として時代劇や

映画・ドラマのロケ地として利用されている。 

かつて稼働していた発電所や清掃工場は、今や

役割を終えた産業遺産として人々が訪れる観

光スポットとなっている。

まもなく、今年の「東京大祭」がはじまる。こ

れからの１か月は、東京中が祭り一色に染ま

る。国内外からたくさんの人たちが集まり、海

外からの旅行者も加わって神輿を担いでいる。 

©Alphabet 

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）一般社団法人 

無電柱化民間プロジェクト実行委員会 

アイディア：NEXTOKYO Project 
Photo: Aimaimyi / alq666 / Ben Garrett / Dick Thomas Johnson / 

e_chaya /Yoshikazu TAKADA 

■

■

（画像提供）国際交流のおみこしを担ぐ会 
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地球にやさしく、エネルギー利⽤に不安のない社会 

■石油や石炭などの化石燃料が姿を消し、ＣＯ２が一

切発生しないＣＯ２フリー水素＊がエネルギーの中

心となった。

■マイクロ波を用いたワイヤレス送電の利用によ

り、宇宙で「太陽光発電衛星」の実用化が進み、

人類が無尽蔵のエネルギーを手にするのも間近と

なっている。

■大地震の前兆や気象の観測精度が飛躍的に向上

し、人的被害がゼロになるとともに、自然災害が

持つ膨大なエネルギーを貯蔵・活用している。

次世代エネルギーと持続可能なライフスタイル 

■低コストで高発電効率の次世代太陽電池

が、まちのあらゆる場所に設置されている。 

■住宅やビルなどで、太陽光や風力、地熱と

いった再生可能エネルギーの導入や蓄電池

の設置が進み、エネルギーが地産地消され

ている。

■ＩｏＴ＊やＡＩを活用したスマートエネル

ギーネットワークが形成され、最適かつ効

率的にエネルギーが消費されている。

■建物全体でエネルギー利用をコントロール

するスマートハウスが都内全世帯に普及

し、家計の光熱費がゼロとなっている。

■今や「ごみ」という言葉は、死語となり、

日常生活や事業活動などで使われる全ての

物が再利用・再生される完全循環型社会が

形成されている。

エネルギー”ゼロ”の街づくりイメージ図 

（画像提供）大和ハウス工業株式会社 

（画像提供） Fujisawa ＳＳＴ協議会 

（画像提供）ピクスタ 

宇宙太陽光発電システム＜イメージ＞ 

©JAXA 
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■時計型センサーやトイレ内蔵センサーによって、毎日

血圧や血糖値の検査を行うため、体の異常を早期に発

見でき、病気になりにくくなった。

■再生医療などの医療技術や創薬の進歩により、治療が

困難だった疾患の治療ができるようになった。加齢に

伴う病気や症状に悩まされることも少なくなり、「健康

寿命≒寿命」と言われるようになっている。

■高齢者が自らの経験や知識を生かして、生涯現役で

働いたり、ボランティア活動をしたりするなど、社

会を支えている。

■科学技術の進歩により、今では、ロボットスーツを

着た 90 歳台の選手のサッカーチームが、高校生チー

ムと互角に対戦している。

⽣涯にわたり⾃分らしく⽣きられる、未来の東京 〜医療・福祉・教育〜 

健康寿命≒寿命 

未来の東京に住む都⺠は、健康寿命の延伸、科学技術の進歩、教育など社会システムの
充実のおかげで、誰もが、より⾃分らしく⽣活できるようになっているでしょう。 

■体が弱っても、服のように着られる機能補助スーツ

のおかげで、自立した生活を送ることができている。 

■介護が必要になっても、様々なサービスを利用する

ことができ、地域の人やロボットに見守られながら

最期まで地域で安心して暮らしている。

いつまでも元気に暮らせる 

最期まで⾃分らしく暮らす 

（画像提供）ピクスタ 

■病気療養中の友人は、気分転換のためにＶＲ

（バーチャルリアリティ）ゴーグルを使って

孫と海外旅行を楽しんでいる。

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）筑波大学 消化器外科 

“Romeo” 
©Softbank Robotics

58



 

 

■街なかで困っている人を見かけた時に、自然に手助けで

きる人が多く、互いに支え合う優しい社会となっている。 

■道案内や見守りができる移動型ロボットやＩＣＴ＊技術

も活用しながら、地域全体で高齢者・子供・障害者など

を見守る仕組みができている。

⾒守り・⽀え合うまち 

障害者が⽣き⽣きと暮らす社会 
■機能補助ロボットなど科学技術の進歩により、障害

があっても、日常生活を支障なく送ることができる。 

■まち全体が完全バリアフリー化され、心のバリアフ

リーも隅々までいきわたり、一人ひとりを大切にし、

誰もが暮らしやすい社会となっている。

■様々な分野で、障害のある人もない人も共に働き、

キャリアを積み、自己実現を図っている。

⼦育てにやさしい環境 
■テレワークによる在宅勤務ができるから、仕事も子育

ても無理なく楽しんでいる。我が家のように３人兄弟

の家庭も多くなった。

■まちのいたるところに保育施設や子供の居場所があ

り、高齢者と子供の交流も盛んになるなど、まち全体

で子育てを支えている。かつて大きな課題だった「待

機児童」は今や死語だ。

■３歳からの幼児教育が義務教育となり、全ての子供た

ちが保育園や幼稚園等を利用している。下の子は保育

園に通っているが、保育料はかからない。

未来を拓く⼦供たち 

■全ての子供たちが将来への希望を抱きながら学べ、さ

らに、個人の希望に応じた教育が行われている。

■小学校では、起業家教育やプログラミング教育などが

行われている。昔と違い、個性を伸ばす教育や、能力

に合わせた授業が組まれるので、飛び級も珍しくない。 

■歌舞伎などの日本の伝統文化を体験する授業もあり、

誰もが日本文化の良さを教養として身に付けている。

世界初のロボット治療機器「医療用

HAL®」Prof. Sankai, University of 

Tsukuba / CYBERDYNE Inc. 

（画像提供）ＡＬＳＯＫ 

（画像提供）ピクスタ 

©松竹株式会社 こども歌舞伎スクール寺子屋 

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）ピクスタ 
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■キャッシュレス社会となった今、東京発の仮想通貨

など、安全・安心な基盤技術を利用して、世界中の

企業がビジネスを展開している。

■生体認証を活用した顔パスでの決済手法やＡＩを

用いた資産運用など新しい金融ビジネスの形が東

京から次々と誕生している。

■ⅰＰＳ細胞やバイオ３Ｄプリンタ等の活用により

創薬の開発効率が大幅に向上するなど、東京発の認

知症や花粉症の治療薬が世界に普及している。

■ＡＩの革新的な発展でロボット産業が拡大する中、

都内ベンチャー企業が発明したロボットが、国内外

の企業の生産性を大幅に高めている。

■都内中小企業が大学や研究機関と連携して開

発したナノマシンが国際標準となり、がんなど

の治療方法が劇的に進歩している。

■最先端技術を実装した都内中小企業の優れた

製品・サービスが、拡大するアジア市場の需要

を取り込み、東京の存在感を一層高めている。

⾰新が⽣まれ⼈々を惹きつける、未来の東京 〜産業・観光〜 

⽇本の成⻑をリードする東京 

国際⾦融・経済都市の地位を確⽴した未来の東京は、世界中からヒト・モノ・カネ・情報な
どを引き寄せ、新たな付加価値を⽣み出すことで世界経済の主役であり続けています。 

■かつては特区活用で外国企業の東京誘致を進めていた。

東京は、外国人にとっても、衣食住全てにわたって暮ら

しやすく、世界の都市ランキング No．1 が指定席だ。

活躍し続ける東京の中⼩企業 

世界で最もビジネスがしやすい東京 

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）ピクスタ 
■今や世界で最も開かれた経済都市になった東京。良質で豊富

なビッグデータを、国内外を問わず、行政や企業が活用し合

い、防災や高齢化などの様々な課題を解決している。

60



■ロンドンやパリ、ニューヨークなど世界トッ

プクラスの観光地となった東京。洗練された

伝統文化や食、サービスなどは世界の憧れの

的になっている。

■自動運転等による交通アクセスの向上や様々

な特産品が生み出されるなど、自然豊かな多

摩・島しょの魅力が国内外に広く認知され、

多くの観光客でにぎわっている。

■顔認証による迅速な出入国手続き、あらゆる言

語に対応した自動翻訳機、自動運転車での渋滞

のない道路など、東京は世界一快適な旅行環境

を実現している。

■大型クルーズ客船やリニア新幹線など多様な移

動手段により、東京をハブとして、外国人旅行

者が全国各地を訪れ、各地域の魅力を楽しんで

いる。

■東京の食やエンターテイメントを備えた最高の

リゾート拠点が誕生し、アジアにおけるＭＩＣ

Ｅ＊の中心地になっている。

世界中の⼈々を惹きつける東京 

未来像の検討にあたって 

 
東京の未来像を描くにあたって、20〜30 代の東京都

職員による、「東京の未来を考えるワークショップ」を実
施し、⾃由な発想でブレイン・ストーミングを⾏いました。 

⽣徒の社会参画意欲を育むため、都⽴⾼校に東京
都職員が出向き、プランのコンセプトや主要政策の⽅
向性を教材として、⽣徒が東京の将来について考える
「出前授業」を実施しました。 

東京都職員によるワークショップ 

都⽴学校における出前授業 

（画像提供）ＮＥＣ

（画像提供）ピクスタ 

（画像提供）ピクスタ 
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語句 意味

ＡＩ 人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェアやシステム。具体的には、
人間の使う自然言語を理解したり、論理的な推論を行ったり、経験から学習したりするコンピュータ
プログラムなどのこと

CO2フリー水素 再生可能エネルギーの電力で水を電気分解して製造した水素等

ＣＳＲ 企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility）の略称。企業の責任を、経済的・法的責任に
加え、企業に対して利害関係のあるステークホルダーにまで広げた考え方

FinTech Finance×Technologyの造語で、先端技術を用いた革新的金融サービスが、新たな産業を生み出
し、資金の流れを変えていく動き

ＩＣＴ Information and Communication Technologyの略。情報処理および情報通信に関連する諸分野に
おける技術・産業・設備・サービスなどの総称

ＩｏＴ Internet of Thingsの略。コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な
物体（モノ）に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認
識や自動制御、遠隔計測などを行うこと

ＬＥＤ Light Emitting Diode（ライト・エミッティング・ダイオード）の略。白熱灯や蛍光灯に比べて長寿
命で省電力、コンパクトなどの長所を有する

ＭＩＣＥ 企業等の会議（Meeting）、企業等の報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関等が行う国際
会議（Convention）、イベントや展示会等（Event/Exhibition）の総称

アール・ブリュット フランス語で「生（き）の芸術」の意味。フランスの画家ジャン・デュビュッフェにより提唱された
「美術教育を受けていない人などが、既成の表現法にとらわれず自由に制作した作品」をいう。狭義
には障害者の作品や芸術文化を指す

キャップ＆トレード制度 個々の事業所等に温室効果ガスの排出量の上限を定めて、排出削減の確実な実施を担保するととも
に、その過不足を取引によって移転又は獲得することを認める制度

緊急輸送道路 高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と知事が指定する
拠点（指定拠点）とを連絡し、又は指定拠点を相互に連絡する道路

グリーンボンド 温室効果ガス削減や環境対策など、気候変動問題に取り組むプロジェクトに必要な資金を調達するた
めに自治体や企業が発行する債券のこと

食品ロス 食品由来の廃棄物のうち、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のこと。家庭における食品
ロスは、（1）消費期限・賞味期限切れなどにより、食事として使用・提供せずにそのまま捨ててしま
う、（2）食事として使用・提供したが、食べ残して捨てる、（3）食べられる部分まで過剰に除去し
て捨ててしまうの3種類に分けられる

センター・コア・エリア おおむね首都高速中央環状線の内側のエリア

ソーシャルファーム （日本において明確な定義はないが、以下、一例として厚生労働省調査事業資料より引用）「障がい
者の雇用を前提とした事業運営システムの下、企業的経営手法を用い、障がい者だけでなく、労働市
場において不利な立場にある人々（いわゆる就労弱者）を多数（３割以上）雇用し、健常者と対等の
立場で共に働くとともに、国からの給付・補助金等の収入を最小限にとどめた組織体」

特定緊急輸送道路
沿道建築物

特定緊急輸送道路に敷地が接する旧耐震建築物のうち、高さがおおむね道路幅員の1/2以上の建築
物。「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」及び「建築物の耐震改修の促
進に関する法律」により、耐震診断の義務付けなどがされている

特定整備路線 災害時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域において、延焼を遮断し、市街地の燃え広が
りを防ぐとともに、避難路や緊急車両等の通行路ともなる防災上効果の高い幅員15ｍ以上の都が施行
する都市計画道路のこと

年超過確率 毎年１／Nの確率で時間○ミリ以上の雨が降ることを意味する。
例えば、「年超過確率1/20規模の降雨である時間75ミリに対応」といった場合、年間1/20
（５％）の確率で時間75ミリ以上の雨が降ることを意味する

燃料電池 水素と空気中の酸素を反応させ、直接電気へ変換して発電するシステムで、反応時に水しか排出しな
いためクリーンである。発電の際に発生する熱も給湯などに利用できるのでエネルギー効率が高い。
燃料となる水素は都市ガスを改質するなどして製造される

非常時映像伝送システム 民間の防犯カメラを活用し、テロ等の大規模災害発生時に現場の被害状況を把握するシステム

文化プログラム オリンピック・パラリンピック開催時に展開される複数の文化的なイベントから成るプログラム。短
くとも選手村の開村期間に開催することがオリンピック憲章に定められている

ユニークベニュー MICE開催や実施の際に、文化施設や公的空間等を利用すること

ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらず、はじめからできるだけ多くの人が利用可能なように、都
市や環境をデザインすること

予防保全型管理 定期点検などで的確に施設の状態を把握し、計画的に補修や補強を行うことで寿命を延ばし、ライフ
サイクルコストの低減と更新事業費の平準化を図ること

ライブサイト 競技会場外で、大画面による迫力ある生中継、ステージイベント、競技体験等を楽しむことができ
る、オリンピック・パラリンピック競技大会公式事業のこと

用　語　解　説
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