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これまでの東京 
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に焦点を当てる 

と との繋がりを大切に 

 Concept 

人 

人 人 
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8,672人 
7,814人 

8,466人 8,586人 

5,414人 

3,700人 

H26(2014) H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) H31(2019)

（各年４月時点） 

２年間で 

約4,900人減少 

 待機児童ゼロへ 大幅な削減を実現 

【速報値】 
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◇LGBTへの理解や、 

   ヘイトスピーチに対する規制を規定 

 【都道府県初】 

 時代の潮流を踏まえ、新たな条例を制定 

東京都オリンピック憲章にうたわれる 

人権尊重の理念の実現を目指す条例 
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 時代の潮流を踏まえ、新たな条例を制定 

◇「従業員のいる飲食店は原則屋内禁煙」など 

 「人」に着目し、国を上回る基準を設定 

◇ 2020年４月の全面施行に向けて、 

  飲食店や区市町村への支援を展開 

東京都受動喫煙防止条例 
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 時代の潮流を踏まえ、新たな条例を制定 

東京都子供への虐待の防止等 
に関する条例 

◇保護者による体罰禁止などを明記 
            【都道府県初】 

◇児童相談所の体制強化や、 
 SNSによる相談など、 
 虐待防止に向けた取組を強化 
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 時代の潮流を踏まえ、新たな条例を制定 

◇都道への電柱新設の原則禁止を明記 
            【都道府県初】 

◇2017年度に700億円の基金を設置 

東京都無電柱化推進条例 
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10頭 
0頭 0頭 

0頭 

193頭 

94頭 

16頭 
0頭 

１年前倒しで 
目標達成 

 動物の殺処分「ゼロ」 １年前倒しで達成 

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 

※東京都では、動物福祉等の観点から行ったもの及び引取・収容後死亡したものを除く 
 致死処分を「殺処分」と表現しています。 
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 都庁舎電力の再エネ100％化の推進  

都庁第一本庁舎に供給される電力を、 
初めて100％再生可能エネルギーへと切替 

第一本庁舎の年間電力3,000万kW時
を再生可能エネルギーに切替 

都庁舎（第一庁舎、第二庁舎、都議会
議事堂）で使用する電力の約８割 
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これからの東京 
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未来への投資 
～人が輝く東京に向けて～ 

 重点政策方針２０１９ 

重点政策方針２０１９ 
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C hance オリパラを好機とした未来への投資 

時代を先取りした意識改革 

新たな時代への挑戦 

未来を担う子供を育む 

東京大改革を進める 

 未来への投資に向けた視点 

C hange 

C 

hallenge C 

hildren 

C heck 

人生100年時代を元気に C hōju 

みんなが集い、暮らす C ommunity 

13 



C hance オリパラを好機とした未来への投資 

時代を先取りした意識改革 

新たな時代への挑戦 

未来を担う子供を育む 

東京大改革を進める 

 未来への投資に向けた視点 

C hange 

C 

hallenge C 

hildren 

C heck 

人生100年時代を元気に C hōju 

みんなが集い、暮らす C ommunity 
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C 

東京2020大会を契機として 

国際競争に打ち勝つために、 

未来に向けて積極的に投資 

hance 
東京2020大会を契機とした未来への投資 
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C hange 
時代を先取りした意識改革 

 持続可能な都市であり続けるために 

 新たな技術を積極的に導入・活用 

Society 
5.0 ５G 

「Society5.0」社会実装モデルのあり方検討会 
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C hallenge 
新たな時代への挑戦 

先進国最下位レベルの女性活躍を打開 17 



C heck 
『東京大改革』をさらに前へ 

東京大改革は『道半ば』 
さらなる改革を推進 18 



みんなが集い、暮らす 

C ommunity 

19 

みんなの居場所づくり 
様々な人が共生する社会 

地域の外国人の方々が参加した「共助訓練」 
（H28年度：東京都・葛飾区・墨田区合同総合防災訓練） 



出生数減少に歯止め 

児童虐待の防止 

ひきこもりへの対策 

様々な施策を展開し、 
子供たちに明るい未来を 

 

 

未来を担う子供を育む 
C hildren 
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誰もが生きがいを持って 
活躍できるようサポート 

C hōju 
人生百年時代を元気に 
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１ 東京2020大会を成功に導き、 
レガシーを創り上げる 

 

３ 東京の喫緊の課題に対し、 
スピード感を持って政策を展開 

① 都市力の強化 ～ 災害に強く、快適な環境が整ったサステイナブルな都市 

② 人と人を繋ぐ ～ 人と人の結びつきを深め、誰もがいきいきと活躍し、チャレンジできる都市 

③ 稼ぐ東京   ～ イノベーションの力で生産性を高め、国際競争に打ち勝ち成長を続ける都市 

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 

２０２０年に向けて、重点的に検討すべき柱   
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１ 東京2020大会を成功に導き、 

レガシーを創り上げる 

  スムーズビズの推進による 
新しいワークスタイルの確立 

  安全・安心のバリアフリー都市の実現 

  「暑さ対策」の推進による快適な都市環境の実現 

  ボランティア文化が定着した 
相互に助け合う東京の実現 

  障害のある人もない人も 
スポーツを楽しめる都市の実現 

東京の総力を挙げて東京2020大会を成功させ、価値あるレガシーを 

創り上げることを通じて、活力に溢れる東京を実現 
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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  

 社会的課題解決と経済発展の 
両立に資する先端技術の開発支援 

 東京都版Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の 
実現に向けた社会実装 

 都庁のデジタル化の推進 

 ５Ｇネットワークの早期構築   

東京が世界をリードする先進都市として活躍できるよう、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の 

社会実装に向けた取組や、都庁自らのデジタル化にむけた取組を強力に推進 

キャッシュレス、 MaaS、オープンデータなど 
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https://3.bp.blogspot.com/-ZmtEwLEjYoQ/W0rqbU18uRI/AAAAAAABNaQ/fNaorx6sHF4xVUXqVBZjE3HlsoIlCNQyACLcBGAs/s800/money_ic_card_cashless.png
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３ 東京の喫緊の課題に対し、 

スピード感を持って政策を展開 

 地方との共存共栄による日本の発展 

 都立公園大改革 

 災害への体制強化 

 ゼロエミッション東京の実現 

都市力の強化   ～災害に強く、快適な環境が整ったサステイナブルな都市 

ハード・ソフト対策を強化し、都市災害への備えを強化するとともに、 

環境負荷の低減を図り、快適な都市環境を創出 
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女性が当たりまえに活躍できる社会づくり 女性 

様々な人が集い安心して暮らす共生社会づくり 障害者 LGBT 外国人 

など 

など 

人と人を繋ぐ 

ライフステージに応じて、様々な応援・サポートを重層的に展開し、 

誰もが、いくつになっても、自分らしく、いきいきと活躍できる社会を構築 

子供の「伸びる・育つ」を社会全体でサポート 

結婚・出産・子育てまでを切れ目なく支援 高齢者が安心して暮らせる社会 

社会人生活を応援・サポート 

      

    社会からの孤立をサポート 
ひき 
こもり 

独居 
高齢者 

不登校 

起業 
創業 

就職 

出産 教育 婚活 結婚 

子供 
の貧困 

介護 認知症 
人生 

100年 

生きがい 
復職 
再就職 

児童 
虐待 ライフ 

ワーク 
バランス 

待機 
児童 
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～ 人と人の結びつきを深め、 

  誰もがいきいきと活躍し、チャレンジできる都市 



  中小企業の稼ぐ力を高める 

  国際金融都市としての地位向上 

  成長産業分野を力強く後押し 

  イノベーション創出に向けた 
戦略的・集中的な取組 

稼ぐ東京 

東京の経済を支える中小企業や観光、農林水産業のポテンシャルを引き出し、 

成長産業化を後押しすることで、東京の稼ぐ力を高める。 
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～ イノベーションの力で生産性を高め、 

国際競争に打ち勝ち成長を続ける都市 

https://4.bp.blogspot.com/-8enMjG-Dm2A/W6DTGRyxkmI/AAAAAAABO5U/s4YjEAi2wLkuSTjy_UKFrFxe-RQ2Z7XKgCLcBGAs/s800/business_unicorn_company.png


2020年に向けて 

オリンピック・パラリンピックの 
 成功に向けた 
 予算と組織体制を編成 
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2020年に向けて 

オリンピック・パラリンピックの 
 成功に向けた 
 予算と組織体制を編成 
 

2040年代を見据えて 

大きく変化していく社会の中で 
東京の未来を切り拓いていく 

 『長期戦略』を策定 
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