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第 2節 これまでの都の取組（「資料 6 東京都の情報化の歩み」を参照） 

 

第 1 項 導入初期から普及拡大期 

○ これまで都では、昭和 30 年代の汎用コンピュータ設置、「OA 化推進計画」

（第一期：昭和 60 年～62 年。第二期：昭和 63 年～平成 2年）を通じて、情

報システムの導入・整備を進めてきた。 

 

第 2 項 ネットワークを活用した情報化へ 

○ 平成 3（1991）年の都庁舎新宿移転を契機とし、①行政情報ネットワーク

（OA-LAN）の整備、②メインフレームの共同利用化、③中央コンピュータ室

の設置を図り、データの大量一括処理、中央コンピュータ室でのセキュリテ

ィの確保、主要な大規模システムの稼動を始めた。 

○ こうした取組を進める一方で、平成 4（1992）年には IT 予算が過去最大（約

730 億円）に膨れ上がったため、「OA 化指針」を策定して機器構成や経費見直

しによるシステム統制と経費削減に努め、さらに、平成 9（1997）年に策定し

た「情報化推進計画」において、具体的な経費削減策として、ダウンサイジ

ング、アウトソーシング等の取組を提示し、更なる経費の節減に努めた。 

 

第 3 項 個別最適から全体最適への IT 化へ 

○ 平成 13（2001）年 3月には「電子都庁推進計画」を策定し、電子申請・届

出等の実現、都庁ポータルサイト（都庁総合ホームページ）の整備といった

都民サービスの充実に向けた取組を進めたほか、文書事務・会計事務を始め

とする内部庶務事務の電子化、TAIMS（東京都高度情報化推進システム）の展

開によるパソコン一人一台配備、既存 OA システムの改善などの業務改善に取

り組んできた。 

○ また、平成 19（2007）年 4月には、業務改革を踏まえた都庁全体の IT 化に

ついて、総合的な調整を行い、全体最適化を図るための責任者として、副知

事級の「情報統括責任者」を設置するとともに、「情報統括責任者」の下に「IT・

業務改革会議」を設置し、都庁の業務及び情報システムの見直しなどに係る

全庁的な検討とIT政策及び業務改革の方向性を示すための全庁横断的な推進

体制を整備した。 

○ 同年 9月、「行財政改革実行プログラム（平成 18（2006）年 7月発表）」に

基づいて、IT（情報通信技術）を利活用して業務改革を進める道筋を示すガ

イドラインとして、「今後の IT 化取組方針」を策定した。本方針では、三つ

の都庁 IT ビジョン（①質の高い行政サービスを実現する IT、②費用対効果の

高い効率的な執行体制を築く IT、③高い情報セキュリティを確保し都民に信
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頼される IT）を掲げ、全庁を挙げて、①業務・情報システムの最適化、②IT

調達の見直し（標準仕様書の作成、後年度負担を重視した総合評価一般競争

入札の実施）、③情報セキュリティ対策の強化、④IT 人材の育成、⑤IT 部門

の組織改革に取り組むこととした。 

○ 平成 22（2010）年 9月に「今後の IT 化取組方針」を踏まえて策定した「業

務・情報システム最適化計画」では、各局に対し、主要な情報システムにつ

いての総点検を行い、個別に最適化計画を策定することを求め、個別最適化

計画の計画策定時及び運用時にシステムアセスメント制度による評価を実施

している。 

 

○ このように、これまで都では、ICT を行政改革の推進と新しい行政経営モデ

ル構築の重要な手段と位置付け、より質の高い都民サービスの提供や、業務

プロセスの抜本的見直しに向けた対応などの、都政の高度化に向けた取組を

進めてきた。 
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第 3 節 「東京都長期ビジョン」と ICT 

 

〇 平成 26（2014）年 12 月、都は、「『世界一の都市・東京』の実現」を目指し、

「東京都長期ビジョン」を策定した。本ビジョンでは、東京が目指す将来像

を達成するための基本目標や政策目標、その達成に向けた具体的な政策展開、

３か年の実施計画などを明らかにしている。 

 

  
 
 
 

基本目標Ⅱ 

課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現  

 
都市戦略４ 安全・安心な都市の実現 

（政策指針９）災害への備えにより被害を最小化する高度な防災都市の実現 

（政策指針 10）日常に潜む危険や犯罪から都民を守る、安全・安心の確保 

 
都市戦略５ 福祉先進都市の実現 

（政策指針 11）安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまちの実現 

（政策指針 12）高齢者が地域で安心して暮らせる社会の実現 

（政策指針 13）質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境の実現 

（政策指針 14）障害者が地域で安心して暮らせる社会の構築 

 

都市戦略６ 世界をリードするグローバル都市の実現 

（政策指針 15）日本の成長を支える国際経済都市の創造 

（政策指針 16）都心等の機能強化による東京の都市力の更なる向上 

（政策指針 17）若者や女性、高齢者など全ての人が活躍できる社会の実現 

（政策指針 18）東京、そして日本を支える人材の育成 

（政策指針 19）2020 年大会の成功と東京の発展に寄与する都市外交の推進 

 

都市戦略７ 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現 

（政策指針 20）スマートエネルギー都市の創造 

（政策指針 21）水と緑に囲まれ、環境と調和した都市の実現 

（政策指針 22）都市インフラの安全性を高め、安心できる社会の確立 

（政策指針 23）少子高齢・人口減少社会におけるこれからの都市構造 

 

都市戦略８ 多摩・島しょの振興 

（政策指針 24）多摩・島しょ地域の発展・成熟したまちづくりに向けた環境整備の推進 

（政策指針 25）多摩・島しょの豊かな自然を生かした地域の活性化 

 

 

 

基本目標Ⅰ 

史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現   

 

都市戦略１ 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功 

（政策指針１）2020 年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承 

 

（政策指針２）美しく風格があり、誰もが安心して過ごせるバリアフリー環境の構築 

 

（政策指針３）多言語対応の推進により、全ての外国人が快適かつ安心して滞在できる   

都市の実現 

 

（政策指針４）世界に存在感を示すトップアスリートの育成とスポーツ都市東京の実現 

 

 

都市戦略２ 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現 

（政策指針５）陸・海・空の広域的な交通・物流ネットワークの形成 

 

（政策指針６）誰もが円滑かつ快適に利用できる総合的な交通体系の構築 

 

 

都市戦略３ 日本人のこころと東京の魅力の発信 

（政策指針７）「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を歓迎する都市の実現 

 

（政策指針８）芸術文化都市を創造し、日本文化の魅力を世界に発信 

 

８つの都市戦略と 25 の政策指針 
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○ 「東京都長期ビジョン」では、「『世界一の都市・東京』の実現」に向けた

基本目標の一つとして、「史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現」

を掲げ、大会開催を起爆剤として、新たな技術の活用、都市基盤の充実、一

層の国際化の推進など、成熟都市としての更なる質的発展を成し遂げ、東京

を世界一の都市へと飛躍させることとしている。 

〇 また、「東京都長期ビジョン」に掲げる政策全体に共通する視点の一つとし

て、「先端技術の積極的な活用」を挙げ、先端技術の積極的活用など、先進性

の高い政策を展開し、東京の更なる発展を後押しするとしている。 

 

○ 現在、ICT インフラの整備はほぼ完了し、ICT を用いて、多種多様なデータ

や技術、サービスを組み合わせて、新たな価値や新たなサービスの開発が模

索されるようになっている。 

○ この結果、従来までと比較して、より短期間で、より個のニーズに的確に

対応したサービスの提供が行われるようになってきている。 

○ このことから、「東京都長期ビジョン」で「将来の東京の生活像」として示

した「東京で暮らす人や訪れる人が、安心で快適な環境の中で、･･･（略）･･･

質の高い充実した生活を送っている［社会］」「若者や女性、高齢者、障害者

をはじめとする誰もが能力を十分に発揮して･･･（略）･･･活躍し、夢や希望

を持って積極的に取り組んでいる社会」や、「将来の東京の都市像」として示

した「高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市、安全・安心

な都市、福祉先進都市、世界をリードするグローバル都市」の実現に向け、

ICT の果たすことのできる役割は大きなものがあると考えられる。 

 

○ このため、都では、今後、ICT の導入・利活用を、これまでの組織内でのシ

ステム開発や業務改善のみならず、「東京に生活する都民、民間事業者、外国

人旅行者等が、東京で活動しやすい環境の実現」、すなわち、「都民生活の質

の向上」を目指した取組に当たっても、積極的に検討していくことが必要で

ある。 
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第 4節 都の取組 

 

○ 都では、これまで、業務改善や都民サービス向上に向けて、積極的に ICT

の利活用を進めてきたが、今回、都の情報通信施策の今後の方向性を検討す

るに当たって、主に都庁内部で運用している業務システムを除き、「現在、都

において、どのように ICT の利活用又は利活用に向けた検討がなされている

か」について現状を把握するための調査19を実施した。 

○ 第 1 項では、「東京都長期ビジョン」に沿って実施されている事業を、第 2

項では、「東京都長期ビジョン」とそれ以外で ICT利活用又はその検討が行わ

れている事業を整理した。 

 

第 1項 「東京都長期ビジョン」における取組 

○ 「東京都長期ビジョン」の実現を支える ICT 利活用の取組及び利活用に向

けた検討に該当するものを、ビジョンの体系である八つの都市戦略、25 の政

策指針に沿って整理すると、以下の表のとおりとなる。 

○ 各都市戦略の実現に当たって、ICTは重要な役割を果たしている。 

 
都市戦略 政策指針 項目又は事業名（所管局、番号、技術・テーマ） 

1：成熟都市・東京

の強みを生かし

た大会の成功 

1：2020年大会の成功に向けた万全

な開催準備とレガシーの継承  

2：美しく風格があり、誰もが安心

して過ごせるバリアフリー環境

の構築 

■情報バリアフリーを推進する取組への補助事業 

（福保、11-1、地情） 

■ICT遠隔手話通訳等モデル事業 

（福保、11-4、タブ／音声） 

■都立公園ガイドサービスの構築 

（建設、15-5、タブ／地情） 

3：多言語対応の推進により、全て

の外国人が快適かつ安心して滞

在できる都市の実現 

■病院における言語サポートツールの導入 

（病本、12-1、翻訳） 

■デジタルサイネージを活用した観光情報提供事業 

（産労、13-1、サイ） 

■都営地下鉄車内液晶モニターの導入 

（交通、18-1、サイ） 

■都営バス車内の次停留所名表示装置の更新 

（交通、18-2、サイ） 

4：世界に存在感を示すトップアス

リートの育成とスポーツ都市東

京の実現 
 

                                                  
19 調査期間：平成 27(2015)年 6月から同年 7月まで及び同年 12月から平成 28（2016）年 1

月まで  
調査対象：原則として、業務システム等を除き「ICTを利活用しているもの」又は「ICT

利活用を検討しているもの」のうち、平成 28（2016）年度予算に計上されてい

るもの 
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都市戦略 政策指針 項目又は事業名（所管局、番号、技術・テーマ） 

2：高度に発達した

利用者本位の都

市インフラを備

えた都市の実現 

5：陸・海・空の広域的な交通・物

流ネットワークの形成 

■ITS を活用した交通渋滞対策（ハイパースムーズ作

戦） 

（青治、2-1、BD／他（ITS）） 

6：誰もが円滑かつ快適に利用でき

る総合的な交通体系の構築 

■都営交通における無料 Wi-Fi サービスの提供 

（交通、18-3、Wi） 

3：日本人のこころ

と東京の魅力の

発信 

7：「おもてなしの心」で世界中か

ら訪れる人々を歓迎する都市の

実現 

■都庁舎内における無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

（財務、5-1、Wi） 

■都立文化施設における無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

（生文、7-2、Wi） 

■自然公園における無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

（環境、10-1、Wi） 

■デジタルサイネージを活用した観光情報提供事業 

（産労、13-1、サイ） 

■外国人旅行者に対する Wi-Fi 利用環境整備事業 

（産労、13-2、Wi） 

■都立公園、都立庭園、都立動物園における無料

Wi-Fi 利用環境の整備 

（建設、15-7、Wi） 

■島しょの船客待合所及び空港ターミナルにおける

無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

（港湾、16-1、Wi） 

■臨海部での MICE・国際観光拠点化の推進 

（港湾、16-2、Wi／サイ／タブ／地情） 

8：芸術文化都市を創造し、日本文

化の魅力を世界に発信 

■都立文化施設における多言語対応の推進 

（生文、7-1、サイ／タブ） 

■都立文化施設における無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

（生文、7-2、Wi） 

4：安全・安心な都
市の実現 

 

9：災害への備えにより被害を最小
化する高度な防災都市の実現 

■防災上位置付けのある都立公園の機能強化 
（建設、15-6、サイ） 
■レスキュー・ナビゲーション 
（建設、15-4／15-8／15-9、地情） 
■消防関連施設におけるデジタルサイネージ等によ
る政策広報の展開 
（東消、17-1、サイ） 
■防火対象物の安全・安心情報普及促進活動の充実
強化（地図検索システム） 
（東消、17-2、地情） 
■東京アメッシュ 
（下水、20-2、地情） 

10：日常に潜む危険や犯罪から都
民生活を守る、安全・安心の確
保 

■危険ドラッグ販売等の監視 
（福保、11-3、BD） 

5：福祉先進都市の
実現 

11：安心して産み育てられ、子供
たちが健やかに成長できるまち
の実現 

 

12：高齢者が地域で安心して暮ら
せる社会の実現 

■ロボット介護機器等の効果的な導入方法等の検証 
（福保、11-5、ロボ） 

13：質の高い医療が受けられ、生
涯にわたり健康に暮らせる環境
の実現 

■在宅療養環境の整備 
（福保、11-2、DB） 
■診療データバンクの構築 
（病本、12-2、DB／BD） 

14：障害者が地域で安心して暮ら
せる社会の構築  

 
6：世界をリードす
るグローバル都
市の実現 

 

15：日本の成長を支える国際経済
都市の創造 

■診療データバンクの構築 
（病本、12-2、DB／BD） 
■東京農業イノベーションプロジェクト（統合環境
制御生産システム） 
（産労、13-3、他（IoT）） 
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都市戦略 政策指針 項目又は事業名（所管局、番号、技術・テーマ） 
 
 
6：世界をリードす
るグローバル都
市の実現 

（つづき） 

16：都心等の機能強化による東京
の都市力の更なる向上  

17：若者や女性、高齢者など全て
の人が活躍できる社会の実現  

18：東京、そして日本を支える人
材の育成  

19：2020 年大会の成功と東京の発
展に寄与する都市外交の推進  

7：豊かな環境や充
実したインフラ
を次世代に引き
継ぐ都市の実現 

20：スマートエネルギー都市の創
造  

21：水と緑に囲まれ、環境と調和
した都市の実現  

22：都市インフラの安全性を高め、
安心できる社会の確立 

■ICT を活用した施設点検 
（建設、15-3、タブ／他（IC タグ）） 

23：少子高齢・人口減少社会にお
けるこれからの都市構造 

  

8：多摩・島しょの
振興 

24：多摩・島しょ地域の発展・成
熟したまちづくりに向けた環境
整備の推進 

  

25：多摩・島しょの豊かな自然を
生かした地域の活性化 

■超高速ブロードバンドの整備 
（総務、3-3、他（超高速ブロードバンド）） 
■東京農業イノベーションプロジェクト（統合環境
制御生産システム） 
（産労、13-3、他（IoT）） 

［凡例］ 
【局名】青治：青少年・治安対策本部、総務：総務局、財務：財務局、生文：生活文化局、環境：環境

局、福保：福祉保健局、病本：病院経営本部、産労：産業労働局、建設：建設局、港湾：港湾
局、東消：東京消防庁、交通：交通局、下水：下水道局 

【技術・テーマ】Wi：Wi-Fi、サイ：デジタルサイネージ、タブ：タブレット端末、地情：地理空間情
報、翻訳：自動翻訳、ロボ：人工知能（AI）／ロボット、音声：音声認識、DB：デー
タベース、BD：ビッグデータ、他：その他（）内に具体的内容 
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第 2項 都における ICT 利活用又は検討状況 

○ 「東京都長期ビジョン」を含め、都庁における ICT 利活用又は利活用に向

けた検討状況は、下表のとおりである（全 58 事業）。 

項番 局 部・課 番号 事業名 

1 政策企画局 調整部政策課 1-1 都庁舎デジタルサイネージの設置・運用 

2 青少年・治安対策本部 総合対策部交通安全課 2-1 ITS を活用した交通渋滞対策（ハイパースムーズ作

戦） 

－ 2-2 オープンデータの推進※ 

3 総務局 

  

復興支援対策部被災地支

援課 

3-1 被災地支援事業に係る広報 

  情報通信企画部企画課 3-2 オープンデータの推進※ 

情報通信企画部企画課 3-3 超高速ブロードバンドの整備 

総合防災部防災管理課 3-4 一時滞在施設として指定した都立施設への Wi-Fi

整備 

4 東京都職員共済組合 事業部健康増進課 4-1 健康情報提供サービスによる健康づくり支援 

5 財務局 建築保全部庁舎整備課 5-1 都庁舎内における無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

建築保全部庁舎管理課 5-2 都庁案内における多言語対応 

建築保全部庁舎整備課 5-3 都庁舎デジタルサイネージの設置・運用（再掲） 

－ 5-4 オープンデータの推進※ 

6 主税局 － 6-1 都税事務所事業広報 

7 生活文化局 文化振興部企画調整課 7-1 都立文化施設における多言語対応の推進 

文化振興部企画調整課 7-2 都立文化施設における無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

8 オリンピック・パラリ

ンピック準備局 

総合調整部調整課 8-1 多言語音声翻訳アプリのスポーツ国際交流イベン

ト等における活用・実証の協力 

9 都市整備局 都市づくり政策部都市計

画課 

9-1 都市計画地理情報システム 

10 環境局 自然環境部緑環境課 10-1 自然公園における無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

11 福祉保健局 生活福祉部地域福祉推進

課 

11-1 情報バリアフリーを推進する取組への補助事業 

   

  

医療政策部医療政策課 11-2 在宅療養環境の整備 

健康安全部薬務課 11-3 危険ドラッグ販売等の監視 

障害者施策推進部計画課 11-4 ICT 遠隔手話通訳等モデル事業 

高齢社会対策部計画課 11-5 ロボット介護機器等の効果的な導入方法等の検証 

－ 11-6 局事業広報 
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項番 局 部・課 番号 事業名 

12 病院経営本部 

 

サービス推進部事業支援

課 

12-1 病院における言語サポートツールの導入 

サービス推進部事業支援

課 

12-2 診療データバンクの構築 

13 産業労働局 

  

  

  

観光部受入環境課 13-1 デジタルサイネージを活用した観光情報提供事業 

観光部受入環境課 13-2 外国人旅行者に対する Wi-Fi 利用環境整備事業 

農業振興事務所振興課 13-3 東京農業イノベーションプロジェクト（統合環境制

御生産システム） 

14 中央卸売市場 中央卸売市場事業部業務

課 

14-1 オープンデータの推進※ 

15 建設局 

  

  

  

  

  

  

  

総務部技術管理課 15-1 統合型地理空間情報システム（GIS）の導入 

道路管理部路政課 15-2 道路台帳の電子化 

道路管理部保全課 15-3 ICT を活用した施設点検 

道路管理部保全課 15-4 レスキュー・ナビゲーション 

公園緑地部計画課 15-5 都立公園ガイドサービスの構築 

公園緑地部計画課 15-6 防災上位置付けのある都立公園の機能強化 

公園緑地部公園課 15-7 都立公園、都立庭園、都立動物園における無料

Wi-Fi 利用環境の整備 

公園緑地部公園建設課 15-8 レスキュー・ナビゲーション 

河川部防災課 15-9 レスキュー・ナビゲーション 

16 港湾局 

  

離島港湾部管理課 16-1 島しょの船客待合所及び空港ターミナルにおける

無料 Wi-Fi 利用環境の整備 

臨海開発部誘致促進課 16-2 臨海部での MICE・国際観光拠点化の推進 

   港湾整備部技術管理課 16-3 重機類の情報把握（災害時対応） 

17 東京消防庁 

 

 

 

 

 

 

 

企画調整部広報課 17-1 消防関連施設におけるデジタルサイネージ等によ

る政策広報の展開 

予防部査察課 17-2 防火対象物の安全・安心情報普及促進活動の充実強

化（地図検索システム） 

予防部査察課 17-3 火災予防体制の推進（火災予防支援端末装置） 

予防部（予防課、危険物課、

査察課、調査課、防火管理

課） 

17-4 火災予防業務のＩＣＴ化 
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項番 局 部・課 番号 事業名 

東京消防庁（つづき） － 17-5 オープンデータの推進※ 

18 交通局 － 18-1 都営地下鉄車内液晶モニターの導入 

－ 18-2 都営バス車内の次停留所名表示装置の更新 

－ 18-3 都営交通における無料 Wi-Fi サービスの提供 

－ 18-4 オープンデータの推進※ 

19 水道局 － 19-1 浄水場における毒物検知 

－ 19-2 局事業広報 

－ 19-3 浄水場・給水所等の設備点検・保守 

－ 19-4 オープンデータの推進※ 

20 下水道局 総務部総務課 20-1 タブレット端末を活用した業務効率化推進 

施設管理部施設管理課 20-2 東京アメッシュ 

21 人事委員会事務局 任用公平部総務課 21-1 職員採用に向けた PR 活動 

※CSV 形式のデータを公開している局を記載。なお、オープンデータの推進に係る取組は、総務局が主

管となり都ホームページなどの公開情報を取りまとめている。 
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第 3項 行政分野別の技術マップ 

○ 導入・利活用をしている（又は、導入・利活用を検討している）技術を

13 の行政分野に沿って整理すると、以下の表のとおりとなる。 

   

 

  

ハードウェア

Wi-Fi その他
デジタル
サイネージ

タブレット
端末（スマート
フォン含む）

ウェアラブル
端末

1 教育

2 文化・スポーツ
7-2
15-7

7-1
7-1
8-1
15-5

3 暮らしと住まい

4 福祉・人権 11-6 11-4

5 健康・医療 11-6 4-1

6 雇用・労働
3-1
21-1

21-1

7 経済・産業

5-1
10-1
13-2
16-1
16-2

13-3（IoT）

1-1
5-3
13-1
16-2

5-2
8-1
16-2

8 環境 10-1

9 まちづくり
16-1
16-2

19-1(センシング)
16-2
19-2

16-2
19-3
20-1

10 道路・交通 18-3 15-3（ICタグ）
18-1
18-2

15-3

11 防災・安全
3-4
13-2

1-1
3-1
5-3
13-1
15-6
17-1

17-3

12 計画・財政・税 6-1

13 ボランティア

14 その他
3-3
（超高速ブロードバンド）

項番 分野

ICTインフラ

通信インフラ
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ICTサービス・ICTシステム

ソフトウェア・アプリケーション基盤

地理空間
情報

自動翻訳 画像認識
人工知能（AI）/
ロボット

拡張現実
（AR）

音声認識 データベース
オープン
データ

ビッグ
データ

その他

15-1
15-5

8-1

11-1 11-5 11-4

12-1
11-2
12-2

4-1
12-2

4-1
（ソーシャルメディア機能）

16-2
8-1
16-2

14-1

9-1
15-1
15-2
16-2

16-2 19-4

15-1
2-2
18-4

2-1 2-1（ITS）

15-2
15-4
15-8
15-9
16-3
17-2
20-2

17-5 11-3
17-4
（建築物の図面などの電子
化、電子申請）

5-4

3-2

コンテンツ




