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第１０７回東京都技術会議
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会 議 次 第

１ 開 会

２ 議 題

令和２年度「東京都技術会議」の活動（最終報告）

・コロナ対応を契機とした危機管理と未来への取組

・技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成

３ そ の 他

４ 閉 会
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【資料】

資料１ コロナ対応を契機とした危機管理と未来への取組

資料２ 技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成

参 考 東京都技術会議設置要綱、組織名簿
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コロナ対応を契機とした危機管理と未来への取組

[目的]
・新型コロナウイルスとともに生きる「ウィズ コロナ」の視点に立ち、公共施設の整備・管理を適切に継続

していく方策を検討。
・コロナ対応を契機として始まった「新しい日常」を社会経済活動の変革の機会と捉え、東京のデジタルト

ランスフォーメーションを加速し、「ポスト コロナ」の未来の東京を実現する取組を進めていく。
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資料１

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

（２）「新しい日常」とその先の社会を支える取組

大項目 中項目 小項目

Web会議の活用

ウェアラブルカメラの活用

行政手続きのデジタル化

工事書類の削減・簡素化

週休２日工事の推進

適正工期の確保

工事の施工時期・委託の履行期限における平準化

②事業継続のための取組

非接触による業務実施方法の検討①感染予防と感染拡大の防止

円滑な事業執行に向けた取組

各種手続き等の効率化

大項目 中項目 小項目

人流データの活用

混雑の見える化・オフピーク通勤

都施設を活用したサテライトオフィスの試行

ポストコロナにおけるまちづくりの懇談会

ICT・AI技術等の活用

スマートメータの導入

自動走行モビリティ

都市の3Dデジタルマップ化

①暮らしや働く場の改革の推進

ビッグデータ等を活用したまちづくり

ICTを活用した公共施設整備・管理

働き方改革の推進

公共の場や交通機関の混雑緩和

②生産性やまちの付加価値を高める

　ICT・デジタル化の推進



ＤＸの進捗

目指す姿：DXを梃子とし都政のQOSを向上させ、都民の期待を上回る価値を提供

コロナ対応部会におけるＤＸの取組

時間

情報をデジタルツールで作る
（デジタイゼーション）

情報のやり取り、共有を
デジタルツールで行う
（デジタライゼーション）

情報の利活用で
社会そのものが変わる

（デジタルトランスフォーメーション）

現在

コロナを契機に取組を加速〇デジタル化を推進
⇒作業や移動を効率化

〇 ＤＸで東京を変える
⇒都政のＱＯＳを向上

〇様々なＩＣＴ技術を実装

取組の進捗
イメージ
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コロナ対応部会におけるＤＸの取組
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＜自動走行モビリティ＞

〇非接触の取組 〇密を避けるための情報提供

感染症対策を行いながら各局事業を支える取組の例

感染拡大防止と社会経済活動の両立のため各局が連携して推進
働き方等の改革にもつなげていく

行政手続きの
デジタル化

ウェアラブル
カメラの活用

ＷＥＢ
会議

混雑の見える
化

人流データの
活用

＜３Dデジタルマップ＞

Base Map

Land

Building

City Planning

建物現況

３D都市モデリング
イメージ

都市計画

地形・地質

土地利
用

＜次世代のポンプ運転支援に向
けた流入予測技術の開発＞

各局事業のデジタルシフトの例
＜スマートメータの導入＞

（自動車いす）

３Ｄマップスマートメータ ＡＩ 自動走行

利用する
ＩＣＴ・
先端技術

など

各局が持つ、あらゆるデータ、センサー等を都市の制御に活用し、新しい価値を生み出していく

未来の東京を実現する将来的な取組像

第107回東京都技術会議
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①感染予防と感染拡大の防止 【非接触による業務実施方法の検討】

＜Web会議の活用＞

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

事業所等への機器配備の拡充や、利用者が活用し易い環境整備など、各局でWeb
会議の効果的な活用を推進し、公共施設の整備・管理を適切に実施していく

令和３年２月各局アンケート結果（技術会議幹事会構成局へのアンケート調査結果）

8

概要・効果

〇対面による会議等を、非接触（Web）で実施することでウィズコロナにおいても業務を継続

■感染リスクの低減 ■移動時間の短縮（事務所⇔現場間の移動、外部の会議への移動削減 等）

■日程調整の効率化 ■ペーパーレスの推進

実施状況

着実に
・利用時間
・機器配備
・活用実績
が増加し、
定着しつつある

・出席者を限定的する必要がなく、多くの方が同時参加できる
効果がある

・通信障害のリスクがあるなどの課題がある

効果

概要

主な活用実績
〇都民説明
・工事説明 等
〇関係機関との会議
・受注者・受託者との打ち合わせ
・通信事業者打合せ 等
〇協議会・審議会等
・区市町村協議会、

鉄道事業者との協議会
・住宅政策審議会、公園審議会
・都市復興訓練
・海区漁業調整委員会
・工事安全対策協議会 等
〇研修
・技術研修 等

第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

各局が先行的な配備を目指す83拠点中64拠点に配備済
（106回技術会議から29箇所増加。２月末には目標拠点全て配備予定）

事業所等における機器配備状況

利用者からの意見

次年度に
向けて

活用推進に向けた工夫
オンライン会議実施時の留意点等をまとめた「テレワーク推
進ヒント集」を作成し、職員に共有（建設局）
⇒ 事例として庁内へ共有

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

時間

月

各月の利用時間数
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①感染予防と感染拡大の防止 【非接触による業務実施方法の検討】

＜ウェアラブルカメラの活用＞

第107回東京都技術会議
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 現場への移動時間の大幅削減
 作業中断や感染リスクの低減
 受発注者双方における通信環境整備など

試行結果の検証を実施し、適用範囲の拡大、本格活用に向けた実施要領の策定を行う

本工事での適用範囲

・施工状況の確認・点検

・安全管理（パトロール等）

・事故,災害等発生時対応 等

概要・効果

実施状況

〇感染リスクの低減
〇移動時間、立会待ち時間の削減
〇映像を活用したOJTや記録を活用した技術継承等が可能に
（経験の浅い職員の育成や頻度の少ない特殊工事の技術継承に寄与）

効果概要

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

〇ウェアラブルカメラを活用し、工事現場の遠隔管理を実施
〇カメラ装着者の現場視点映像を受発注者でリアルタイムに共有

次年度に
向けて

 通信環境の厳しいﾄﾝﾈﾙ内であることを踏まえ、指向性
の強い通信ｱﾝﾃﾅを用い、ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗとWi-Fi中継器を
携帯することで安定的な無線通信環境を確保

現場の特殊性を踏まえた工夫

導入効果・課題

【現場：トンネル切羽部にて映像送受信】

【事務所：映像確認・地山分類判定】【トンネル坑内の通信環境 （イメージ）】 （資料提供：西多摩建設事務所）

100m 100m100m

Wi-Fi中継器

ウェアラブルカメラ

指向性
通信アンテナ

坑口

切羽

無線接続

有線接続

※100m毎にWi－Fi中継器を設置

セントル（防水・覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）

※電波干渉大

100m

【監督員等】

机上にて確認等の
監督業務が可能

有線接続

＜トンネル建設現場＞

＜事務所＞

中
継
器

双方向通信により
良好な地山評価が

可能

中
継
器

中
継
器

中
継
器

都市整備局、住宅政策本部、建設局、港湾局、水道局、下水道局等の工事２８件で試行（予定含む）

建設局の事例）トンネル工事における地山分類判定での活用

（舗装工事における安全点検、街路築造工事における材料検査、水源河川における水質調査 等）
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デジタル化着手

デジタル化済
その他（手続廃止等）

法定受託事務等のデ
ジタル化について
国等と調整中

②事業継続のための取組 【各種手続き等の効率化】

第107回東京都技術会議
コロナ対応部会（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

＜行政手続のデジタル化＞

10手続のデジタル化を着実に推進し、都民・事業者の利便性向上・行政運営の効率化を図る

◆ １６９手続※1のデジタル化に向け、集中的に取組を実施中 ※1 年間の受付が概ね1,000件以上（許可・届出等の約98％）

・「行政手続のデジタル化ガイドライン」を作成、各局と共同で手続の事務フローの見直し等を実施
・東京共同電子申請・届出サービス※2等を活用してデジタル化を推進

◆ オンライン通則条例の改正（東京デジタルファースト条例） ＜令和２年三定で可決、令和３年４月１日施行＞

実施状況

概要

都民の利便性向上に係る手続きの例

・霊園の埋蔵施設使用者募集【建設局】※デジタル化済

公共施設整備・管理に係る手続きの例

・給水装置工事の設計審査及び工事検査の申請【水道局】

※デジタル化済

・道路占用許可【建設局】※デジタル化着手

東京共同電子申請・届出サービスへの活用に向けシステム構築中

※2 ＜参考＞東京共同電子申請・届出サービスについて
・都内自治体が共同で活用している、各種手続のオンライン申請システム
・令和２年度より、支払のキャッシュレス化や添付可能ファイルの容量拡大

実施・検討状況（令和２年11月末）

・行政手続のデジタル化を強力に推し進めるための梃子として、オンライン通則条例※3の抜本的な改正を実施

※3 条例等に基づく手続をデジタルで行うための共通事項等を定める条例

次年度に
向けて

〇コロナ禍における事業継続へ向けてDXを推進し、手続の効率化や都政のQOS向上を実現
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②事業継続のための取組 【各種手続き等の効率化】

＜工事書類の削減・簡素化＞

第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

概要・効果

〇コロナ禍における建設現場の働き方改革の推進に向けた、受注者が提出する工事書類の削減・簡素化の取組

〇書類の電子化の推進に加え、作成様式の削減等を行うことで、受発注者の生産性向上や負担軽減等に寄与

取組内容

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

〇削減・簡素化が可能な工事書類の候補を抽出し、モデル工事を実施

〇モデル工事の受注者・都監督員にアンケート調査を実施し、削減効果等を検証

〇 書類の削減・簡素化の効果

モデル工事における効果等に関するアンケート結果

〇 削減・簡素化が効果的だった主な書類

※ 有効回答数：71件

※「どちらともいえない」の理由：削減等の対象書類が 少なかったなど

※「効果なし」の理由：削減等の対象書類が無かったなど

〇 アンケートについて

・実施期間：9月~10月末

土木

工事

建築

工事

電気

工事

機械

工事
合計

29件 2件 2件 10件 43件

※複数回答可

主なアンケートの回答

・提出書類が減ることで、書類
作成等に要する時間が削減

・メール提出により、書類提
出に係る移動時間が削減

・提出に伴う人との接触機会
が低減、感染防止に寄与

今後に
向けて

今後、「削減・簡素化が可能な工事関係書類」に基づき、各局において工事関係書類

の基準等を改定し、全工事で書類の削減・簡素化を推進

⇒アンケート結果から一定の効果を確認し、「削減・簡素化が可能な工事関係書類」を選定【表１】【表２】
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「削減・簡素化が可能な工事関係書類」（統一様式）

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

全様式数 削減・簡素化可能な様式数 削減・簡素化率

統一様式
(各局※が共通して用いる様式) 32様式 11様式 約３割

※財務局、都市整備局、建設局、港湾局、交通局、水道局、下水道局

削減 簡素化

1 工事着手届 【統一1】 ○
・工事請負契約書に着手日が記載される場合は、提出不要
・着手日を別様式で報告する場合は、提出不要

2 経歴書 【統一3】 ○
・建設業法第７条第２項のイ及びロで求められる実務経験及び仕様書等で指定されている必要な実務経験等を提示する必
要が無い場合は、提出不要　等

3
監理技術者資格者証(写) 及び
監理技術者講習修了証（写） 【統一4】

〇 ・資格者証、監理技術者講習終了履歴を実物により確認できる場合は、提出不要

4
建退共掛金収納書
標識(ｼｰﾙ)の工事現場における掲示状況写真
【統一7-2】

○
・標識の掲示状況写真は、監督員が現場で確認できるため、書類の提出は不要
※証紙購入の証として、掛金収納書の提出は必要

5 下請負届 【統一8】 ○
・施工体制台帳及び施工体系図に記載がある場合は、提出不要
・建設業法上、施工体制台帳及び施工体系図に記載の必要がない警備業者や運送業者等については、提出が必要

6 下請負者一覧表 【統一9】 ○ 同上

7 主要資材発注予定報告書 【統一18】 ○ ・主要資材の発注予定を施工計画書等に記載する場合は、提出不要

8 材料搬入予定調書 【統一19】 ○ ○
・材料の搬入予定を施工計画書等に記載する場合は、提出不要
※メールで提出した場合は、紙の提出は不要

9 休日等の工事施工届 【統一24】 ○ ※メールで提出した場合は、紙の提出は不要

10 承諾申請書 【統一25】 ○
・材料承諾時において、材料の仕様をJIS等で指定している場合に、当該証明書のみで材料等の概要が分かるものやWEB
上で資料を公開しているものはURLを記載することで、カタログ等の添付を省略

11 施工管理記録等報告書 【統一27】 〇 ・類似する統一様式28「記録の報告書」を用いることで、当該様式は削減

備考番号 名称 【様式番号】
分類

【表１】
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「削減・簡素化が可能な工事関係書類」（各局が独自に定めている様式）

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

全様式数 削減・簡素化可能な様式数 削減・簡素化率

各局が独自に定めている様式 延べ246様式※２ 延べ41様式※２ 約２割

※2：7局が独自に定めている様式（重複様式含む）の延べ数

1 主要資材に関する発注予定表 ○ ・発注予定表を施工計画書に記載する等で、提出不要

2 材料検査に関する予定表 ○ ・検査予定表を施工計画書や週報に記載する等で、提出不要

3 材料検査計画に関する申請書 ○ ・施工計画書等に記載することで、提出不要

4 材料検査に関する計画書 ○ ・施工計画書等で必要事項が確認できる場合は、提出不要

5 立会い・確認に関する請求書 ○ ・確認・立会い希望日やその他必要事項を週報に記載する等で、提出不要

6 工事状況に関する報告書 ○ ・類似する統一様式26「（協議・報告）書」を用いることで、当該様式は削減

7 施工に関する協議書 ○ ・類似する統一様式26「（協議・報告）書」を用いることで、当該様式は削減

8 長期閉所に関する届出 ○ ○
・現場の閉所期間その他必要事項を週報に記載する等で、提出不要
※メールで提出した場合は、紙の提出は不要

9 緊急連絡体制表 ○ ○
・緊急時の連絡体制を施工計画書に記載する等で、提出不要
※メールで提出した場合は、紙の提出は不要

10 コリンズ登録に関する書類 ○ ・オンラインで確認が可能な場合は、提出不要

11 任意の事項に関する報告書 ○ ・他様式に統合することで当該様式は削減

12 材料搬入に関する実績調書 ○ ・使用材料のパンフレット等をURLを記載することで、書類の提出は不要

13 下請負契約に関する実績調書 ○
・施工体制台帳及び施工体系図に記載がある場合は、提出不要
・建設業法上、施工体制台帳及び施工体系図に記載の必要がない警備業者や運送業者等については、提出が必要

14 工事の工程表に関する届出 ○ ・計画工程表は施工計画書に記載しているため、削減

15 事故経過に関する報告書 ○ ・別途、事故報告書を提出しているため、削減

16 作業予定に関する日報 ○ ・作業計画書に記載できるため、削減

17 工事作業に関する日報 ○ ・履行報告は月報で報告できるため、削減

18 実施工程表 ○ ・類似様式を代用するため、当該様式は削減

簡素化番号 名称 備考削減

【表２】
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②事業継続のための取組 【円滑な事業執行に向けた取組】

第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

週休２日工事契約件数の拡大

■令和元年度：約７７０件
⇒ ■令和２年度（見込み）：約８９０件※

週休2日が着実に浸透！

コロナ禍で生じた課題と対応

⇒コロナ禍においても、週休2日の確保を推進

＜週休２日工事の推進＞

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

概要・効果

〇コロナ禍においても都民生活を支える上で欠かせない公共事業継続のため、受注者の就業環境改善に向けて、
「週休２日工事の推進」「適正工期の確保」「工事の施工時期・委託の履行期限における平準化」の3つの取組を推進

課題

・感染防止対策に時間を要し、作業効率が低下

・材料の工場製作が遅延し、休日の施工が必要に

・競合工事がコロナの影響により遅延し、工程の見直しが必要に

対応

・コンクリート二次製品の利用により、作業効率を改善

・受注者の意向を確認し、必要に応じて工期延伸を実施

・複数の工程計画を想定し、コロナ禍の不慮の事態に備えた

コロナ禍における工事・設計等委託の一時中止

■令和2年5月末(緊急事態宣言解除)時点での一時中止案件の

令和2年12月末時点での工期延伸の状況※

※対象局：工事件数が多い以下の８局（財務局、都市整備局、住宅政策本部、建設局、港湾局、交通局、水道局、下水道局）

＜適正工期の確保＞

工事

一時中止件数
（令和2年5月末）

工期延伸
実施済/実施予定
（令和2年12月末）

工期延伸を
行う/行った割合

541 件 496 件 91.7 %

（一部案件で実施しない/していない理由）
・工程の見直しを行い、受注者が既定工期内に工事等が完了すると判断
・中止をかけた範囲が部分的であったため、全体工程には影響が無かった
・工事等を打ち切ることで合意し、未完了分は次期工事等として発注

⇒受発注者間で協議を行い、適正な工期を確保

設計等委託

一時中止件数
（令和2年5月末）

工期延伸
実施済/実施予定
（令和2年12月末）

工期延伸を
行う/行った割合

380 件 328 件 86.3 %

次年度に
向けて

「週休２日工事の推進」は、都全体で浸透がみられ、「適正工期の確保」はコロナ禍においても
着実に実施している。今後も各局において、引き続き取組を推進していく。



②事業継続のための取組 【円滑な事業執行に向けた取組】
＜工事の施工時期・委託の履行期限における平準化＞

第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

■令和３年度を目標年度とした目標値を定め、全庁を挙げて平準化に係る取組を推進

背景

令和3年度の目標達成に向け、今後も各局の取組状況や好事例等を共有し、全庁を挙げて平準化を着実に推進

都の取組状況

■運用指針の改正を受け、これまでのゼロ都債や工期12か月未満の債務負担行為に加え、繰越明許費の効果的な活用を推進。

（１）公共施設整備・管理の継続へ向けた危機管理強化の取組

〇令和元年6月「品確法」、令和2年1月「運用指針」が改定され、工事・設計等委託の平準化に係る取組が発注者の責務に

※連続する3ヶ月間で最も低い平均値となる期間（4～6月）の平均稼働件数／年度の平均稼働件数

次年度に
向けて

業種
平準化率※（工事） 2～3月に履行期限を迎える件数割合（設計等委託）

建築 土木 設備 設計 測量 地質調査

目標（R3年度） 0.90以上 0.90以上 0.80以上 40％以下 40％以下 35％以下

参考（R1年度実績） 0.80 0.85 0.81 49％ 47％ 41％

〇債務負担行為や繰越明許費の活用により、適正工期の確保と施工時期等の平準化に取り組む

Ｘ年度 Ｘ+1年度

現行

繰越明許費を活用
した柔軟な発注

契約予定 完了発注予定
工事

契約時期が遅れた

単年度に収まるよう、発注を予定していた工事
の縮小・分割または見送りにより対応

現年予算 繰越明許費

《繰越明許費の効果的な活用イメージ》

予定していた工期だと年度を跨ぐ 繰越明許費を活用し、年度跨ぎで発注
（予定していた工期での発注が可能）
※発注者の責によらない予算成立後の事由により、

当初予定していた契約時期が遅れた場合に限る

⇒閑散期（年度前半）の工事稼働や年度
末に集中する履行期限の分散に寄与

15



図：(株)Agoop「人口推移分析ツールPapilio」の
データを加工して東京都で作成

（左）滞在人口の推移（HP公開）
・新宿駅15時のデータ
・2020年1月の平均値を基準とした減少率

（下）大型休暇中の都内滞在人口に関する分析
・ステイホームの呼び掛け後、都内に留まった

人数の推計値（午前２時のデータ）
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①暮らしや働く場の改革の推進 【公共の場や交通機関の混雑緩和】

（２）「新しい日常」とその先の社会を支える取組

引き続き、携帯電話位置情報の特性を踏まえ、人流データの活用を検討していく

・コロナ禍において大きく変動した人流状況の早期把握及び情報発信

背景、目的

実施内容

第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

＜人流データの活用＞

・携帯電話の位置情報を活用し、早期（前日のデータを翌日に反映）に、各地（任意のエリア選択が可能）
の人流データを把握

・ターミナル駅周辺や繁華街の滞在人口について、感染拡大前(昨年１月)と比較した減少率の推移をＨＰで
公開（通常週１回更新、緊急事態宣言発令中は減少率の値を毎日更新）するなど、適宜情報発信

・データ特性を踏まえ、データに付属する情報（居住地に関する属性）をもとにした分析も実施

休日

平日

次年度に
向けて

2020年 2021年

2020年の
年間平均

夜
間
の
滞
在
人
口

（
都
外
か
ら
の
流
入
者
を
除
く
）

感
染
拡
大
前
と
比
較
し
た
滞
在
人
口
の
減
少
率

新宿駅15時のデータ
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第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

今年度の取組

①暮らしや働く場の改革の推進【公共の場や交通機関の混雑緩和】

（２）「新しい日常」とその先の社会を支える取組

• 感染症流行前と比較したピーク時の駅利用者は、

前回の緊急事態宣言時（2020.4）は約７割減

• 一部企業は、原則テレワーク、通勤費は実費支給へ

• 混雑回避を促す具体的な情報提供等が必要

• コロナ禍前後の人流変化をビッグデータ解析
㈱ブログウォッチャーが所有するスマートフォンの位置情報データを分析

• 国と連携し、混雑情報提供の在り方検討を開始

• 「冬のスムーズビズ実践期間」を設定し、
オフピーク通勤実施等を企業等へ呼びかけ

• 現在の緊急事態宣言下では出勤者数の７割削減を要請中

⇒一都三県が共同で、鉄道の終電時刻の繰上げや

テレワーク実施の更なる強化等を要請

コロナ禍における変化と課題

＜混雑の見える化、オフピーク通勤＞

■ビッグデータを活用した鉄道混雑状況の変化イメージ
（2019年11月第３週 8：00～8：30との比較）

・スムーズビズの定着に向け、企業や利用者へ継続的に呼びかけ・混雑等の情報提供を推進
・鉄道事業者等と連携した中長期的な混雑緩和策を検討

次年度に
向けて

取組内容

・技術系職員の業務効率化に資するサテライトオフィスを試行的に設置 ⇒引き続き検討
・ポストコロナにおけるまちづくりについて、不動産や交通など様々な分野の企業や業界団体等に対する
調査を準備中（R２年度中調査予定）⇒まちづくりの懇談会に活用

【働き方改革の推進】＜都施設を活用したサテライトオフィス、ポストコロナにおけるまちづくりの懇談会＞

2019年11月を1とした場合の指数

＜2020年4月第５週 8：00～8：30＞



（２）「新しい日常」とその先の社会を支える取組 第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

 下水道局の水再生センターやポンプ所における雨水ポンプ運転員の負担軽減のため、ICT・AI技術を活用した流
入予測技術を開発し、降雨時における最適な雨水ポンプの運転を支援する。

目的

②生産性やまちの付加価値を高めるICT・デジタル化の推進 【ICTを活用した公共施設整備・管理】

＜ICT・AI技術等の活用＞ 次世代のポンプ運転支援に向けた流入予測技術の開発

検討内容

＜研究イメージ＞

雨水ポンプ運転時のデータ蓄積、運転員支援ガイダンス項目の整理

18

収集した各種データから、機械学習による流入予測モデルの開発を実施中
（各種データ：降雨状況、水位、阻水扉開度、揚水量、発電電力量 など）

＜検討の状況＞

＜スマートメータの導入＞「水道スマートメータトライアルプロジェクト」を推進

スマートメータ実導入に向けたフィールド検証、利便性向上のためのポータルサイトの構築

目的、目標

取組内容

2024年度までに“晴海地区”や
スマート東京先行実施エリアの
“西新宿”などへ10万個設置

・導入を契機としたオールペーパーレス化

Webによる口座振替の受付開始（R2.3～実施中）

⇒受付の約1/4がWeb申込を利用

請求書のWeb化，キャッシュレス支払（R2年度末開始予定）

・晴海地区で自動検針を開始（R2.1～実施中）
⇒通信状況は良好で、遠隔により使用水量を把握

・水道スマートメータの仕様の共通化に向け、

横浜市や大阪市と調整中（R2年度末予定）

・ 導入コストの縮減、局事業への活用について効果を検証
・ 時代に合わせたお客さまサービスの提供

次年度に
向けて

次年度に
向けて



第107回東京都技術会議
コロナ対応部会

＜３Dデジタルマップイメージ＞

Base Map

Land

Building

City Planning

建物現況

３D都市モデリング

都市計画

地形・地質

土地利用

取組内容（今年度末）

• スマート東京が目指すデジタルツインの情報基盤とな
る都市の３Dデジタルマップを構築し、都市を取り巻
く課題解決の高度化を図るDXを実現し、QOSやQOL
の向上につなげる

背景、目的

（２）「新しい日常」とその先の社会を支える取組

②生産性やまちの付加価値を高めるICT・デジタル化の推進 【ビッグデータ等を活用したまちづくり】

＜自動走行モビリティ（南大沢地区のスマートシティ）＞

• ３Dデジタルマップの作成（モデルエリアから順次）
に向け、仕様の構築、導入・運用手法を検討する

＜都市の３Ｄデジタルマップ化＞

取組内容

③自動走行可能なモビリティ等の実証実験

①南大沢スマートシティ実施計画の策定

②地域の課題、先端技術による対策の検討

地域の課題
・丘陵地の高低移動の負担軽減、住宅団地から駅・バス停へのアクセス交通の確保

・鉄道とバス・タクシー・自転車等の円滑な乗換、地区内の快適な移動

多様な自動走行モビリティ等の検討及び実証実験の実施・評価検証

19

（自動運搬ロボット）（自動走行車いす）

令和２年度の検討結果に基づき、モデルエリアにおいて３Dデジタルマップを構築

次年度に
向けて

次年度に
向けて

＜南大沢スマートシティ協議会設置（R2.10）＞

先端技術に

よる対策

〇自動走行車いす、電動シェアサイクル・キックボード、自動運転EV（小型モビ

リティ、タクシー、デマンドバス等）の導入

〇MaaS、TDM（カーシェア、P&R）、ITS（道路交通・駐車場情報等）の推進

実証実験

（予定）

自動走行モビリティ
（高齢者等移動支援）

＜ユースケースのイメージ＞

混雑状況の３D可視化

地域の課題



「技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成について」

目的 ３つのシティを実現し「新しい東京」をつくるためには、都市活動や都民生活を支える社
会資本の充実に携わる技術職員の役割が重要である。このため東京都の技術を支える「都庁技術
者」の人材確保及び人材育成の方策について「ウィズコロナ」の視点も踏まえ検討する。

・若手職員勉強会での活用や活用状況・要望等を把握し修正・追記を検討

（１）都庁技術者スタートアップブックの活用（第2版）平成31年3月

・局横断的な体感型講習会を開催し技術力向上を図る

（２）現場講習会の実施

（４）東京都人材育成センター 技術セミナーとの協働
・施設見学・講演などの各カリキュラムをバックアップ

（３）先端情報技術の導入に向けた都庁技術者の育成
・ＡＩ、ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ、ＩoＴなどの導入に向けた技術職員の情報活用スキルの向上

（１）令和３年度採用活動に向けたＰＲ活動

（２）令和２年度合格者（内定者）のフォローアップ活動

人材育成に関するこれまでの主な取組内容

人材確保に関するこれまでの主な取組内容

・採用試験応募者増を目的に各種イベントを通して「都庁技術職」をＰＲ

・都の技術職の業務について理解を深めてもらうためのフォローアップ

20

（３）将来の担い手へのPR
・東京Ｔｅｃｈブログ、インフラポータルサイト等の拡充

令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会 資料２



（１）令和３年度採用活動に向けたＰＲ活動
採用試験応募者増を目的に各種イベントを通して「都庁技術職」をＰＲ

技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成
令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会

人材確保に関するこれまでの主な取組内容（１/３）

〇理系学生向け学校訪問 令和３年２月現在（現在も継続中）

今年度の特徴 オンライン形式への転換

開催済み及び開催確定 32大学（オンライン＝27、訪問＝2、その他＝3）

学生の反応 都庁の仕事がイメージできた、など

説明者の反応 訪問より手間が少ない、ＰＣ環境拡充が必要など

［オンライン説明会］

都庁舎

学生自宅

総務局・人事委員会と協働

〇都庁WEB EXPO

開 催 日 令和2年8月4日（火）、5日（水）

派遣職員 建築職、土木職（若手およびベテラン）

聴講者数 約800名（うち約3割が技術職志望）

聴講者の反応 多様な仕事に魅力を感じた、

長期計画に携われることが興味深い、 ［WEB EXPO 説明スライド］

〇パンフレット「理系のシゴト」更新

・若手職員紹介記事へ職員派遣（建築職、土木職、機械職、電気職）

・座談会テーマ提案「浜松町・竹芝エリア周辺まちづくり」
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技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成
令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会

人材確保に関するこれまでの主な取組内容（２/３）

（２）令和２年度合格者（内定者）のフォローアップ活動
都の技術職の業務について理解を深めてもらうためのフォローアップ

〇合格者向け合同事業説明会

開催日・方法 令和2年11月14日（土）・オンライン

参加局 財務局、都市整備局、建設局、港湾局、住宅政策本部、水道局、下水道局、交通局

対象職種 建築、土木、機械、電気

開催概要 局別、職種別に技術職に係る事業を紹介

各局のリーフレットを合格者用サイトに掲載

〇本庁職場見学会

開催日 令和2年12月７､８日（人数抑制、検温、消毒等）

開催局 都市整備局、建設局、港湾局、

住宅政策本部、水道局、下水道局

内 容 事業説明、職場見学、若手職員懇談会等

参加者 46名
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技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成
令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会

人材確保に関するこれまでの主な取組内容（３/３）

（３）将来の担い手へのPR
東京Ｔｅｃｈブログ、インフラポータルサイト等の拡充

〇東京Techブログの一般公開

目 的 東京都技術職の魅力を職員及び都民に発信することで、

職員間の相互理解促進や技術職員の確保・育成につなげる

実 績 TAIMSメールにより、ブログ記事を庁内配信（月２回程度） 計16回

内 容 各局の技術、施設整備、仕事の紹介

公開サイト （案） ｎｏｔｅ（都庁内組織の実績あり・広告非表示などによる）

スケジュール（案） 令和3年2月：開設準備（各局役割分担、ルールづくり、初回記事作成、等）

3月：一般公開開始

庁内意見を考慮した今後の方針

・メール容量削減のため、ブログサイトへ移行

・各局技術の知見を広めるため、局や技術を拡充

・専門用語を控えて分かりやすい記述

公務員志望や都庁合格者の意見を考慮

・技術系公務員の具体的な仕事内容を紹介

（計画～設計～工事監理～施設管理など）

・若手インタビュー、ライフワークバランスなどソフト記事

庁内での試行、公務員志望者等の意見を考慮のうえ、一般公開に移行する

23



若手職員勉強会での活用や活用状況・要望等を把握し修正・追記を検討

（１）都庁技術者スタートアップブックの活用（第2版）平成31年3月

人材育成に関するこれまでの主な取組内容（1/4）

24

技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成

○全職員が閲覧可能な電子版の情報提供

令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会

・更なる活用の促進を図るため、各局技術職員11,480名に再周知を実施

○スタートアップブックを活用して研修等を実施

○昨年度実施したアンケート結果を修正等に活用

・令和3年1月1日付新規採用の技術職員に「都庁技術者スタートアップ
ブック」の配布を実施。

【令和2年9月実施状況アンケート結果】
・小規模な勉強会等で活用

【令和2年12月実施状況アンケート結果】
・オンライン形式により実施
・若手技術職員に向けて自宅学習実施を周知
・局内の掲示板（データベース）にて周知し、若手職員の閲覧を確認

・アンケート結果の修正に加え、ウィズコロナ、コンプライアンス、DX推進等、
新たな取組を踏まえ、年度末までに修正



局横断的な体験型講習会を開催し技術力向上を図る

（２）現場講習会の実施

人材育成に関するこれまでの主な取組内容（2/4）
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技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成

○施設見学会 東京国際クルーズターミナル

完成した施設において、工事記録等資料をモニター画面で紹介する形で実施
・日程：令和2年11月10日 第1回10:00～ 第2回14:00～ 参加人数：各回30名
・感染予防（検温、消毒、マスク、ディスタンス等）の上で実施

令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会

（工事概要説明） （大型スクリーンにて
工事記録映像を上映）

（岸壁にてボーディングブリッジの説明）

座学 現場にて体感学習 質疑

《参加者の声》
・建設現場の講習会も良いが、完成施設での講習会は、イメージが得やすく理解が深まった。

特に施工から完成までの映像資料は、施工の流れがとてもよく分かった。

・土木と建築物の一体化について、設計時の創意工夫や施工時の苦労話なども聞けて良かった。

・他局の事業を見ることで、知見が広がった。
・今後もこのような機会を設けてほしい



（３）先端情報技術の導入に向けた都庁技術者の育成

人材育成に関するこれまでの主な取組内容（3/4）
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技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成

ＡＩ、ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ、ＩoＴなどの導入に向けた技術職員の情報活用スキルの向上

○庁内ＩＣＴ系職員によるＡＩやデータ分析ツール等を活用した研修
～戦略政策情報推進本部によるダッシュボードの活用に向けた研修～

① 基礎講習編 ：令和2年10月29日 受講人数：25+12名 (計37名)
リモート(スカイプ)による形式と会議室での集合形式を同時に開催

②操作実践編：令和2年12月18日 受講人数：14名(集合形式)
ツールによるダッシュボード画面構築の操作演習

令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会

〇資格取得支援
・ITパスポート試験の周知（試験案内書を配布）を実施

・試験HPのURL配信 https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html

《参加者の声》
・データを使って実際にツールでダッシュボード画面を作成する事が
出来たので、利便性を理解することができた。

・実際に操作することで、自分の見たい情報を確認出来る為、総合的
な判断を伴う業務等に生かせると感じた。

・業務でグラフ作成や集計等があるので、ツールで可視化すれば、新た
な視点で関連性等が把握できることがわかった。



人材育成に関するこれまでの主な取組内容（4/4）
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技術力の維持向上に向けた技術職員の確保と育成

（４）東京都人材育成センター 技術セミナーとの協働

施設見学・講演などの各カリキュラムをバックアップ

〇技術セミナー

オンライン講演会（予定）

人材育成センターと開催に向けて調整中

講演内容① 「都市の危機管理経営」（外部講師）
災害・防災や脱炭素化社会などの最近のトレンドに加え、
ウィズコロナの観点も含め幅広く講演

講演内容② 「これからの都の技術職員のあり方」
技術系部長による講演

実施方法 リモート形式(スカイプ)と(Zoom)による同時講演

実施時期 令和３年２月18日の開催予定

対 象 技術系職種の職員及び希望する職員（200名程度）

令和２年度 東京都技術会議 技術力維持向上部会


