
No. 分野 事業名 事業概要

1
出産・子育てへ

の支援

チャットボット導入による
子育て支援情報の発信

東京の子育てに関する情報をまとめた「とうきょう子育て応援ブック」の内容を

活用し、子育て相談のチャットボットを導入して、サービスの向上を図る。

2
将来を担う若者

の育成
子供の外遊び促進事業

楽しく遊べる、面白い外遊びをYouTubeなどで発信し、外遊びの魅力を伝え、

外遊びをする子供を増やす。

3 長寿社会の実現 オンライン de 介護予防
新しい日常のもとでも高齢者が介護予防・フレイル予防に取り組めるよう、

オンラインで介護予防・フレイル予防プログラムに参加できる体制を整備する。

４
女性が輝く社会

づくり

出産・子育てに関する
男性への意識啓発

男性社員が育児休業を取得しやすい職場づくりを促すため、男性の経営者や管理職を

対象とした意識啓発を推進する。

5 共生社会の実現 誰もが使いやすい駅づくり
年配の方や障害のある方にとって更に便利な駅とするため、スマートフォンアプリや

AIを活用したサポート体制を強化する。

6 共生社会の実現
公共施設のトイレへの
介助用大型ベッドの設置促進

公共施設のトイレのバリアフリー化を一層推進するため、高齢者や障害者が

横になっておむつの交換や着替えができる介助用大型ベッドの整備を促進する。

7 感染症対策 手洗い場の設置促進
新型コロナウイルス感染症対策として、多くの方が利用する公共の場に手洗い場を

設置し、こまめな手洗いができる環境を整備する。

8 防災対策
若者世代をターゲットとした
防災意識の啓発

防災週間（8月30日～9月5日）にYouTuber等とのコラボレーション動画を配信し、

主に若年層の防災意識向上を図る。

9
起業・創業、イノ

ベーションの促進

起業したい学生向け
インターンプラットフォーム事業

インターンシップを通じて、大学生にスタートアップ企業等で働く機会を提供する

ことで、起業を含めた幅広い将来の選択肢を持つ学生を増やしていく。

10
起業・創業、イノ

ベーションの促進

小さなアイデアから育てる
創業サポート

起業・創業に関心・意欲のある人々が集まる機会を提供し、アイデアをブラッシュ

アップ。さらに、有望な事業は都の創業支援策でサポートしていく。

11
起業・創業、イノ

ベーションの促進
「起業MAGAZINE」の作成

起業のノウハウや海外スタートアップの最新情報など、起業情報を網羅した情報誌

「起業MAGAZINE」を作成し、フリーマガジンとして都の施設等で配布する。

12
脱炭素社会の

実現

生物多様性への関心を高めるための
普及啓発動画の配信

人々の生物多様性への関心を高めるため、生物多様性の危機や、得られる恵み、

その重要性などについて説明した動画を配信する。

13
社会のデジタル

シフトの推進

ラストワンマイルの経路情報
提供基盤の構築

ターミナル駅では、時間帯や経路によって隣接施設のエレベーターを利用できない

ことがあるため、エレベーターの稼働時間等を収集し、オープンデータ化する。



東京の子育てに関する情報をまとめた「とうきょう子育て応援ブック」の内容を

活用し、子育て相談のチャットボットを導入して、サービスの向上を図る。

No.1
チャットボット導入による
子育て支援情報の発信

• ユーザーの入力したキーワードから関連性の高い情報が提示されること
で、入手したい情報へのアクセス性が向上

• キーワードなどの分析を通じ、利用者のニーズを都が把握することで、
子育て施策立案の参考情報として活用可能

期待される

効果

子育ての相談をしたい

こちらの情報はどうでしょう
・子供の健康や成長のこと
⇒保健所・保健センター

・子育ての不安や悩み
⇒子供家庭支援センター

チャットボット ありがとう！

出産・子育て

への支援

とうきょう子育て応援ブック

 都や区市町村が実施
している様々な子育て
支援サービスを掲載
した冊子

 子供の年齢や困りごと
の内容に合わせて情報
を掲載



楽しく遊べる、面白い外遊びをYouTubeなどで発信し、外遊びの魅力を伝え、

外遊びをする子供を増やす。

No.2 子供の外遊び促進事業

• 外遊びを楽しむ子供が増えることで、子供の体力向上につながる。

• 昔から伝わる外遊びを紹介することで、子供に伝統文化を伝えていく

こともできる。

期待される

効果

外遊びの魅力を動画で発信
ボールを使えない公園や遊具のない公園、

小さな公園でも、外遊びを楽しめる

 YouTubeなどの動画コン
テンツは親子で手軽に視聴
でき、目に留まりやすい

 影響力があるYouTuber等と
協力して動画を配信

将来を担う

若者の育成

そとあそびをやってみた！



新しい日常のもとでも高齢者が介護予防・フレイル※予防に取り組めるよう、

オンラインで介護予防・フレイル予防プログラムに参加できる体制を整備する。

No.3 オンライン de 介護予防

自宅にいながら体力の維持を図り、人とのつながりを感じられるように

なることで、より多くの高齢者の健康状態を維持することができる。

長寿社会の

実現

※加齢に伴う身体機能の低下により、要介護状態に近づくこと

• 運動不足解消による心身の健康保持

• 各講座で参加者同士が交流することで、

人とのつながりの形成・維持

オンライン
体操教室

交流

期待される

効果



男性社員が育児休業を取得しやすい職場づくりを促すため、男性の経営者や管理職

を対象とした意識啓発を推進する。

No.4
出産・子育てに関する
男性への意識啓発

男性社員が育児休業を取ることが当たり前となることで、男女ともに仕事

と子育ての両立ができ、働き続けやすい職場環境が整備される。

女性が輝く

社会づくり

経営層・管理職に対して育休取得促進

などに関する研修等の実施
育休を取得しやすい

職場づくり
育休取りたいけど上司が
理解してくれるか不安…

男性産休など
最新の法改正情報

業務改善などの
好事例

期待される

効果



年配の方や障害のある方にとって更に便利な駅とするため、スマートフォンアプリ

やAIを活用したサポート体制を強化する。

No.5 誰もが使いやすい駅づくり

・駅のバリアフリー化を一層推進することで、誰もがより快適に安心して

駅を利用することができるようになる。

・アプリでの事前予約により、利用者以外の介助者や駅係員等の負担も軽減

（事業イメージ）

共生社会の

実現

介助をお願いしたいの

では〇駅でお待ちして
います。時間はアプリに
入力してください

ありがとう！

スマホアプリを活用した駅係員等による介助

駅係員へデータ送信

お困りですか？

階段下りるの不安だ…

助かった！

ＡＩカメラが

杖を自動探知

ＡＩを活用した駅係員等によるスムーズなサポート

期待される

効果



公共施設のトイレのバリアフリー化を一層推進するため、高齢者や障害者が横に

なっておむつの交換や着替えができる介助用大型ベッドの整備を促進する。

No.6
公共施設のトイレへの
介助用大型ベッドの設置促進

介助が必要な高齢者や障害者が安心して外出できるようになることで、

社会参加の機会を増やすことができる。

共生社会の

実現

狭いトイレでは大人のおむつ交換等が難しく、
本人や介助者の負担が大きい

大人のおむつ交換などに便利な大型ベッドを
トイレに設置する区市町村を支援

期待される

効果



新型コロナウイルス感染症対策として、多くの方が利用する公共の場に手洗い場を

設置し、こまめな手洗いができる環境を整備する。

No.7 手洗い場の設置促進 感染症対策

多くの方が利用する公共の場所に手洗い場を設置

手洗い場を設置し、普及啓発を行うことにより、感染症対策の基本である手洗いを徹底

手洗いの重要性について普及啓発

+

外出時にも手洗いができる環境を整備し、外出時にこまめな手洗いが可能

となることで、感染リスクを低下させる。

期待される

効果



防災週間（8月30日～9月5日）にYouTuber等とのコラボレーション動画を配信し、

主に若年層の防災意識向上を図る。

No.8
若者世代をターゲットとした
防災意識の啓発

防災への関心が薄い若年層の防災意識が向上するなど、日頃から災害への

備えを行う都民が増える。

防災対策

都が公開している防災関連コンテンツ

それぞれのアプリやホームページの使い方や体験談
を動画で配信、SNSを活用した周知広報を展開

YouTuber等

楽しみながら防災の基礎知識を
得られるなど、災害時に役立つ
コンテンツを搭載

簡単な質問に答えるだけで、
各家庭に応じた、必要な備蓄
品目・数量をお知らせ

避難に必要な知識を習得しながら、
適切な避難行動を事前に整理

×

期待される

効果



インターンシップを通じて、大学生にスタートアップ企業等で働く機会を提供する

ことで、起業を含めた幅広い将来の選択肢を持つ学生を増やしていく。

No.9
起業したい学生向けインターン
プラットフォーム事業

大学生がスタートアップ企業等での仕事を体験することで、起業を含めた

幅広い視野を持つ人材を育成できる。

新たに起業を志す学生の増加へ

スタートアップ・ベンチャー企業での

インターンシップを通じた様々な体験

起業・創業、

イノベーションの促進

期待される

効果



起業・創業に関心・意欲のある人々が集まる機会を提供し、アイデアをブラッシュ

アップ。さらに、有望な事業は都の創業支援策でしっかりサポートしていく。

No.10
小さなアイデアから育てる
創業サポート

都の創業支援拠点等で継続して支援。事業創出へ

起業・創業、

イノベーションの促進

市場調査、

講演会など

必要に応じて

都がサポート

起業・創業に向けたアイデアのブラッシュアップ

○○をターゲット
にしたい

私の経験では
・・・

一人では実現させることが難しい創業につながるひらめきやアイデアを、

具体的な事業の創出につなげる。

青山スタートアップ
アクセラレーションセンター

期待される

効果



起業のノウハウや海外スタートアップの最新情報など、起業情報を網羅した情報誌

「起業MAGAZINE」を作成し、フリーマガジンとして都の施設等で配布する。

No.11 「起業MAGAZINE」の作成

多くの方に起業をより身近なものとして感じてもらうことで、起業への

興味・関心が喚起される。

起業・創業、

イノベーションの促進

ノウハウや海外の情報などを

盛り込んだ起業MAGAZINEの作成

手にとった方の

起業のきっかけの一つに

フリーマガジンとして

都内各所で配布

スタートアップ
が活躍する海外
都市の最新情報

私の起業
体験談

期待される

効果



人々の生物多様性への関心を高めるため、生物多様性の危機や、得られる恵み、その

重要性などについて説明した動画を配信する。

No.12
生物多様性への関心を高めるための
普及啓発動画の配信

脱炭素社会の

実現

生物多様性がもたらす恵みとして・・

土砂流出の防止に
つながる森林

ヒートアイランド現象の緩和
につながる都市部のみどり

森林浴など健康増進に
つながる自然

生物多様性の重要性など
を伝える動画を配信

防災・減災や心身の安らぎなど生物多様性の機能や恵みについて、都民の

認知度が向上することで、生態系への負荷軽減に向けた行動変容を促す。

期待される

効果



ターミナル駅では、時間帯や経路によって隣接施設のエレベーターを利用できない

ことがあるため、エレベーターの稼働時間等を収集し、オープンデータ化する。

No.13
ラストワンマイルの経路情報
提供基盤の構築

社会のデジタル

シフトの推進

ターミナル駅の
ＥＶ稼働時間データを収集

オープンデータ化

民間企業等による
アプリなどサービス提供

スムーズな車いす移動

• 収集した情報をオープンデータ化することにより、案内表記の改良や

民間のルート探索アプリ等への活用が可能となる。

• ベビーカーや車いす利用者が鉄道を利用して移動する際の不安を解消

期待される

効果


