
No. 分野 事業名 事業概要

１
出産・子育て
への支援

子育て情報共有アプリ・
サイト

育児不安の解消のための情報や、子育てのヒントとなるような情報を容易に得ることが
できるよう「とうきょう子育てスイッチ」アプリ・サイトの情報を拡充する。

２
将来を担う
若者の育成

地域での伝統文化の継承
多様な文化を尊重できる態度や資質をはぐくむため、各地域で有識者等を招き、児童・
生徒が様々な伝統・文化を体感し理解する機会を創出する。

３
長寿社会
の実現

ドライブシミュレータを
活用した高齢ドライバーの
交通安全対策

高齢ドライバーの交通安全に向け、ドライブシミュレータ等を活用した交通安全セミナー
等を開催する。

４
長寿社会
の実現

TOKYOシニア食堂推進事業
地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができるTOKYO
シニア食堂の取組を推進する。

５
女性の
活躍促進

働く女性の健康に関する
普及啓発

女性が健康を保ちながら働き続けやすい職場環境の推進に向け、生理や更年期症状など、
女性特有の健康課題について普及啓発を図る。

６
バリアフリー
化の推進

鉄道駅バリアフリー
充実事業

障害者や高齢者等が駅構内で円滑に移動できる環境の充実に向け、ターミナル駅等に
おける手すりやエレベータの増設、段差のスロープ化の要否などを調査する。

７
共生社会
の実現

難病患者やその家族への
理解促進事業

患者本人やその家族等による講演会の実施や、理解促進ツールの作成などにより、学生
などの若者世代が難病について学び理解する機会を創出する。

８
共生社会
の実現

「東京都障害及び障害者理
解促進動画」制作・配信

共生社会の実現に向け、障害を知り、障害者について理解してもらうため、伝え方や
見せ方を意識した「東京都障害及び障害者理解促進動画」を制作し、配信する。

９ 防災対策
誰もが使いやすい東京都
防災アプリ

東京都防災アプリの機能を拡充し、子供や高齢者など、誰もが使いやすいアプリにするこ
とで、災害対応力を向上させる。

10
ゼロエミッ
ション

東京の実現

SDGsスポーツ
「プロギング」による環境
美化・健康増進等の推進

ごみ拾いとジョギングを掛け合わせたスウェーデン発祥のスポーツ「プロギング」
イベントを開催し、都内環境美化と都民の健康増進に向けた意識啓発を図る。

11
住環境の
維持向上

マンション長期修繕計画
見直し支援

マンション管理組合等が長期修繕計画を円滑に見直すことができるよう、アドバイザーを
派遣し、マンションの適正な維持管理を促進する。

12
農林水産業
の活性化

TOKYO スイーツ・コンテ
スト
～東京産食材を食べよう！

「東京味わいフェスタ」において、東京産食材を使用したスイーツコンテストを開催し、
東京産食材の魅力を発信する。

13 島しょの振興
電子通貨「しまPAY」の
導入

東京１１島などでお得に使用でき、各島への応援にも繋がる電子通貨「しまＰＡＹ」を
導入し、島しょ観光の更なる活性化を図る。



育児不安の解消のための情報や、子育てのヒントとなるような情報を容易に得る

ことができるよう「とうきょう子育てスイッチ」アプリ・サイトの情報を拡充する。

No.1 子育て情報共有アプリ・サイト

• 子育て世帯が抱える悩みや不安に応えるための情報が充実

• 様々な不安や悩みに対応する情報を容易に得ることにより、子供を産み
育てやすい社会の実現に寄与

期待される

効果

出産・子育て

への支援

どうしたら
泣き止んでくれるの～

イヤイヤ期には
どう関われば…

 育児不安等の解消

 子育てのヒント など

アプリ・サイト情報の拡充 子育て情報の更なる充実



多様な文化を尊重できる態度や資質をはぐくむため、各地域で有識者等を招き、

児童・生徒が様々な伝統・文化を体感し理解する機会を創出する。

No.2 地域での伝統文化の継承

• 日本の伝統・文化についての子供たちの理解が深まり、日本の良さを
発信する能力や多様性を尊重できる資質を育成

• 伝統や文化に興味を持つ人が増えることにより伝統文化を次代に継承

期待される

効果

将来を担う

若者の育成

 自分の身近な地域や、自国の
伝統・文化の価値を理解

 他国の伝統や文化を理解し尊重

伝統・文化について学び体験する機会の創出

 国際社会に生きる日本人としての
自覚と誇りを涵養

伝統文化の継承・多様性の尊重



高齢ドライバーの交通安全に向け、ドライブシミュレータ等を活用した交通安全

セミナー等を開催する。

No.3

• セミナー等を通じて自身の運転行動を振り返ることで、高齢ドライバー
の交通安全意識が向上

• 運転免許の自主返納や安全運転サポート車への移行を自身及び家族で
考える契機とし、高齢ドライバーの事故防止を啓発

期待される

効果

長寿社会

の実現

最近視野が狭く
なったかな…

自分の運転が
少し不安だな…

ドライブシミュレータを活用した
高齢ドライバーの交通安全対策

 自身の動体視力等の
現状把握

 運転に関わる能力と、
能力が低下した際の
影響を確認 など

ドライブシミュレータを
活用したセミナー等の開催

免許返納やサポカーの
相談をしてみようかな…

高齢ドライバーの
交通安全意識向上



地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができる

TOKYOシニア食堂の取組を推進する。

No.4 TOKYOシニア食堂推進事業

• 高齢者の交流機会の増加、心身の健康増進

• 多世代交流の拠点にもなり、地域コミュニティが活性化

期待される

効果

長寿社会

の実現

高齢者の一人暮らし世帯数の増加
食を通じた

高齢者の居場所づくり

 交流機会の増加

 心身の健康増進

 多世代交流 など



女性が健康を保ちながら働き続けやすい職場環境の推進に向け、

生理や更年期症状など、女性特有の健康課題について普及啓発を図る。

No.5 働く女性の健康に関する普及啓発

• 都内企業におけるヘルスリテラシーを高め、女性が健康を保ちながら
働き続けやすい職場環境の実現を後押し

• 女性の職域拡大が進み、積極的にキャリアアップに挑戦できるようにな
るなど、女性活躍を一層促進

期待される

効果

女性の

活躍促進

頭痛

動悸

イライラめまい

ほてり

倦怠感

腹痛

不眠

 女性の健康課題に関する
社員の意識、職場環境の
課題、企業の取組などに
ついて、情報収集・分析

 結果を活用し、普及啓発を
実施（好事例の発信等）

女性が輝く
職場環境づくり



障害者や高齢者等が駅構内で円滑に移動できる環境の充実に向け、ターミナル駅等

における手すりやエレベータの増設、段差のスロープ化の要否などを調査する。

No.6 鉄道駅バリアフリー充実事業

• バリアフリールートの複線化など、駅ごとの課題を把握

• 障害者や高齢者をはじめとするあらゆる人が鉄道を安心して快適に
使える環境の整備を後押し

期待される

効果

バリアフリー

化の推進

この出口から出られると
目的地に近いのだけど…。

鉄道駅バリアフリー
状況調査

更なるバリアフリーを検討



患者本人やその家族等による講演会の実施や、理解促進ツールの作成などにより、

学生などの若者世代が難病について学び理解する機会を創出する。

No.7
難病患者やその家族への
理解促進事業

• これからの社会を担う学生に対し、難病について学び、理解する機会を
設け、他者を思いやることのできる人材を育成

• 難病患者やその家族に対する理解を深め、社会参画を後押し

期待される

効果

共生社会

の実現

・難病とは

・苦労や症状

・治療方法 …

学生向け講演会の開催等

 難病は患者数が少ない
希少疾病であり、その症状
は目に見えるもの、見えない
ものなど様々

 そのため、周りから理解されず、
社会生活上困難に直面する
こともある

難病患者等へ対する
理解の促進



共生社会の実現に向け、障害を知り、障害者について理解してもらうため、伝え方

や見せ方を意識した「東京都障害及び障害者理解促進動画」を制作し、配信する。

No.8
「東京都障害及び障害者理解促進
動画」制作・配信

• 障害者に対する理解が深まり、バリアフリーが促進

• 多くの都民が身近な福祉を知り、寄り添える優しい共生社会が実現

期待される

効果

共生社会

の実現

 地域生活の中で必要と
している配慮

 街中で気づいてほしい
心遣い

 障害特性に応じた配慮
など

障害者の理解促進
に向けた動画の制作・配信

社会生活上、様々なバリア 障害者へ対する
理解の促進



東京都防災アプリの機能を拡充し、子供や高齢者など、誰もが使いやすいアプリに

することで、災害対応力を向上させる。

No.9 誰もが使いやすい東京都防災アプリ

• 子供や高齢者なども気楽にアプリを活用でき、防災情報へのアクセス性
が向上

• アプリの豊富な防災情報が有効活用され、災害対応力が更に向上

期待される

効果

防災対策

 機能やコンテンツの整理

 やさしい日本語を使用

東京都防災アプリ

 ふりがな表示

＜機能の拡充イメージ＞

東京都防災アプリ
の利便性向上



ごみ拾いとジョギングを掛け合わせたスウェーデン発祥のスポーツ「プロギング」

イベントを開催し、都内環境美化と都民の健康増進に向けた意識啓発を図る。

No.10
SDGsスポーツ「プロギング」
による環境美化・健康増進等の推進

• 環境美化に関する意識の向上に加え、参加者の健康増進にも寄与

• 本イベントをきっかけに、各地域・コミュニティー単位や個人での環境
美化に対する取組として普及

期待される

効果

ゼロエミッション

東京の実現

ごみ拾い ジョギング

※

※プロギング（Plogging）
スウェーデン語の「plocka upp（拾い上げる）」と英語の「jogging（ジョギング）」を組み合わせた造語

プロギング※

 健康増進

 地域コミュニティの
活性化 など

加えて・・・

環境美化に関する
意識啓発



マンション管理組合等が長期修繕計画を円滑に見直すことができるよう、

アドバイザーを派遣し、マンションの適正な維持管理を促進する。

No.11
マンション長期修繕計画
見直し支援

• マンションの経年劣化に対応した適時適切な修繕を後押し

• 適正な維持管理により、良質なマンションストックの形成を促進

期待される

効果

住環境の

維持向上

マンション管理組合

派遣

アドバイザー

 資金計画を含めた
長期修繕計画の
適切な見直し

 必要に応じて、
耐震診断へ繋げる

マンションの適正な管理



「東京味わいフェスタ」において、東京産食材を使用したスイーツコンテストを

開催し、東京産食材の魅力を発信する。

No.12
TOKYO スイーツ・コンテスト
～東京産食材を食べよう！

• スイーツコンテストを通じて、東京産食材の魅力を多くの方々に発信

• 農産物や畜産物など、多様な東京産食材に興味を持つ人が増え、都内の
農林水産業が活性化

期待される

効果

農林水産業

の活性化

東京産食材を活用したスイーツコンテストを開催

 東京産食材の活用度、
味や見た目などで評価
を行い、表彰

東京産食材の
魅力発信



東京１１島などでお得に使用でき、各島への応援にも繋がる電子通貨

「しまＰＡＹ」を導入し、島しょ観光の更なる活性化を図る。

No.13 電子通貨「しまPAY」の導入

• ポイント付与による島しょ観光の活性化に加え、「ファン島」登録によ
る還元により、各島の魅力を生かした観光促進に向けた取組を後押し

• 需要喚起により島内の観光関連事業者を支援

期待される

効果

島しょの

振興

東京
11島

 11島の中から、
自分の好きな島＝ファン島を登録

 電子通貨をチャージした際に、
一定割合を利用者及び登録
された「ファン島」に還元

私は〇島が好き！

私は▲島！

各島の魅力を活かした
更なる観光振興


