
平成 29 年 12 月８日 

財 務 局 

 

 

都民による事業提案制度 投票の受付を開始します！ 
 

東京都は、都民ファーストの視点に立ち、従来の発想に捉われない新たな視点から

都政の喫緊の課題を解決することを目的として、都民一人ひとりの声を直接反映させ

る新しい予算編成手法を試行的に実施しており、平成 29 年９月 29 日から 11 月７日

までの 40 日間で、都民の皆様から 255 件の事業提案をいただきました。 

このたび、都民の皆様からいただいたご提案をもとに構築した事業案の中から、各

対象分野（６分野）１事業程度を選定するため、都民の皆様によるインターネット等

による投票を実施いたします。 

都民の皆様からの投票の結果を踏まえ、平成 30 年度予算案に反映を図っていきた

いと考えておりますので、多数の投票をお待ちしております。 

 

＜投票の概要＞ 

（１） 投票対象事業 

別紙のとおり 

 

（２） 投票期間 

平成 29 年 12 月８日（金曜日）14 時から同月 22 日（金曜日）23 時 59 分まで 

（郵送は当日消印有効） 

 

（３） 事業案の閲覧 

投票期間中、東京都財務局ホームページ又は都民情報ルームにおいて閲覧できます。 

 

（４） 投票方法 

インターネット、郵送又はＦＡＸにより投票することができます。 

なお、電話による投票の受付はいたしません。 

① インターネットの場合 東京都財務局ホームページから投票画面へ進めます。 

  [ＵＲＬ] http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaisei/teian/touhyou.html 

② 郵送の場合 〒105-0004 東京都港区新橋５丁目１番５号ル・グラシエル BLDG.11-２階 

③ ＦＡＸの場合 03-6721-5146 

④ 宛て名    株式会社メディアンスフリー 都民による事業提案制度担当 宛 

       （インターネット投票業務の委託会社） 

※郵送・ＦＡＸによる投票の場合は、以下の必要事項を必ず記載してください。 

【必要事項】郵便番号、住所、氏名、年齢、生年月日、性別、投票分野、投票する事業名 

 

 【問合せ先】 

財務局主計部財政課 

内線 26-327 

電話 03-5388-2669 



 

（５）注意事項 

・投票を行う時点で満 18 歳以上であり、都内にお住まいの方を対象といたします。 

 ただし、東京都職員及び東京都議会議員は除きます。 

・投票は、都民１人当たり、１回までといたします。 

・投票は、１つの分野につき１事業を選択してください。 

・投票の際は、最低でもいずれか１つの分野には投票してください。 

・投票の際は、必要事項（郵便番号、住所、氏名、年齢、生年月日、性別、投票分野、投票

する事業名）を必ず記載してください。 

 

（６）投票受付後の流れ 

  受付終了後、投票の結果を踏まえ、知事が提案する平成 30 年度予算案への反映を図ってい

きたいと考えています。 

   

（７）その他 

・ご提案内容の採択結果や評価、投票結果などに対する個別の回答はいたしかねますので、

ご了承ください。 

・郵送代や通信料など、投票に係る一切の費用は、投票者ご自身の負担となります。 

・個人情報については、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条例第 113 号）

等の規定に基づき、適切に処理します。 

 

＜都民による事業提案制度について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都民ファーストの視点に立ち、都政の喫緊の課題を解決するため、「都民が提案し、都民が選ぶ」

仕組みを構築する。 

・都民の声を直接施策に反映させることで、行政にはない新たな発想の活用や、都民の都政への

参画を目指す。 

概要 

 

✓子育て支援 ✓高齢化対策 ✓働き方改革 ✓防災対策 ✓空き家活用 ✓環境対策 

対象分野 

・ IoT、AI、FinTech などの最先端技術の活用 ・ ビッグデータの活用 

・ ボランティアや地域コミュニティの活用  ・ 若者、女性、元気高齢者、障害者等の活用 

・ ゼロエミッション                              など 

期待する視点 

総提案件数 255 件 

・子育て支援…56 件     ・高齢化対策…44 件     ・働き方改革…33 件 

・防災対策 … 42 件     ・空き家活用…27 件     ・環境対策 … 53 件 

提案件数 



１．子育て支援
No. 事業名 事業概要 見積額 （都民による提案事業名）

1
子育て家庭のための
憩いカフェの設置促進事業

子育てひろばへの、親子が交流できる
カフェスペースの設置を支援

6,000万円程度
育児・介護中の
女性のための憩いの場
「ラテママ・ラテナナ」

2
ショートムービー「わたしは
こうして保育士になった
(仮)」の制作・配信

保育の仕事の魅力を発信するショートムー
ビーを制作・配信し、保育の仕事への理解
を促進

2億円程度
ドラマ「わたしはこうして保育
士になった」の製作・放映事業

3 子育てチャットボットの開発
AI技術を活用して、子育てに関する行政
サービスを案内するシステムを構築

1億円程度 子育てChatbot

4
森と自然を活用した
保育等の推進

自然環境を活用した園外活動を支援し、
子どもの「生きる力」を育む

2億円程度

グローバル社会を生き抜く次世
代育成のための「森と自然を活
用した保育・幼児教育・子育て
支援」推進事業

5
元気高齢者など多様な人々が
輝く子育て支援員等の
確保促進事業

子育て支援員研修の参加者等の、福祉人材
バンクへの登録を促進し、保育の人材不足
解消等へと繋げる

1億円程度
シニアの社会参加としての「保
育補助職」の社会的地位の確立

6
「だれでもトイレ（バリアフ
リートイレ）安心ガイドマッ
プ」の制作

だれでもトイレを、マップ上から写真付き
で探せるスマートフォンアプリを開発

2億円程度 事業名と同

２．高齢化対策
No. 事業名 事業概要 見積額 （都民による提案事業名）

1
住み慣れた地域での
居場所づくり事業

地域で暮らす高齢者・障害者・子どもな
ど、多様な住民の居場所づくりを支援

1.2億円程度 事業名と同

2
外出困難な高齢者のための
VR機器等導入支援事業

VR（バーチャルリアリティー）を活用し、
観光を疑似体験できるようなサービスの提
供を支援

1.5億円程度
外出困難な高齢者などへの
VR訪問サービス

3
家族介護者ハンドブックの
作成

手帳サイズで持ち運べる「家族介護者ハン
ドブック」を配布し、介護に関する情報と
安心を提供

2億円程度 遠距離介護の為の介護者手帳

4
人生100年時代～シニアが
未来予測を変える！後半人生
ライフキャリアデザイン～

新しい人生観や生き方を望むオシャレで
パワフルなシニア向けのイベント等を開催

3,000万円程度

人生100年時代。～脱・高齢
者。東京ネオ・シニアが未来予
測を変える！後半人生ライフ
キャリアデザインの祭典～

5
ICTを活用した地域包括ケア
システムの構築モデル事業

サービス付き高齢者向け住宅を拠点とし
た、ICT技術の活用による見守り体制の構
築を支援

1.8億円程度
ICT・コンソーシャム形成によ
る地域包括ケアシステム構築

３．働き方改革
No. 事業名 事業概要 見積額 （都民による提案事業名）

1
多摩の力を活かしたサテライ
トオフィス設置等促進事業

多摩地域の空きテナント等を活用した
サテライトオフィスの開設を支援

1.2億円程度
多摩地域ロコワーク施設
整備推進事業

2
働く人のチャイルドプラン
サポート事業

企業担当者への研修や企業への奨励金によ
り、不妊治療と仕事の両立を支援

5,500万円程度
未来に向けた、
家族と仕事の両立サポート

3 ものづくりの現場に女性を
女性がものづくりに触れる機会を創出し、
女性のものづくり分野における就業を促進

1,000万円程度 事業名と同

4
「シェア店舗」による
女性の出店支援事業

空き店舗のシェア店舗へのリノベーション
等を支援し、複数の女性による出店を後押
し

6,000万円程度
わたしらしい“明日”を創る！
シェアという出店スタイルと女
性が輝く自立プラン

都民による事業提案制度　投票対象事業一覧 （別紙）



４．防災対策
No. 事業名 事業概要 見積額 （都民による提案事業名）

1
ICTを活用した消防団の
活躍支援事業

消防団員専用アプリを開発するとともに、
活動PR動画を配信することで、地域の防災
力を強化

5,000万円程度 地域防災力の強靭化

2
満タンで安心＆灯油プラス1缶
運動

「車両の燃料は満タン、灯油は１缶余分に
買い置く」といった、家庭での燃料備蓄を
推奨

1,000万円程度
民間備蓄啓蒙事業
（満タンで安心＆灯油プラス１
缶運動）

3
災害時の活用など多様な
課題を解決するための
「自転車整備」支援事業

自転車点検整備の推進と自転車の安全利用
についての普及啓発等の取組を支援

1.2億円程度
東京都の多種・多様な課題を総
合的に解決するための
「自転車整備」支援

５．空き家活用
No. 事業名 事業概要 見積額 （都民による提案事業名）

1
空き家を活用した地域の
多世代交流促進事業

空き家の「多世代交流物件」への改修費等
を支援し、地域コミュニティの活性化を図
る

3,000万円程度
地域の多世代交流を促進する空
き家活用事業

2
空き家の緑化で地域を彩る！
貸し庭支援事業

空き家の「庭」の、家庭菜園やガーデニン
グ等の場としての活用を支援

1,000万円程度
空き家で緑化！
貸し庭マッチングシステム

3
空き家の利活用
マッチング体制整備事業

アドバイザー派遣など、空き家を貸したい
人と借りたい人のマッチング体制の整備等
を支援

1,500万円程度
空き家の利活用
コーディネート

4
空き家等を活用したシニア
向け小規模シェアオフィスの
整備支援事業

空き家等を活用した高齢者向け小規模シェ
アオフィスの開設・運営を支援

1.8億円程度

・空き家を活用したコワーキン
グスペース事業
・空き家・空き店舗のコミュニ
ティビジネス創出拠点化
・東京の木と暮らす

６．環境対策
No. 事業名 事業概要 見積額 （都民による提案事業名）

1
食品ロス削減！
区市町村連携事業

賞味期限等を迎える前の食品の有効活用な
ど、食品ロス削減に取り組む区市町村を支
援

5,000万円程度
スマイルパン事業
（スマパン！）【パンのフード
ロス削減事業】

2
クリーン東京キャンペーン！
区市町村連携事業

住民の自発的な街のクリーン活動を促進す
る、区市町村の先進的な取組を支援

5,000万円程度 クリーン東京キャンペーン

3 ぼくら私たちの学校緑化事業
生徒同士が協力してつる植物の植栽を行
い、都立高等学校等の壁面を緑化する取組
を実施

2,000万円程度 事業名と同

4
地産地消推進ライフスタイル
キャンペーン

環境配慮型ライフスタイルとして、
地産地消をPRするキャンペーンを開催

5,000万円程度
都産都消でエコポイント
キャンペーン
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