
事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日  

 

各団体、各企業 担当者殿 

 

東京都政策企画局計画部 

  長期戦略プロジェクト推進担当課長 磯部 光弘 

 

        

東京都事業「こどもスマイルムーブメント」へのご参画のお願い（通知） 

 

 

日頃から、都政へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

東京都では、「『未来の東京』戦略」において、戦略１「子供の笑顔のための戦略」を掲げ、子供の

目線に立ち、子供に寄り添った政策やまちづくりが徹底され、「社会の宝」である子供の笑顔で一杯の

まちの実現に向けて取組を進めているところです。 

今年度、本戦略の主要プロジェクトとして、子供、子育てを社会のトッププライオリティとし、「チ

ルドレンファースト」の社会を創出することを目的に、区市町村、企業、大学、NPOなど多様な主体と

連携して、「現在」「未来」の子供の笑顔につながる「こどもスマイルムーブメント」を展開する予定

です。 

つきましては、本事業の趣旨にご賛同いただき、ご参画を賜りたく存じます。何卒よろしくお願い

いたします。 

 

記 

 

１ 東京都事業「こどもスマイルムーブメント」の概要 

  別添資料「こどもスマイルムーブメント説明資料」のとおり 

 

２ 参加申込フォーム 

  令和３年９月３０日（木）頃までに、以下 URL から必要事項を送信願います。 

 

URL https://forms.gle/m84CpMa92xiFfcKw7 

QR コード 

 

 

※申込フォームの URL から開けない場合は、URL をコピーし、直接ブラウザに張り付けて 

アクセス願います（当該申込には Google フォームを活用しています） 

https://forms.gle/m84CpMa92xiFfcKw7


  

※コンピュータやネットワーク等の関係でフォームに入力できない場合は、下記事項をメールにて、 

末尾に記載のメールアドレスまで、ご連絡ください。 

 

   【「こどもスマイルムーブメント」参画にあたっての情報】 

  ・団体名・企業名： 

  ・担当者様の部署・役職： 

  ・担当者様の氏名（姓のみ）： 

・担当者様の電話番号： 

  ・担当者様のメールアドレス： 

  ・本取組をどちらから知りましたか？（都担当者 or 所属団体 or その他）： 

 

３ その他 

  ご不明点がありましたら、下記担当までお尋ねください。 

※メールをいただく際は、件名に「こどもスマイルムーブメント」と記入いただけると 

ありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

 東京都政策企画局計画部計画課 

 長期戦略プロジェクト推進担当 河村 

電   話  03-5388-2097（直通） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ S8000367@section.metro.tokyo.jp 

mailto:S8000367@section.metro.tokyo.jp


こどもスマイルムーブメントへの

ご賛同・ご協力のお願い

東京都政策企画局計画部

参画企業様向け
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○こどもスマイルムーブメントのご説明

○ご賛同・ご協力のお願い

○今後のスケジュール

その他、意見交換

ご説明の流れ
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こどもスマイルムーブメントの背景

東京都『「未来の東京」戦略』

 2021年3月30日策定

 少子化が続く人口減少社会では、将来の担い手が不足し、

社会の活力が低下するなど、様々な面で大きな影響を及ぼし、

人々が未来への希望を見出しにくい状況が生まれる

 次世代に幸せと希望に満ちた社会を引き継ぐため、

社会全体が子どもに寄り添い、子どもの目線を大切にした

東京を作っていくことが必要

目指す2040年代の東京の姿

東京都こども基本条例

 2021年4月1日施行

 子供は「あらゆる場面において権利の主体として尊重される」ことを明確化

 多岐にわたる子供政策の基本的な視点を一元的に規定

※子どもの権利条約

・1989年の第44回国連総会において採択

1990年に発効。日本は1994年に批准

・子どもの基本的人権を国際的に保障するために

定められた条約。子どもの権利擁護の他、

子どもの意見の尊重を一般原則としている

子供の目線に立ち、子供に寄り添った
政策やまちづくりが徹底され、
「社会の宝」である
子供の笑顔で一杯のまちが実現

東京都をはじめ、多様な主体が連携して
「現在」「未来」の子供の笑顔につながるムーブメントを展開し
「チルドレンファースト」の社会を創出

「こどもを大切にする」視点から、こどもの権利条約の精神にのっとり

子供の目線に立った政策を推進
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こどもスマイルムーブメント

＜企業・NPO等＞

＜東京都＞ チルドレン
ファーストの
社会へ

○「チルドレンファースト」の社会を創出することを目的として、東京都をはじめ、区市町村、民間企業、
大学、ＮＰＯなど多様な主体が連携し、「現在」「未来」の子供の笑顔につながるムーブメントを展開

○「東京都こども基本条例」に基づき、「子供の意見」「子供の参加」など
子供の目線を大切にした取組を推進

子供の意見を反映した象徴的な取組とともに、
区市町村と連携した政策の展開 等

子供の目線を大切にした取組を推進

こどもスマイルムーブメント

※「チルドレンファースト」の社会：
「子供を大切にする」ことを最優先とする社会

子供の目線の
まちづくり

子供のニーズを
踏まえた多様な

遊び場・居場所の創出

子供向け
広報･広聴

遊び
「子供が遊びたいこと」

を全力で援応

学び
「子供の興味・関心・
知的好奇心」に応える

CSR活動・職業体験 多様な働き方の推進

働き方
子供を基軸においた
新しい働き方

著名人

労働
団体

NPO

企業

区市
町村

大学・
学校

経済
団体

東京都

こどもスマイルムーブメント
の参画主体

子供に優しい公共交通

※イメージ図

－目指す2040年代の東京の実現に向けて－
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③気運醸成に向けた情報発信

○こどもスマイルムーブメントの趣旨にご賛同いただき、以下の事項について、
ご協力の程よろしくお願いいたします。

②子供の目線を大切にした取組の推進

ご協力のお願い

御社HP、CSR報告書への取組の掲載 等

「子供の笑顔」につながる
CSR活動

「子供の目線」に立った
働き方改革

子供の参画や子供の意見を
取り入れた事業展開

①キックオフ・アクションへの参加

○ 本ムーブメントのスタートとして、社会全体の気運を醸成するためのイベントを開催しますので、

是非ご参加ください（会場参加又はWEB参加による）。 ※詳細が決まりましたら改めてご連絡します。

（案）・子供との対話イベント（「未来の東京」の姿に関する子供からの提案）

・子供の笑顔あふれる社会の実現に向けた、メッセージの発信、著名人による対話イベント

○ 本アクションにあわせて、御社においても、子供向けの取組（イベント、施設見学、サービス拡充 等）の

企画・実施をご検討ください。

○ こどもスマイルムーブメントの一環として、「子供の意見」「子供の参加」など子供の目線を大切にした

取組の推進に、ご協力の程お願いします。

本年11月下旬に開催予定

キックオフ・アクション以降

【取組イメージ】

○ 東京都では、こどもスマイルムーブメントの気運醸成に向けて、参画企業・団体の取組等を、HPやSNSなど

様々な媒体を活用して情報発信してまいります。

○ 御社におかれましても、取組の実施にあたり御社リソースを活用した情報発信に、ご協力の程お願いします。

【取組イメージ】

キックオフ・アクション以降

ロゴマークの活用 ※今後作成予定

※詳細は次ページ



･東京都公式Twitter等で情報発信

東京都による情報発信

・こどもスマイルムーブメントの

ロゴ作成・活用

ロゴ等のPRツールの作成

公式SNSによる情報発信

・「こども未来会議※」において

取組を紹介（Youtube配信）

「こども未来会議」での紹介

・学校（小中学校、高校等を合わせて

約2,700校)、こども向けHP等を活用

子供・保護者への周知

○ 社会全体の機運醸成を図るため、様々な媒体による情報発信を予定

○ こどもスマイルムーブメントの趣旨や内容とともに、参画企業・団体、取組をご紹介

公式HPの開設 広報東京都への掲載

・こどもスマイルムーブメント

専用HPを開設

・参画企業を掲載し、取組紹介

・企業HPとの相互リンク

･月約300万部発行の広報誌に掲載
（新聞折込、公共施設等配布、WEB提供）

・参画企業の皆様にもご活用
いただければ幸いです

・ロゴ以外にも多様なPR手法
を継続的に検討※「子供が笑顔で子育てが楽しいと思える社会」の実現に

向けて、有識者等が幅広い視点から議論を展開・発信 6



こどもスマイルムーブメントの実施計画

令和３年度

6月 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

東京都

キックオフ

アクション

企業・NPO等

こ
ど
も
ス
マ
イ
ル
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
開
始

今後のスケジュール

○ こどもスマイルムーブメントに

ご賛同・ご協力いただける

企業・団体ヘのお声がけ

○ こどもスマイルムーブメントの開始に

向けた準備

子供の意見を反映した象徴的な取組、

区市町村と連携した政策の展開 等

子供の目線を大切にした

取組の推進をお願いいたします

○ムーブメントのスタートとして11月頃を予定

【案】

・子供との対話イベント

（「未来の東京」の姿に関する子供からの提案）

・子供の笑顔あふれる社会の実現に向けた、

メッセージの発信、著名人による対話イベント

こどもスマイルムーブメントの事務局として、

官民推進チーム（チーム2.07）を立ち上げ、

キックオフ･アクションやコア･アクション等を

企画・実施

★

機運醸成に向けた情報発信

御社のリソースを活用した情報発信にもご協力を

頂けると幸いです
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こどもスマイルムーブメントの実施計画問い合わせ先

○ ご意見、ご不明な点等ございましたら、

以下の問い合わせ先まで

ご連絡の程よろしくお願いいたします。

政策企画局計画部計画課 長期戦略プロジェクト推進担当

TEL：03-5388-2097、03-5388-2089

E-mail：S8000367@section.metro.tokyo.jp
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