
No 日時 連携項目 連携内容 事業概要（100字程度） 関連URL 企業名 担当局

1 R4.6 健康増進 新型コロナウイルスワクチン接種についての案内活動
東京都の新型コロナウイルスワクチン接種促進広報活動に

協力し、案内活動を実施
第一生命 福祉保健局

2 R4.8～ 健康増進
東京都がん検診啓発キャラクター「モシカモくん」を活用

したがん検診の受診促進活動

第一生命保険株式会社が、同社作成の都道府県別「がん啓

発・健康増進リーフレット」へ、東京都ポータルサイト

「とうきょう健康ステーション」ならびに東京都がん検診

啓発キャラクター「モシカモくん」を掲載し、都民へがん

検診の受診促進及び都のがん情報の周知を実施

－ 第一生命 福祉保健局

3 R4.4～R4.9 環境
省エネ・節電に関する情報発信

（「１都３県共同メッセージ」等周知の協力)

省エネ・節電に関するメッセージの広報に協力

・令和4年6月3日  1都3県共同メッセージの発信

・令和4年7月7日  １都８県共同メッセージ

https://www.seisakukikak

u.metro.tokyo.lg.jp/collabo

ration/

第一生命 政策企画局

4 R4.6 環境 「Tokyo Cool Home & Biz」のご周知
ＨＴＴ事業の周知。電力不足を背景に東京都が電力を減ら

す（Ｈ）、作る（Ｔ）、ためる（Ｔ）を推進

https://www.metro.tokyo.l

g.jp/tosei/hodohappyo/pr

ess/2022/04/22/31.html

第一生命 環境局

5 R4.7 環境
「わが家の環境局長事業（東京クールホーム・ビンゴ）」

についての案内活動

東京都環境局が実施している、こどもが家族で楽しみなが

ら節電アクションに取り組んでいただくための小学生向け

スペシャルコンテンツ（東京クールホーム・ビンゴ）につ

いて、社内へ案内活動を実施

https://www.kankyo.metro

.tokyo.lg.jp/climate/home/

ecokids_summer.html

第一生命 環境局

6 R4.7 環境 ８月１日環境審議会等の開催結果に関するご周知 環境審議会等の開催結果に関して周知

https://www.kankyo.metro

.tokyo.lg.jp/climate/green_

building/gijutsu_kentokai.

html

第一生命 環境局

7 R4.9 環境 エコサポート2022の配布 都民や事業者向けに周知するなど広報活動に協力

https://www.metro.tokyo.l

g.jp/tosei/hodohappyo/pr

ess/2022/08/04/09.html

第一生命 環境局

8 R4.6～R4.10
ﾗｲﾌﾜｰｸﾊﾞﾗﾝｽ及び

女性の活躍推進

事業の案内活動

〇無意識の思い込みエピソード募集

〇東京都女性活躍推進大賞募集

〇Webサイト「TEAM家事・育児」

○Webサイト「メンターカフェ」

東京都が都民募集する事業の案内活動の実施や、男性の家

事・育児参画に向けたWebサイト等のPR活動を実施

「無意識の思い込みエピ

ソード募集」

https://www.seikatubunka

.metro.tokyo.lg.jp/danjo/wl

b_top/0000001722.html

「東京都女性活躍推進大賞

募集」

https://www.seikatubunka

.metro.tokyo.lg.jp/danjo/jo

katsu/taisho.html

Webサイト「TEAM家事・

育児」

https://team-kaji-

ikuji.metro.tokyo.lg.jp/

Webサイト「メンターカ

フェ」

https://www.mentor-

cafe.metro.tokyo.lg.jp/

第一生命
生活文化ス

ポーツ局

9 R4.6～R4.7 中小企業支援 「産業交流展2022」の出展募集に関する周知活動

首都圏中小企業の販路拡大、企業間連携の実現、情報収

集・交換などのビジネスチャンスを提供することを目的と

した「産業交流展2022」について、出展募集に関する周知

活動を実施

産業交流展2022公式HP

https://www.sangyo-

koryuten.tokyo/

第一生命 産業労働局

10 R4.4～R4.9 その他
新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する情報発信

（「１都３県共同メッセージ」等周知の協力)

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するメッセージの

広報に協力。

・令和4年4月14日  1都3県共同メッセージの発信

・令和4年4月20日  九都県市共同メッセージの発信

・令和4年4月25日  1都3県共同メッセージの発信

・令和4年8月9日  1都3県共同メッセージの発信

https://www.seisakukikak

u.metro.tokyo.lg.jp/collabo

ration/

第一生命 政策企画局

11
R4.5

R4.7
その他 東京金融賞についての周知

東京都が都民のニーズ等の解決に資する画期的な金融商

品・サービスの開発・提供を行う金融事業者等、及びESG

投資の普及を実践する事業者を表彰する東京金融賞に関し

て、広報を実施

https://www.finaward.met

ro.tokyo.lg.jp/
第一生命 政策企画局

12 R4.7 その他 若者向け金融セミナーについての周知

金融リテラシー向上等を目的として、若手社会人・大学生

等を主な対象として実施した「若者向け金融セミナー」に

関して、広報を実施

https://tsfw.tokyo/ 第一生命 政策企画局

【ワイドコラボ協定】連携事業実績報告 令和4年4月～令和４年9月実施分
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13 R4.9 その他 Tokyo Sustainable Finance Weekについての周知

持続可能な都市づくりに貢献するESG投資やサステナブル

ファイナンスの普及、及び同分野における東京のプレゼン

スの向上等を目指し実施した「Tokyo Sustainable

Finance Week」に関して、広報を実施

https://tsfw.tokyo/ 第一生命 政策企画局

14 R4/4/22~ その他
「東京都こどもホームページ（ベータ版）」公開について

の案内活動

東京都が、子供と都政をつなぐ新たな情報プラットフォー

ムとして公開した「東京都こどもホームページ」につい

て、案内活動を実施

https://tokyo-kodomo-

hp.metro.tokyo.lg.jp/
第一生命

子供政策連

携室

15 R4/7/8~ その他

・「東京都こどもホームページ」バージョンアップ・募集

情報についての案内活動

・「こども編集者募集」についての案内活動

・「東京都こどもホームページ」のバージョンアップ及

び、ホームページをより魅力的なものとするための子供の

参加募集について、案内活動を実施。

・東京都こども基本条例の内容をわかりやすく伝えるハン

ドブックを一緒に作ってくれる子供たちの募集に関する案

内活動を実施

(東京都こどもホームペー

ジ)

https://tokyo-kodomo-

hp.metro.tokyo.lg.jp/

(「こども編集者」募集チラ

シ)

https://www.metro.tokyo.l

g.jp/tosei/hodohappyo/pr

ess/2022/07/08/document

s/08_01.pdf

第一生命
子供政策連

携室

16 R４.４～R４.８ その他
令和４年４月～８月 「都民・大学研究者による事業提案制

度」広報活動への協力

従来の発想に捉われない新たな視点や、東京に集積されて

いる知を活用し、都政の喫緊の課題を解決することを目的

として都が実施した「都民・大学研究者による事業提案制

度」について、社内へ周知するなど広報活動に協力

〇都民提案

https://www.zaimu.metro.t

okyo.lg.jp/zaisei/teian/5to

min.html

〇大学提案

https://www.zaimu.metro.t

okyo.lg.jp/zaisei/teian/5da

igaku.html

第一生命 財務局

17 R4.5～R4.9 その他 「夏休み親子ワークショップ」についての案内活動

お金の大切さや将来へ備えることの重要性を体感していた

だくために実施した、金融や保険について学べるすごろく

形式の教材「ライフサイクルゲームⅢ」を使ったワーク

ショップの案内活動を実施

〇くらしフェスタ東京2022

http://kurashifesta-

tokyo.org/

〇2022年度協賛事業

http://kurashifesta-

tokyo.org/2022/support/cl

osed.html

第一生命
生活文化ス

ポーツ局

18 R4.10.8 その他 東京都ライフデザインセミナーの広報

東京都主催の、これから仕事、結婚、子育てなどのライフ

イベントに向き合う都民向けに、結婚を含めた人生設計を

考えるきっかけを提供するオンラインセミナーについて案

内活動を実施

https://www.futari-

story.metro.tokyo.lg.jp/cal

endar/20221008/

第一生命
生活文化ス

ポーツ局

19
R4.7.1

～R4.7.31
その他

7月の「愛の血液助け合い運動」月間における広報への協

力

献血についての理解と協力を求めるため、７月の「愛の血

液助け合い運動」月間に合わせ、社内掲示板を活用して広

報活動を行った。

第一生命 福祉保健局

20 R4.7 その他
「東京都障害者安定雇用奨励金」及び「東京都難病・がん

患者支援奨励金」周知活動

東京都が支給する「東京都障害者安定雇用奨励金」及び

「東京都難病・がん患者支援奨励金」について、広報に協

力

第一生命 産業労働局
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