
平成30年度東京都予算案
概要と主な事業

「『3つのシティ』の実現に向けた
政策の強化（平成30年度）
～2020年に向けた実行プラン～｣
を発表

女性視点の防災ブック｢東京くらし防災｣を発行
いつもの暮らしの中でできる防災対策をわかりやすく掲載

ラグビーワールドカップ2019TM

日本大会チケットの開催都市住民
先行抽選販売を開始
東京スタジアムでの開催試合チケットの抽選に申し込めます

691万8,462世帯　人口1,375万4,059人（男：677万4,226人　女：697万9,833人）
＊参考：外国人数52万1,500人世帯と人口 30年1月1日

現在の推計
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平成30年度予算案
将来を見据えて財政の健全性を堅持しつつ､東京2020大会の成功とその先の未来に向けて、

都政に課せられた使命を確実に果たしていく予算
予算の編成に当たって

　一昨年の知事就任以降、東京の持続的な成長が日
本の経済成長をけん引する原動力になるという確信の
もと､｢セーフ シティ｣｢ダイバーシティ｣｢スマート シティ｣
の3つのシティの実現を目指し､｢新しい東京｣を創り上
げるため､｢東京大改革｣の取り組みを一歩一歩進めて
まいりました。
　激動の時代の真っ只中にあって、この歩みをより確か
なものとし、都政をしっかりと前に進めていくためには、
東京の｢今｣を生きる都民の皆様の目線に立ち、東京の
明るい未来への具体的な道筋を示す一つ一つの｢政策｣
と、その実行力を担保する｢予算｣に､より一層の磨きを
かけていかなければなりません。
　そのため､都議会各会派の皆様や、区市町村の代
表、各種団体の皆様からのご意見､ご要望に加え､今回
は､都民の皆様からのご提案を施策形成に活かしなが
ら､知事査定の場で議論を尽くし､真に都民の利益にか
なう予算案を練り上げてまいりました。

　こうして編成した平成30年度予算案は、｢将来を見
据えて財政の健全性を堅持しつつ、東京2020大会の
成功とその先の未来に向けて、都政に課せられた使命
を確実に果たしていく予算｣と位置付けました。
　東京の無限の可能性を引き出す､3つのシティの実
現に向けた施策に重点的に投資を行う一方､事業評価
の取り組みをさらに深化させ､無駄の排除を徹底するな
ど、29年度予算以上にメリハリを効かせた予算を作り
上げることができたと考えております。
　この予算を梃

て
子
こ

として、日本経済のエンジンである都
が、共存共栄に向けた取り組みを進め、東京と日本各
地がそれぞれの魅力を高め合うことにより、オリンピック
･パラリンピックを契機とした､日本全体の発展､持続的
成長につなげてまいります。
　夢と希望に満ち溢れる東京の明るい未来に向け、都
民の皆様の理解･共感を頂きながら、皆様と手を携え、
着実に歩みを進めていきたいと考えております。

平成30年度予算案のポイント

東京が持つ無限の可能性を引き出す３つのシティの
実現に向けた施策に財源を積極的に配分しました。

「東京大改革」の取り組みをさらに加速させるため、都民の皆
さんの声を、直接施策に反映させる仕組みを導入しました。

「新しい東京」の実現に向けた施策を展開 「都民が提案し、都民が選ぶ」制度を導入

財務局財政課　☎03-5388-2669　http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaiseiお問い合わせ

東京都知事

メリーちゃん ハリーくん

誰もがいきいきと
活躍できる都市
－ 「ダイバーシティ」の実現

Ⅰ

日本の成長をけん引し
世界の中で輝き続ける都市
－ 「スマート シティ」の実現

Ⅱ

安全･安心で
にぎわいにあふれる都市
－ 「セーフ シティ」の実現

Ⅲ
「森と自然を活用した保育等の推進」などの
事業を予算に反映！

4,000件を超える投票を踏まえ、
事業案を選定

STEP 3

投票

新たな発想の活用等の視点から26件の
事業候補案に絞り込み
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見直しのポイント

予算の使いみち

事業評価（≒見直し） 都債（≒借入）の抑制 基金（≒貯金）の活用

財政規模など
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◦�総事業数の5分の1にあたる1,086件
の事業をチェック

◦�過去最高となる870億円
　の財源を確保（これまで
　の累計で、約1兆円の
　財源を確保）

◦�30年度予算2,107億円（29年度2,983
億円）

◦�東京都鉄道新線建設等準備基金
（仮称）を新たに創設

◦��交通政策審議会の答申で、事業化に向
け検討等を進めるべきとされた多摩都
市モノレール等6路線にかかる事業な
どの財源として活用

お問い合わせ 　財務局財政課　☎03-5388-2669　http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaisei

55万円

10年度 30年度

約3割減 38万円

一つ一つの事業を
チェックし、事業の効率性や
実効性を高めました

将来世代にツケを
残さないように
都債の発行を抑えました

鉄道ネットワークの
さらなる充実に向け、
基金をつくりました

福祉と保健
（少子高齢化対策　など）�

生活環境
（スマートエネルギー　など）

都市の整備
（道路の整備　など）

警察と消防
（警察活動・消防活動　など）

労働と経済
（中小企業振興　など）

教育と文化
（学校教育の充実　など）

都民1人当たり ： 8.8万円
（10年前 ： 6.3万円）

都民1人当たり： 1.4万円
（10年前： 1.8万円）

企画・総務 公債費
（借入金の返済�など）

区市町村への
交付金�など3,968億円 4,320億円 1兆4,319億円

都民1人当たり： 3.4万円
（10年前： 2.2万円）

都民1人当たり： 6.6万円
（10年前： 7.0万円）

都民1人当たり： 8.2万円
（10年前： 7.5万円）

都民1人当たり： 6.4万円
（10年前： 6.7万円）

1兆2,048億円 4,649億円

1,961億円 9,087億円

1兆1,270億円

8,839億円

より一層メリハリの効いた予算見直すべきところは見直し、
必要な部分には重点的に投資を行う

平成30年度予算案の全体像

※図中の%は、各項目が一般歳出（公債費・区市町村への交付金などを除く5兆1,822億円）に占める割合です。

〈ＰＤＣＡサイクルを強化〉

〈人口1人当たりの起債残高の推移〉

区　　　　分 平成30年度 平成29年度 増減率

一 般 会 計 ７兆   460億円 ６兆9,540億円 1.3％

特 別 会 計 5兆4,389億円 4兆1,314億円 31.6％

公 営 企 業 会 計 1兆9,591億円 1兆9,688億円 △0.5％

合 計 14兆4,440億円 13兆   542億円 10.6％

一般会計は、
2年ぶりの
プラス! 新規事業は、

過去最高の
407件!
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誰もがいきいきと活躍できる都市- ｢ ダイバーシティ ｣の実現

結婚
支援

保育所等の整備促進　� 334億円

人材の確保･定着の支援　� 338億円

高齢者の暮らしへの支援　� 344億円 高齢者の社会参加の促進　� 27億円

利用者支援の充実　� 904億円

妊活
支援

出産
支援

結婚から出産、子育てまで切れ目ない支援　203億円（187億円）

待機児童対策　1,576億円（1,381億円）

超高齢社会対策　831億円（698億円）

子育て
支援

ライフステージに応じた支援を実施！

31年度末までに待機児童を解消する取り組みを強化！

高齢者が安心して暮らし、活躍できるモデルを発信！
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は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

お問い合わせ 　財務局財政課　☎03-5388-2669　http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaisei

高齢者のすまいの整備　� 460億円

◦（���）内は29年度予算額を表します　◦都民の皆さんからの提案により構築した事業には、 都民 と表記しています

子供を安心して
産み育てられる
環境を整備します

〜ベビーシッター
利用支援事業は、
このような場合に、
活用できます

①�1年間の育休取得後、復職し、
　認可保育所等を申請したい
②�保育所に入所決定するまでの
　間も、働きたい

首都大学東京�Premium�College（仮称）を
南大沢キャンパスにオープン

◦�50歳以上のシニア層のための｢学び｣と｢新たな
交流｣の場です。

◦�講義のほか、ゼミナールやフィールドワーク（施
設の見学等）など多彩なプログラムを開講します。

◦�受講生には学生証が交付され、専用ラウンジ、図
書館等の学内施設の利用など、現役学生と同様
の環境でキャンパスライフが送れます。

1歳児までは、安心して、
育児休業をとれる

環境づくりを推進します

「生涯現役」をキーワードに、
高齢者が学び、働き続けられ、
いつでも生きがいを持って
活躍できる都市･東京を

実現します

拡充 結婚に向けた気運醸成等
｢婚活｣へ踏み出す都民の後押しをし、社会全体で結婚を
応援する気運を醸成

拡充 妊娠適齢期等に関する普及啓発
メディアを通じた普及啓発等の取り組みにより、若い世代
のライフプランづくりを支援

拡充 待機児童解消区市町村支援事業
待機児童の解消に向け、保育の実施主体である区市町村が行う、
地域の実情に応じた取り組みを支援

新規 保育人材確保支援事業
区市町村が行う保育人材の確保・定着に関する取り組みに要する
費用の一部を補助

新規 ｢選択的介護｣モデル事業に係る検討および検証
モデル事業構築に向けて、法的規制、期待される効果、事業として
の実現・継続可能性などの検討や今後の展開等を見据えた効果検
証を実施

新規 ｢100歳大学」の実現
首都大学東京�Premium�College（仮称）を新たに開設するほか、産業技術大学院大学シ
ニアスタートアッププログラム（仮称）などを実施

拡充 特別養護老人ホーム整備費補助
社会福祉法人および区市町村に対し、特別養護老人ホームの整備
に要する経費の一部を補助

新規 ベビーシッター利用支援事業
待機児童の保護者の多様なニーズに対応するた
め、ベビーシッターの利用料の一部を補助

都民 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、東京都福祉人材情報バンクシス
テム「ふくむすび」への登録を促進

都民 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・子供など、多様な住民の居場所づく
りを支援

新規 シニア就業応援プロジェクト
高齢者の就業を後押しするとともに、企業において
高齢者活用が促進されるような施策を総合的に展開

拡充 認知症グループホーム等の地域密着型サービスの
　　　　整備費への高騰加算導入
認知症グループホームなどについて、建築費の上昇分に伴う新た
な加算措置を導入

新規 緊急1歳児受け入れ事業
新規認可保育所の空き定員、余裕スペースを有効
に活用し、継続して1歳児に対する保育サービスを
拡大

新規 産後ケア支援事業
産後に安心して子育てができる支援体制の確保に向け、
産後ケアを行う区市町村を支援

都民 森と自然を活用した保育等の推進
子供の「生きる力」を育むため、自然環境を活用した園外活
動を支援

都民 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

新規 産婦健康診査支援事業
産後うつの予防等の観点から、出産後間もない産婦
への健康診査を行う区市町村を支援

新規 とうきょうチルミルの創設
������������〜保育グランパ･グランマを増やす
シニア層等が多忙な子育て世帯をサポート

「新しい東京」の実現に向けた主な事業



誰もがいきいきと活躍できる都市- ｢ ダイバーシティ ｣の実現

日本の成長をけん引し世界の中で輝き続ける都市- ｢ スマート シティ ｣の実現

誰もが活躍できる社会の実現　� 275億円

スマートエネルギー都市の実現　� 127億円

外国人旅行者等の誘致　� 187億円

国際金融都市の実現･外国企業誘致の加速化　� 26億円

多彩な観光資源の開発･発信　� 126億円

海外展開の促進　� 26億円

起業･創業の促進　� 44億円

外国人旅行者等の受け入れ環境の充実　� 61億円

障害者がいきいきと暮らせる社会の実現� 260億円

快適で豊かな都市環境の形成　� 760億円

未来を担う人材の育成� 729億円

誰もがいきいきと暮らし、学び、活躍できる社会の実現�1,264億円（982億円）

環境先進都市の実現　887億円（727億円）

世界に開かれた国際･観光都市の実現　375億円（320億円）

国際金融都市の実現　96億円（71億円）

自らの可能性を最大限に活かせる環境づくりを推進！

ゼロエミッション東京を目指すとともに快適に暮らせる都市環境を創出！

平成36年までに年間訪都外国人旅行者数3,000万人！

アジアNo.1の金融都市を目指し、日本経済をけん引！
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新規 働くパパママ育休取得応援事業
従業員に希望する期間の育休を取得させた企業に助成金を支給

新規 ｢ゼロエミッション東京（※）｣の実現に向けた調査
※CO2を排出しない環境先進都市

拡充 MICE誘致の推進
国際会議等の誘致・開催に関する支援の充実や、文化施設等をユニーク
べニュー（※）として活用するなど、戦略的な誘致に向けた取り組みを推進
※会議やイベントの際に、文化施設や公的空間などを利用すること

新規 ｢東京版EMP（新興資産運用業者育成プログラム）」創設補助
資産運用業の活性化による海外からの企業進出等に
向けて、東京市場に参入するプレーヤー（新興資産運
用業者）を育成

新規 東京金融賞（仮称）の創設
都民ニーズ解決、ESG（環境･社会･ガバナンス）の
2部門で表彰

新規 ナイトライフ観光の推進
海外都市の取り組み事例等についての調査の
実施やホームページ等を活用した観光ルート
などの情報発信

新規 海外企業連携プロジェクト
海外企業との連携等を望む都内中小企業に、技術力がある海外企業の情
報提供を行いマッチングを支援

拡充 女性･若者･シニア創業サポート事業
地域に根差した創業を後押しするため、信用金庫等と連携し、資金・経営
両面から支援

新規 観光バス駐車場整備補助
旅行客の増加に伴い、来訪台数の大幅な増加が見込まれる中、路上駐車
等による渋滞や交通事故を防止するため、観光バスの受け入れ環境を整備

新規 心身障害者（児）医療費の助成
新たに精神障害者保健福祉手帳１級所有者を対象に追加して医
療費を助成

新規 自然環境を活用した河川施設の質的向上
河川における自然環境の有する機能のさらなる活用に向け、旧河川敷の
土地等を活用し、緑地の創出や自然環境に配慮した調節池の整備等を
検討

新規 生産緑地公園補助制度
今後、急速に減少が見込まれる生産緑地を保全するため、区市における買
い取りを支援

都民 食品ロス削減！
　　　　区市町村連携事業
賞味期限前の食品の有効利用
などを推進

拡充 英語教育の推進
小学校における英語専科教員の配置など、公立学校における英
語教育を充実

新規 ワークスタイル変革コンサルティング
テレワークにシフトできる業務の洗い出しやワークスタイルの見直しを実施

新規 EV庁有車の導入、
����������� 電動バイクの導入支援
更新期の到来した庁有車を走行時にCO2排
出ゼロのEVへ切替えるとともに、電動バイク
普及の呼び水のため購入費を支援

新規 福島県産CO2フリー水素の利用
福島県で製造したCO2フリー水素を庁有車（燃料電池自動車）へ供給

新規 集合住宅における充電設備導入促進事業
集合住宅への充電設備等の設置や、太陽光発電システムの併設に対する補助等を実施

新規 東京プロジェクションマッピング
����������� プロジェクト
プロジェクションマッピングを活用したイベン
トを開催する区市町村、観光協会等を支援

新規 LINEを活用した自殺相談
LINEによる自殺相談を試行的に実施

区　分 要　件 対　象 助成額 規　模

働くママ
コース

◦1年以上の育休取得
◦復帰支援の実施
◦復帰後3か月以上の継続雇用

中小企業 定額125万円 1,000件

働くパパ
コース

◦ 母親の育休または産休に引き続く
連続15日以上の育休取得

　（子が2歳になるまでの間）
全企業

連続15日で25万円、以
降15日ごとに25万円加算

（上限300万円）
50件



安全 ･安心でにぎわいにあふれる都市- ｢ セーフ シティ ｣の実現

東京2020大会の成功に向けた取り組み

多摩・島しょの振興

東京の持続的成長を支える最先端技術の活用

1,303億円（648億円）

2,390億円（2,307億円）

686億円（477億円）

木造住宅密集地域の不燃化、建築物の耐震化� 1,010億円

救急活動体制の充実　� 18億円

水害に強いまちづくり　� 1,498億円

災害対応力の強化　� 357億円

地域コミュニティの活性化� 67億円安全・安心な暮らしの実現� 60億円

無電柱化の推進　288億円（259億円）

災害に強いまちづくり　2,865億円（2,687億円）

救急活動体制の充実、地域コミュニティの活性化等　145億円（129億円）

技術開発やコスト削減を図りつつ、区市町村道を含め、無電柱化を強力に推進！

ハード･ソフト両面から都民の安全･安心を確保！

命を確実に守る環境づくりや、地域の活性化を推進！
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は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

予算案が5分で分かる！
「東京都予算案
まるわかりブック」

31年度税制改正に向けた
都の主張をまとめました

「都民の税金が奪われる！」

※それぞれホームページからダウ
ンロードできます

拡充 無電柱化の推進
都市防災機能の強化、良好な都市景観の創出等
のために、既存道路の無電柱化を推進

新規 都営住宅の外周道路等の無電柱化
災害時における「避難場所」の安全性を高め、避難経路や
緊急車両の通行機能を確保

拡充 区市町村無電柱化補助
対象を４３区市に倍増し、区市町村道の無電柱化を
より一層推進

新規 土地区画整理事業助成における無電柱化
組合等が施行する区画整理事業への助成において、無
電柱化に係る加算を新設

拡充 住宅の耐震化
昭和56年以前に建築された住宅を対象に、耐震診断および耐震改修費用
等を助成

拡充 救急隊の増強
救急隊を６隊増強し、体制を強化

拡充 救急相談センター事業
病気やケガの時、救急車を呼ぶか
迷った際の相談窓口（#7119）によ
り、需要を抑制

新規 救急需要予測システムの構築
救急隊の効率的な運用と早期に救急搬送できる体制を確立

拡充 中小河川、下水道の整備
護岸、調整池等の整備による治水対策や、下水道施設などの整備等を推進

継続 オリンピック・パラリンピック
����������� 競技施設等の整備
新規恒久施設の整備や選手村基盤整備を着実に推進

拡充 市町村総合交付金
多摩・島しょ地域の一層の振興等を図るため、市町村に
対する総合的な財政支援を実施

新規 次世代介護機器の活用支援事業
介護事業所での使用、導入を支援

新規 障害者スポーツの観戦機会の増加に向けた
����������� 大会開催支援
観戦機会の増加に向けた国際大会開催の支援

拡充 産業交流拠点（仮称）の整備
広域的な産業交流の中核機能を持つ交流拠点を八王子市に
整備

新規 小･中学校におけるICT利活用モデル検証事業
ICT機器の活用についての実証研究等を推進し、その成果を
区市町村に普及

都民 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
自転車の点検整備の推進、安全利用についての普及啓発等の取り組みを支援

都民 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を
支援

新規 統合機動部隊（仮称）の創設
大規模テロ災害等に対する指揮機能を強化
し、救出救助などの専門活動部隊を災害種
別に応じて編成するとともに、指揮統制車の
整備等を実施

拡充 都市ボランティアの募集に向けた取り組み
ラグビーワールドカップ2019TMまでに２千人程度育成す
るとともに、東京２０２０大会までに３万人程度を育成

新規 小笠原諸島返還50周年記念事業
返還から50周年の記念事業等を実施

都民 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

拡充 ラグビーワールドカップ2019TMの
����������� プロモーションの実施
プロモーション活動により開催に向けた気運を醸成

新規 島しょ地域｢宝物｣ブランド戦略支援事業
観光資源のブランディングの取り組みを支援

新規 自動走行の社会実装に向けた
������������気運醸成およびニーズ等調査
自動車の自動走行について、試乗会等を行うほか、ニーズ等
の調査を実施

拡充 女性視点の防災ブック
液体ミルクや日常備蓄、避難所での防犯対策等の普及啓発を推進

都民 空き家の緑化で地域を彩る！
������������貸し庭支援事業
空き家の｢庭｣を家庭菜園やガーデニングな
どの場として活用を支援

東京2020大会までに
｢出動から現場到着
までの時間7分以内｣
の達成を目指します

After

Before
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

「実行プラン」に掲げた政策が、より洗練され、レベルアップしていく

もっと安全、もっと安心、
もっと元気な首都･東京

強化した政策の一例

◦�救急需要予測システムを活用した
救急隊の運用

◦�島しょ地域の津波避難施設の整備

◦�保育サービス利用児童数

　

◦�特別養護老人ホームの整備

　

◦�企業（従業員30人以上）における�
テレワーク導入率

◦�都の支援により起業を目指す女性数

◦�都内中小企業等の事業承継・再生等
に対する支援

政策の強化
◦�新たな政策目標の設定、既存の政
策目標の見直し

◦�目標達成に向けた取り組みの強化

政策目標数を546に増

誰もがいきいきと生活できる、
活躍できる都市･東京

世界に開かれた、環境先進都市、
国際金融･経済都市･東京

お問い合わせ 　政策企画局計画部　☎03-5388-2131　http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/actionplan_for_2020/

「『3つのシティ』の実現に向けた政策の強化（平成30年度）
〜2020年に向けた実行プラン〜」 を取りまとめました

　都は、28年12月、東京2020大会の成功とその先の未来への道筋を明瞭化するため、29年度から32年度までの4ヵ年の実施計画として、
「2020年に向けた実行プラン」を策定し、これに基づく取り組みを全力で進めています。
　このたび、「実行プラン」が目指す「3つのシティ」の確実な実現に向けた「政策の強化版」を取りまとめました。
　「実行プラン」を着実に推進するために、各施策の実施状況レビューの結果、社会情勢の変化や新たな都民ニーズ等をタイムリーに反映させ、
新規施策の構築や既存施策の見直し･拡充につなげる政策の強化を、毎年度実施していきます。

◦�「『3つのシティ』の実現に向けた政策の強化（平成30年度）�〜2020年に向けた実行プラン〜」冊子（300円）を都民情報ルーム（都庁第
一庁舎3階）で販売しています。

「2020年に向けた実行プラン」（28年12月策定）

23の政策の柱･502の政策目標

セーフ シティ ダイバーシティ スマート シティ

東京の持続的な成長の鍵とな
る「人」に着目した戦略
「重点政策方針2017」（29年7
月策定）

◦�社会情勢の変化や新たな都
民ニーズ、喫緊の課題

◦�各施策の実施状況レビュー
（29年9月）の結果

3年間で
6万人分増

（29年度から）
➡�

4年間で
7万人分増

（28年度から）

定員6万2千人分
（37年度まで）➡�定員6万人分

（37年度まで）

750人/年
（32年度まで）➡�500人/年

（32年度まで）

2,900件
（32年度まで）➡�2,000件

（32年度まで）

4島全9港で
完了

（32年度まで）
➡�

4島全9港で
完了

（36年度まで）

35％（32年度まで）
（29年度：6.8％）　

　 「3つのシティ」の実現を、より確かなものへ

政策の強化（30年度）のイメージ

新規

一部地域で開始（32年度まで）　　　新規
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※電話番号を間違えないようにお願いします※問＝問い合わせ先、申＝申し込み先、HP＝ホームページ、FAX＝ファクス、 ＝フリーダイヤル

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

スポーツ

相　談

東京都自殺相談ダイヤル〜こころといのちのほっとライン〜
メンタルケア協議会　
3月26日 〜30日 （24時間） ☎0570-087478
日本いのちの電話連盟
3月10日 8時〜11日 8時 0120-783-556
有終支援いのちの山彦電話
3月1日〜31日12時〜20時（ は22時まで）☎03-3842-5311

一人で悩まないで電話して下さい

グリーフケア･サポートプラザ
3月13日 〜16日 10時〜22時 ☎03-3796-5453
全国自死遺族総合支援センター
3月17日 〜19日 11時〜19時 ☎03-3261-4350

自死遺族のための電話相談

　東京都障害者スポーツ大会は、「身体」「知的」「精神」の3障害を対象とする、都
内最大規模の障害者スポーツの祭典です。

4月1日現在、中学生以上の身体障害者･精神障害者、小学生以上の
知的障害者。
駒沢オリンピック公園総合運動場ほか。
3月15日 （団体競技、学校･障害者支援施設の新入生･新規利用者
は4月16日 ）（必着）までに所定の申込書等（区市町村か申込窓口で
入手）を郵送か持参で東京都障害者スポーツ協会（〒162-0823新宿
区神楽河岸1-1セントラルプラザ12階）へ。障害者総合スポーツセ
ンター、多摩障害者スポーツセンター（休館期間有）へは持参申し込
みのみ可。
※�詳細および7月以降の実施競技については東京都障害者スポーツ協会

をご覧下さい。

東京都障害者スポーツ大会
出場者募集

対　象

会　場
申　込

　東京都では、都民の皆さんに自殺の防止に関する理解を深めていただくた
め、3月を自殺対策強化月間として、「自殺防止！東京キャンペーン」を展開し
ています。
　期間中は電話相談の受付時間延長など、区市町村や関係機関と連携し、さま
ざまな取り組みを行います。

3月は東京都自殺対策強化月間です

福祉保健局保健政策課　☎03-5320-4310　お問い合わせ

こころの悩み等についての電話相談

てえしお

　パラテコンドーは、2009年に初の世界選手権が実施された新し
い競技です。種目は、キョルギ（組手、身体障害のある選手対象）と、プ
ムセ（型、知的障害選手対象）があり、東京2020パラリンピックでは、
キョルギが初めて正式採用されることになりました。
　一般的なルールはおおむね健常者テコンドーと同じで、1試合につ
き2分間のラウンドを3ラウンド行い、ポイント数を競う「ポイント制」
で勝敗を決めます。3ラウンド終了時点で同点の場合は、時間内に1点
先取した選手が勝ちとなるゴールデンポイントラウンドに進みます。
その時間内に勝敗が決まらない場合は、主審のジャッジにより勝敗が
決まります。
　また、攻撃で倒れた後10カウント以内にファイティングポーズが取
れない場合の「KO」や、セコンドが試合を中止させる「TKO」でも勝敗
が決まります。
　攻撃は選手の着用するプロテクターに対してのみ可能です。パラテ
コンドーの特徴として、頭への攻撃が禁止されています。相手のプロ
テクターにクリーンヒットする華麗な足技や突きは必見です。

　全日本テコンドー協会の伊藤力
ちから

選手は、東京2020大会への意
気込みについて、｢華麗な足技がテコンドーの魅力の1つですが、
パラではさらに各々の障害を活かした戦略性にも注目してもらい
たいです。2020年までに競技体
験を積むとともに、普及活動も行
い、満員の会場の中で金メダルを
取れるように頑張ります！｣と語っ
ています。
　大きな活躍が期待される日本
代表選手を、皆さんぜひ注目して
下さい。

満員の会場の中で金メダルを

オリンピック・パラリンピック準備局総合調整部　☎03-5320-7480
お問い合わせ

今回は、
パラリンピックのテコンドーを紹介します。

パ ラ リ ン ピ ツ クオリンピック・オリンピック・

写真提供　全日本テコンドー協会

44

取り組み内容の詳細はホームページをご覧下さい。

❶�3月1日 〜14日 8時30分〜17時15分（ を除く）､武蔵村山市
役所。
❷3月2日 〜11日 9時〜18時、調布市文化会館たづくり。
❸3月6日 〜11日 9時〜17時、東京芸術劇場。

3月7日 〜10日 ９時〜18時45分（10日は16時）、都庁都政ギャラ
リー。

　東京都は、「東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑」（都立横網
町公園内）を建設し、碑の内部に犠牲者のお名前を登載した東京空襲
犠牲者名簿をお納めしています。名簿への登載を希望される場合は、
問い合わせ先までご連絡下さい。

生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141　お問い合わせ

3月10日は「東京都平和の日」
　東京都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い､3月10日を
「東京都平和の日」と定めています。東京空襲で犠牲となられた方々
を追悼するとともに、平和の意義を確認し、平和意識の高揚を図るた
め、当日の式典（インターネット中継有）等の記念行事を実施します。

黙とうのお願い �◦�3月10日 14時から1分間の黙とうへの参加
をお願いします。

東京空襲資料展

東京空襲写真パネル展示

東京空襲犠牲者名簿（30年3月現在：81,058人登載）

実施競技 日　程

個人競技

サウンドテーブルテニス（身体） 5月20日
陸上（知的） 5月26日 ･27日
水泳（身体･知的） 5月26日 ･27日
卓球（身体･精神） 5月26日
フライングディスク（身体･知的･精神）5月26日
卓球（知的） 5月27日
ボウリング（知的） 5月27日
陸上（身体･精神） 6月2日
アーチェリー（身体） 6月3日

団体競技

ソフトボール（知的） 5月20日
フットベースボール（知的） 5月26日
バスケットボール（知的） 5月26日 ･27日 ･6月2日 ･3日
バレーボール（知的） 5月27日
サッカー（知的） 5月27日 ･6月3日

お問い合わせ
東京都障害者スポーツ協会　☎03-6265-6001、FAX 03-6265-6077　
オリンピック･パラリンピック準備局障害者スポーツ課　
☎03-5388-2883、FAX 03-5388-1229

  多摩障害者スポーツセンター改修に伴う仮移転　
仮移転先／味の素スタジアム（東京スタジアム）内室内施設（調布市西町
376番3）。仮移転に伴う休館期間／3月10日〜4月9日。

同館��☎042-573-3811（3月22日まで）、☎042-440-2238（3月23日から）
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　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

30 年度　職員採用

人事委員会事務局試験課　☎03-5320-6952～4　FAX 03-3344-1064　

警視庁採用センター　 0120-314-372　

東京消防庁人事課　 0120-119-882　FAX 03-3213-6096 

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

東京都職員採用試験（選考）

東京消防庁消防官･職員採用試験（選考）

警視庁警察官･警察行政職員採用試験（選考）

種　類 試験案内配布開始 第1次試験（選考） 申込受付期間 区　分 主な受験資格
Ⅰ類A

3月8日

5月13日

◦�郵送　4月2日〜6日（消印）
◦�インターネット　�
4月3日10時〜9日15時

事務･技術 昭和62年4月2日〜平成7年4月1日生まれの方

Ⅰ類B 5月6日

行政･技術 平成元年4月2日〜平成9年4月1日生まれの方

専門的な職種 平成元年4月2日〜平成9年4月1日生まれで、職種によっては必
要な資格･免許をお持ちの方

獣医･薬剤
平成元年4月2日〜平成7年4月1日生まれの方
【獣医】獣医師の免許をお持ちの方
【薬剤】薬剤師の免許をお持ちの方

Ⅱ類

6月1日

9月9日
◦�郵送　6月1日〜8月6日（消印）
◦�インターネット　�
6月1日10時〜8月8日15時

専門的な職種 平成5年4月2日〜平成11年4月1日生まれで、職種によっては
必要な資格･免許をお持ちの方

Ⅲ類 事務･技術 平成9年4月2日〜平成13年4月1日生まれの方

キャリア活用
採用選考 8月12日 ◦�郵送のみ　6月1日〜29日（消印） 事務･技術･

専門的な職種

昭和34年4月2日以降生まれで、学歴区分に応じた民間企業等
における以下の職務経験があり、職種によっては必要な資格･
免許をお持ちの方
院修了5年以上、大卒7年以上、高卒11年以上　等

障害者採用
選考（Ⅲ類） 7月20日 9月9日

◦�郵送　7月20日〜8月6日（消印）
◦�インターネット　�
7月20日10時〜8月8日15時

事務
昭和54年4月2日〜平成13年4月1日生まれで、身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受
けている方、児童相談所等で知的障害者と判定された方

任期付職員 10月1日 12月9日 ◦��郵送のみ　�
10月1日〜24日（消印） 事務 平成9年4月1日までに生まれた方

区　分 第1次試験（選考） 申込受付期間 年齢要件

警
察
官

第1回 Ⅰ類 4月29日 ◦�郵送･持参／3月30日 〜4月9日 （消印）
◦�インターネット／3月30日10時〜4月9日10時 昭和58年5月1日〜平成9年4月1日生まれの方

第2回
Ⅰ類 9月17日 ◦�郵送･持参／8月17日 〜27日 （消印）

◦�インターネット／8月17日10時〜27日10時
昭和58年9月19日〜平成9年4月1日生まれの方

Ⅲ類 9月16日 昭和58年9月18日〜平成13年4月1日生まれの方

第3回
Ⅰ類

31年1月13日 ◦�郵送･持参／11月30日 〜12月10日 （消印）
◦�インターネット／11月30日10時〜12月10日10時

昭和59年1月15日〜平成9年4月1日生まれの方
Ⅲ類 昭和59年1月15日〜平成13年4月1日生まれの方

警
察
行
政
職
員

Ⅰ類 事務、土木、建築
機械、電気、心理

5月6日

◦�郵送／3月30日〜4月9日（消印）
◦�インターネット／3月30日10時〜4月10日10時 平成元年4月2日〜平成9年4月1日生まれの方

専門職種Ⅰ類
通訳（英語･中国語）
鑑識技術（化学）
自動車運転免許試験官
交通技術

◦�郵送のみ／3月30日〜4月9日（消印）　
昭和54年4月2日〜平成9年4月1日生まれの方

専門職種Ⅲ類 航空機械技術 昭和54年4月2日以降に生まれた方

Ⅲ類 事務、電気

9月9日

◦�郵送／6月15日〜7月24日（消印）
◦�インターネット／6月15日10時〜7月25日10時 平成9年4月2日〜平成13年4月1日生まれの方

Ⅱ類
保健師

◦�郵送のみ／6月15日〜7月24日（消印）　

昭和49年4月2日以降に生まれた方
臨床検査技師 昭和54年4月2日以降に生まれた方

技能系
海技、電話交換 昭和54年4月2日以降に生まれた方
一般用務 昭和44年2月2日以降に生まれた方

障害者を対象
とするⅢ類 事務

昭和54年4月2日〜平成13年4月1日生まれで、身
体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
等の交付を受けている方

区　分 第1次試験（選考） 申込受付期間 主な受験資格

消
防
官

専門系（法律、建築、電
気、電子･通信、化学、物
理、土木、機械）

5月13日
5月20日

◦�郵送／4月2日〜16日（消印）
◦�インターネット／4月2日10時〜17日10時　　　　
◦�持参／4月17日 9時〜17時

平成元年4月2日以降生まれで、大学（短大を除く）を卒業（見込
み含む）か同等の資格を有する方

Ⅰ類
1回目 5月20日

◦�郵送／4月2日〜16日（消印）
◦�インターネット／4月2日10時〜17日10時　　　　
◦�持参／4月17日 9時〜17時

平成元年4月2日から平成9年4月1日生まれか、平成9年4月2日
以降生まれで、大学（短大を除く）を卒業（見込み含む）か同等の
資格を有する方

2回目
8月26日

◦�郵送／6月25日〜7月9日（消印）
◦�インターネット／6月25日10時〜7月10日10時
◦�持参／7月10日 9時〜17時Ⅱ類 平成元年4月2日〜平成11年4月1日生まれの方

Ⅲ類 9月8日
◦�郵送／7月12日〜26日（消印）
◦�インターネット／7月12日10時〜27日10時������
◦�持参／7月27日 9時〜17時

平成9年4月2日〜平成13年4月1日生まれの方

職
　
員

Ⅰ類事務 5月6日
◦�郵送／4月2日〜7日（消印）
◦�インターネット／4月2日10時〜9日10時��������
◦�持参／4月9日 9時〜17時

平成元年4月2日〜平成9年4月1日生まれか、平成9年4月2日以
降生まれで、大学（短大を除く）を卒業（見込み含む）か同等の資
格を有する方

Ⅲ類事務 9月9日
◦�郵送／6月18日〜8月6日（消印）
◦�インターネット／6月18日10時〜8月7日10時�����
◦�持参／8月7日 9時〜17時

平成9年4月2日〜平成13年4月1日生まれの方

※Ⅲ類事務（障害者対象）、自動車整備については、決定後、東京消防庁ホームページ等に掲載する予定です。

　募集する職種、受験資格、採用予定者数、申込方法などの詳細については、必ずそれぞれの試験（選考）案内か各ホームページでご確認下さい。
　試験（選考）案内の配布場所は、都庁案内コーナー･展望室等の予定です。



働　く

職業能力開発センターの
キャリアアップ講習3月受付分�

　汎用旋盤（基礎）、法人税の実務、調理
師になるための基礎知識等48コース。現
在中小企業に就業中で、都内在住・在勤
の方。授業料1,100円〜6,500円。教科

書代別途。申込／3月10日（必着）までに
か往復はがき、ファクスに必要事項を書

き、実施校へ。
産業労働局能力開発課☎03-5320-

4719

視察船「新東京丸」がファミリー
層にも利用しやすくなります！�

　ファミリー層にも東京港の重要な役割
などを知ってもらえるよう、土曜日の運航
を増やし、春休み・夏休み期間や土曜日
の利用対象を小学生以上に拡大します。
乗船申込等詳細は で。

港湾局広報・国際担当☎03-5320-
5524

3月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等3,000万円スクラッチ（300円）  1日
◦1等100万円スクラッチ（200円）     1日
◦1等1,000万円くじ（100円） 　  　7日
◦1等10万円スクラッチ（200円） 　 14日
◦春きらきらくじ（200円）　　　   　14日
   （1等前後賞合わせて5,000万円）

財務局公債課☎03-5388-2685

「子育て応援とうきょうパスポート」
アプリ配信スタート�

　さまざまなサービスを提供するパス
ポート事業協賛店の検索、おむつ替えや
授乳等が行えるスペースなど、子供との
外出時に役立つ情報を入手できます。ス
マートフォンのアプリで利用可能。

福祉保健局少子社会対策部☎03-
5320-4115

地震に関する地域危険度測定調査
（第8回）を公表�
　調査報告書、パンフレット(報告書概要)
や地域ごとの危険度ランク等を に掲載
しています。

都市整備局防災都市づくり課☎03-
5320-5003

緊急情報伝達試験を3月14日
に実施�

　3月14日 11時頃、全国一斉に全国瞬
時警報システム（Jアラート）を用いた緊急
情報伝達試験が実施されます。試験時に
は、都内の多くの区市町村で防災行政無
線等による「これは、Jアラートのテストで
す」という放送や、防災情報メール送信等
が行われます。詳細は各区市町村へお問
い合わせ下さい。

総務局防災管理課☎03-5388-2587

都立霊園からのお知らせ�

◦ 住所を変更した方は「住所変更届」を提
出して下さい。使用者の方が亡くなら
れた場合は、名義変更の手続きをお願
いします。

◦ お彼岸は周辺の道路が混雑し、近隣住
民の方にご迷惑となりますので、できる
だけ公共交通機関をご利用下さい。

◦ 新規使用者の募集については6月ごろ
お知らせする予定です。
東京都公園協会霊園課☎03-3232-

3151

引っ越したときは、自動車の変
更登録の手続きが必要です�

◦ 30年度の納税通知書を新しい住所に
送付するため、3月末までに管轄の運輸
支局か自動車検査登録事務所で手続き
をして下さい。

◦ やむを得ず手続きが遅れる場合は、電子
申請、電話により手続きをして下さい。
自動車税コールセンター☎03-3525-

4066（平日9時〜17時）

都議会提供テレビ番組��

　｢トウキョウもっと!2 元気計画研究所」
3月17日 19時〜20時(再放送25日
14時)、TOKYO MXで。司会／いとうせ
いこう。｢もっと女性が活躍できる東京に
なるために！｣をテーマに有識者と都議会
議員が討論。　　

議会局広報課☎03-5320-7124

東京都心身障害者福祉センター多摩
支所　3月12日から仮庁舎へ移転�

　移転先／立川市曙町3-7-10
同センター（3月9日まで）☎042-573-

3311、 042-576-5295、（12日から） 
☎042-521-1100、 042-522-2260

｢緑の募金｣にご協力下さい�

　3月1日から都内全域で募金活動を実施
します。募金は、森林の育成や緑化推進
等に活用し、地球環境の保全に役立てら
れます。ご協力をお願いします。

東京緑化推進委員会☎042-528-
0644か産業労働局森林課☎03-5320-
4854

特定不妊治療費助成金の29年度助成
は3月31日（消印）が申請期限です�

　不妊治療（体外受精および顕微授精の
み）に要する治療費の一部を助成していま
す。29年12月31日までの治療分は4月1
日以降受け付けできませんので至急ご提
出下さい。なお、申請が集中しますので、
決定まで3か月程度かかります。

福祉保健局家庭支援課☎03-5320-
4362

｢Old�meets�New�東京150年｣
記念カレンダーを配布します�

　3月3日 から、東京観光情報センター
（都庁･京成上野･多摩）で。3月17日 ･ 
18日 10時〜17時、平

ピョン

昌
チャン

2018冬季パ
ラリンピック期間中のライブサイト会場
(日比谷公園)で。21日 から、江戸東京
たてもの園で。いずれも先着順。30年が
江戸から東京への改称、東京府開設から
150年の節目であることを記念した｢Old 
meets New 東 京150年｣事 業 の 記
念カレンダーを配布。

政策企画局政策課☎03-5388-2187

募　集

森づくり支援倶楽部会員�

　多摩のスギ林等を伐採し、花粉の少な
い品種等に植え替える森づくりを支援。
個人会員／年3,000円以上の寄付。法
人会員／年50,000円以上の寄付。会報
誌の配付や森づくりイベントの参加等特
典有。

東京都農林水産振興財団☎0428-20-
8153

教育庁人材バンク登録者�

 　都内の公立学校で、無償ボランティア
として学校教育活動をサポート。内容／学
習指導、部活動指導など。申込／ か所
定の申込書（ で入手可）を郵送で〒101-
8326東京都教職員互助会人材バンク事
務局（☎03-3292-0665）へ。

都市計画審議会の傍聴者�

　5月17日 13時30分、都庁で。抽選
で15人。申込／4月20日（消印）までに往
復はがき（1人1枚・重複申込不可）に住
所・氏

ふ り が な

名・電話を書き、〒163-8001東京
都都市整備局都市計画課（☎03-5388-
3225）へ。審議案件は同課か で。

代々木公園　ボランティア�

　高校生以上で園芸・自然観察などに関
心があり、月2回以上活動できる方。年会
費等有。申込／3月17日 10時、同公
園での説明会で。

同公園☎03-3469-6081

インターネット
福祉保健モニター�

　東京都の福祉保健医療施策について
のアンケート(年3回)。資格／18歳以上
の都内在住･在勤の方で、 閲覧とメー
ルの送受信を日本語でできる方(公務員を
除く)。人数／50人程度。任期無(1年に1
回、継続の意思を確認)。謝礼無。申込等
詳細は で。

福 祉 保 健 局 広 報 担 当 ☎03-5320-
4032

お知らせ

※電話番号を間違えないようにお願いします※問＝問い合わせ先、申＝申し込み先、HP ＝ホームページ、FAX ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル
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都庁では により情報を発信しています！

東京の魅力を
コンパクトに紹介｢東京トラベルガイド｣
 これまで、別々の冊子だった観光ガイドと観光地図を一つにまとめた｢東京トラ
ベルガイド｣を発行しました。ガイドを片手に、東京観光に出かけてみませんか。

内     容／ 地図･路線図･エリアごとの観光スポット･観光モデルコース･各種問合
せ先等

配布場所／東京観光情報センター、空港、ホテル等。 でもご覧いただけます。
対応言語／ 9言語10種類（日･英･中(簡体字･繁体字)･韓･仏･独･西･伊･タイ)。
              日･英以外は3月30日から順次配布。

お問い合わせ （内容について）東京観光財団　　　　　☎03-5579-2681 
（配布について）東京観光情報センター　☎03-5321-3077　



東京アニメアワード
フェスティバル2018�

　国際アニメーション映画祭。3月9日
〜12日 、新文

ぶん

芸
げい

坐
ざ

（池袋）ほか。
同事務局☎03-5809-3375か産業労

働局振興課☎03-5320-4786

防災フェスタ�in�駒沢�2018�

　3月10日 10時〜15時、駒沢オリン
ピック公園総合運動場で。煙中避難体験、
応急救護体験、緊急車両展示など、いざ
という時に役立つ知識を楽しく学ぶ。

同運動場☎03-3421-6199

腎臓病を考える都民の集い��

　3月11日 14時、都庁大会議場で。当
日先着250人。慢性腎臓病患者における
規則正しい生活習慣や食事療法等につい
ての講演。

東京腎臓病協議会☎03-3944-4048
か福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4476

ワールドカップ2019TMの紹介も。
同コンテスト事務局☎03-5860-1038 

かオリンピック・パラリンピック準備局総
合調整部☎03-5388-2266

豊洲市場魅力発信プロジェクト
イベント�

　3月24日 ・25日 10時〜16時。屋
上緑化広場の開放や宝探し、クイズ大会
等を通じて施設や機能を紹介。事前申込
不要。荒天中止。

同事務局☎050-3186-4556か中央卸
売市場総務課☎03-5320-5720

オープンデータアプリコンテスト
作品発表会･表彰式�

　3月25日 14時、東京国際フォーラム 
で。抽選で100人。｢子供･子育て｣｢障害
者福祉｣｢観光｣の地域課題を解決するた
めのオープンデータを活用したアプリ、
Webサービスの発表会･表彰式。作品体
験、パネルディスカッションも。申込／3月
12日までに で。

総務局情報通信企画部☎03-5388-
2402

都民クルーズ　
客船「ぱしふぃっくびいなす」�

　「ゴールデンウイーク・伊勢志摩クルー
ズ」4月27日 〜29日 （2泊3日、朝夕
食2回・昼食1回）を通常価格の15％引き
で。①ステートF（93,500円）②ステートG

（86,020円）。いずれも10組（2人1室利
用）。東京港発着。添乗員なし。応募多数
の場合抽選。申込／3月16日（消印）まで
にはがきに催し名・希望客室タイプ・人数

（1室3人まで）・全員の住所・氏
ふ り が な

名・生年

難病患者交流イベント�

　3月17日 東京都難病ピア相談室（東
京都広尾庁舎）。3月21日 TKP上野駅
前ビジネスセンター。いずれも9時〜17
時。予約不要。カフェのような雰囲気のな
かで交流、情報交換、相談。個室での相
談も可。

福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4477

水の科学館イベント�

　「CONROのジャグリングショー」3月11
日 。「日本の曲芸『江戸太神楽』ショー」
18日 。いずれも13時・15時。各回当 
日先着60人。開始2時間前から整理券
配布。

同館☎03-3528-2366

東京都埋蔵文化財センター�

　3月21日  ①「展示説明会」10時30分
〜11時30分。②「遺跡発掘調査発表会」
13時30分。②は当日先着100人。

同センター☎042-373-5296

東京2020大会の都市ボランティアが行う
アイデアコンテスト「IDEA�for�TOKYO」�

　3月18日 12時〜13時、平
ピョン

昌
チャン

2018冬
季パラリンピック期間中のライブサイト会
場（日比谷公園）で。最終審査に残った3組
が、東京を訪れる人をおもてなしするアイ
デアを発表。陣内智則（お笑いタレント）や
アスリートたちが決勝戦を審査。ラグビー

月日・電話を書き、クルーズのゆたか倶楽
部（株）（〒101-0044千代田区鍛冶町2-5-
15）☎03-5294-6261へ。企画・実施／
日本クルーズ客船（株）。

港湾局振興課☎03-5320-5529

東京水辺ライン�

　「卯
う

月
づき

クルーズ・樹木医と歩くサトザクラ 
咲く浜離宮恩賜庭園」。4月12日 9時30
分。墨田区役所集合。30人。2,000円。
申込／3月31日（必着）までに往復はがき
に催し名・人数（中学生以上・小学生の
別）・代表者の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話・ファ 
クスを記入し、東京水辺ライン（〒130- 
0015墨田区 横 網1-2-16-4階）☎03- 
5608-8869へ。

ガイドと歩く街路樹ツアー�

　4月12日 ・20日 12時30分。抽選
で各日20人。銀座・有楽町に花の街路樹
を訪ねる。申込／3月9日（消印）までに
か往復はがきに催し名・希望日・人数（2
人まで）・全員の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話
を書き、〒163-0720東京都道路整備保
全公社（☎03-5381-3380）へ。

催　し

東京しごとセンター�

　29歳以下／①「若者と企業の交流会in
八王子」3月16日 12時30分。50人。②

「若者と企業の交流会DXin国分寺」26日
10時。50人。34歳以下／③「合同就職

面接会」8日 13時。100人。④「とうきょ
うJOBフェスタ」16日 12時。40人。掲
載以外も有。

・ 同センター多摩①②☎042-329 
-4510、同センター③☎03-5211-2851
④☎03-5211-6351

「TOKYO働きやすい福祉の職場
宣言情報」を公表しています　�

　人材育成に力を入れる職場、仕事と育
児・介護の両立を応援する職場など、働
きやすい職場づくりに取り組んでいる福
祉事業所の情報を公表します。パソコンや
スマートフォンから「ふくむすび（東京都福
祉人材情報バンクシステム）」にアクセスし
て、ご利用下さい。

東京都福祉保健財団☎03-3344-
8552か福祉保健局地域福祉推進課☎
03-5320-4049

「働く」の続き
働     く

　明治から続く石材店の4代目、山中
英明さん。墓石や石灯籠作りなど、石
全般の仕事を引き受ける。全国の熟練
職人が日本一の技を競う｢技能グラン
プリ｣で優勝、同時に内閣総理大臣賞
を受賞。快挙を成し遂げながら｢石は
一生の遊び相手。目指すところは遠く
にあり、まだ見えていない｣と語る。
　山中さんの手がける墓石は全て、簡
単に倒れないよう、石と石の接着面に
凹凸をつくり、結合させる作業を行う。
手間がかかる作業のため、セメントに
よる接着や石を設置するだけなのが一
般的。｢地震の多い日本ではすぐに石
が動いてしまう。見えないところも丁
寧にやることが大事｣。品質への強い
責任感の根底には｢何百年も残るもの
を作っていきたい｣という山中さんの信
念がある。
　手彫りの伝統的な技法による作品の
美しさに魅せられ、その継承にも力を
入れる。石の角も正確に彫るのではな
く、あえて潰すなど、手彫りだからこそ
できる｢味わいのある墓石｣を目指す。
｢石に内在する美しさを彫り起こすイ

父親の｢技術の安売りはするな｣という教えが、
職人としてのプライドを強固にした。

メージです｣。自然と手を合わせたくな
るような墓石を求め、仲間と霊園を訪
れるなど、研究熱心な一面も。
　好きな言葉は｢古きを学び新しきを
創る｣。｢平安、鎌倉時代の職人の技
術には及ばない｣という先人への敬意
が、その卓越した技術に磨きをかけて
いく。

何百年も残る作品を

石彫工
山
やま

中
なか

　英
ひで

明
あき

さん（平成29年度受賞）

■東京マイスター ＷＥＢサイト　http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/

☆お出かけは、環境にやさしい電車 　 バス    　で☆
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職 員 採 用

ずれも有資格者、若干名。選考･採用
／随時。配属／公社運営の6病院（②
は荏原･豊島のみ）。申込等詳細は
か同公社 0120-401-170へ。

重症心身障害児（者）、医療的ケア児
訪問看護非常勤看護師�������������
　資格／看護師免許を持つ方。人員
／5人程度。採用／随時(要相談)。申
込／電話で全国重症心身障害児(者)
を守る会(23区は☎03-5273-5001、
多摩地域は☎042-567-5900)へ。
福祉保健局施設サービス支援課☎

03-5320-4360

東京都公立学校教員採用候補者
選考（31年度採用）春季説明会�
　①3月24日 ・25日 ・4月28日
10時・14時②10日 ・11日 19時。
会場／①都庁大会議場②練馬文化セ
ンター。内容／都の教員採用選考の現
状と都が求める教師像、実施要綱の説
明、パネルディスカッション「東京の教
育・東京の先生」。申込・説明会の詳
細は で。
教育庁選考課☎03-5320-6787

東京都保健医療公社職員��　
　職種･人員／①看護師②助産師。い

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

※ ＝問い合わせ先、 ＝申し込み先、 ＝ホームページ、 ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル
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東京都公式動画チャンネル「東京動画」にアクセス！  　　　　　　　

　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

検索東京動画

人権問題都民講座「事件後を生きる　
津久井やまゆり園事件と優生思想」�

　3月10日 14時、都立多摩図書館で。
80人。事件を風化させないためにできるこ
とを考える。申込／3月8日までに か電
話、ファクスで東京都人権啓発センター☎
03-6722-0085、 03-6722-0084へ。

都立学校公開講座�

　［申込］ か往復はがきに講座名･住所･
氏
ふ り が な

名･年齢･性別･電話を書き、各校へ。応
募多数の場合抽選。受講料等必要。掲載
校以外も有。

　園芸高校☎03-3705-2154（〒158-
8566世田谷区深沢5-38-1）｢園芸コー
ス」｢食品加工コース(小学5年〜中学3年
対象)｣｢動物コース（親子〈小学生〉対象）」
4月28日〜10月6日（ 全5回）。締切／3
月10日（消印）。

同校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

視覚障害者対象の講座・教室�

　「音楽教室」3月16日 13時〜15時30
分。「教養講座」25日 13時30分〜16
時。東京都障害者福祉会館で。各日50

ビジターセンターの催し�
　申込／往復はがき（八丈は電話）に、催し
名・全員の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書き、
各センターへ。応募多数の場合抽選（八丈
は先着順）。掲載以外も有。
八丈☎04996-2-4811 ①｢植物公園
季節調査会｣3月11日 ｡②｢春の植物観
察会｣24日 ｡③｢植物公園でお花見」25
日 。中学生以上（③小学生以上）。①③
15人。②50円③200円。
奥多摩☎0428-83-2037 （〒198-
0212西多摩郡奥多摩町氷川171-1）「早
春のカタクリを訪ねて〜奥多摩の渓谷と
里山歩き」3月31日 。40人。500円（小学
生以下200円）。締切／3月10日（消印）。
高尾☎042-664-7872 （〒193-0844
八王子市高尾町2176）「春の高尾山クイ
ズウオーク」3月24日 。2人〜6人のグ
ループ、50人（小学生以下保護者同伴）。
500円（小学生以下100円）。締切／3月8
日（消印）。

里山へGO!〜初心者でも安心
して参加できる里山活動�

　「勝沼城跡歴史環境保全地域（青梅市）」
3月18日 9時40分、東青梅駅集合。森
の手入れなど。応募多数の場合抽選。締
切／3月13日。申込等詳細は で。

東京都環境公社☎042-595-7805

都内のさくら開花状況を
お知らせします�

　3月9日〜4月13日。都立公園などのさ
くら開花状況を でお知らせします。

建設局公園緑地部☎03-5320-5372

浜離宮恩賜庭園・小石川後楽園
桜の開花にあわせ開園時間を延長�

　18時まで開園（最終入園は17時30分）。
浜離宮恩賜庭園☎03-3541-0200／3月
24日〜4月8日（中の御門の最終入園は16
時30分、17時閉門）。
小石川後楽園☎03-3811-3015／3月17
日〜4月5日。

六義園「しだれ桜と大名庭園の
ライトアップ」�

　3月21日〜4月5日。期間中は21時まで
開園（最終入園20時30分）。駒込駅近くの
染井門を臨時開門。抹茶と和菓子のセット
なども販売。

同園☎03-3941-2222

神代植物公園
「椿・さくらまつり」�
　3月10日〜4月8日。約620本の多様な
ツバキや、約750本の桜が見頃。コンサー
トや講演会、ガイドツアーなど。

同園☎042-483-2300

長沼公園｢カタクリ観察会｣��

　3月24日 10時･11時。各回当日先着
30人。植物･園芸研究家によるガイド有。

桜ヶ丘公園☎042-375-1240

｢高尾の森自然学校｣で自然を体感
しながら環境について学ぼう！�

　①｢植物調査隊｣4月7日 。1,000円。② 
｢森林ボランティア入門（竹林編）｣22日 。
200円。③｢食べられる野草を学ぼう」28
日 ｡500円。いずれも9時30分｡小学生
以上（①は4年以上）、抽選で①15人②③
20人｡申込／開催日の1週間前までに
かファクスに､人数･代表者の住所･電話･
ファクス･全員の氏

ふ り が な

名･性別･年齢を書き､
高尾の森自然学校（☎042-673-3844）
042-673-3945へ。

環境局緑環境課☎03-5388-3556

奥多摩都民の森（体験の森）の
催し�

　「奥多摩山歩き・青梅丘陵と高水三山」
①4月11日 〜12日 ②21日 〜22日

。③「奥多摩まるごとネイチャー体験（大
自然塾）・林業講習会、巻き枯らし間伐」14
日 〜15日 。いずれも中学生以上、抽 
選で20人。10,000円（1泊3食付）。申込／ 
①3月11日②21日③14日（消印）までに
かはがき、ファクスに催し名・全員の住所・
氏
ふ り が な

名・年齢・性別・電話を書き、奥多摩都 
民の森（〒198-0222西多摩郡奥多摩町
境654）☎0428-83-3631、 0428-83-
3633へ。掲載以外も有。

海のふるさと村｢国際優秀つば
き園見学ツアー」�

　3月17 〜18日 ｡20人｡大人6,000
円､中学生以下5,600円（1泊3食付･交通
費別)｡申込／3月9日12時までに電話で
海のふるさと村(☎04992-4-1137）へ。

代々木公園　
防災ライフフェスタ�

　3月11日 10時〜15時。防災施設体
験･ワークショップなど。

同園サービスセンター☎03-3469-
6081

春の東京いい庭キャンペーン�

　3月17日〜4月15日、都内29カ所の日
本庭園で。庭園ガイドやコンサート、ライト
アップなど、各庭園で特色を生かしたイベ
ント等を実施。

建設局公園課☎03-5320-5168

チューリップフェスティバル
2018�

　3月31日 10時〜16時、シンボルプロ
ムナード公園で。切り花無料配布、スタン
プラリーなど。

東京港埠頭（株）☎03-3599-7305

品川区の海雲寺にまつられる千
せん

躰
たい

荒
こう

神
じん

王
のう

（荒神様）は、火と水を守る「台所
の神」として親しまれ、荒神様をまつる
と衣食住に不自由しない、と信仰さ
れている。毎年春（3月）と秋（11月）の27日・28日に大祭を開催。千躰荒神王が
御開帳されるほか、周辺には多くの露店も集う。

（29年3月28日、海雲寺で）

千躰荒神春季大祭

文化・スポーツ

トーキョーアーツアンドスペース
本郷「ワンダーシード�2018」�

　3月25日 まで。若手アーティストの入
選アート作品を展示・販売。

同館☎03-5689-5331

トーキョーアーツアンドスペース
レジデンシー（墨田区）の催し�

　｢オープン･スタジオ2017-2018｣3月
9日 ・10日 ・11日 ｡クリエーターの
制作過程の公開、トーク･イベント（英語
通訳有）等。

同館☎03-5625-4433

ニュースポーツEXPO�in�多摩�
2018�

　3月10日 9時30分〜16時、国営昭
和記念公園ゆめひろばで。出演／千田健
太（フェンシング）、三浦浩（パラ・パワー

リフティング）ほか。ニュースポーツ等の
体験（32種目）、ウルトラマンティガ ミニ
ショー、景品がもらえるスタンプラリーや
抽選会、多摩のグルメや宮城県・福島県
の観光PRブースなど。

同事務局☎03-3457-0839かオリン
ピック・パラリンピック準備局事業推進課
☎03-5320-7714

人。事前申込不要。
教育庁生涯学習課☎03-5320-6857

中途失聴者・難聴者
手話講習会�

　対象／都内在住・在勤で中途失聴・難
聴の方。会場･期間／①｢多摩会場｣13時
30分、多摩障害者スポーツセンター等で。
4月20日〜9月21日。②｢三田会場｣18時
30分、東京都障害者福祉会館で。4月13
日〜9月21日。いずれも毎 全22回、面
接有。コース／入門・初級・中級・上級。 
各15人（中級は②のみ）。1,500円。申込／ 
3月13日（消印）までに所定の申込書（ で

入手可）を郵送かファクスで〒163-8001
東京都福祉保健局障害者施策推進部（☎
03-5320-4147） 03-5388-1413へ。
申込書の請求／はがきかファクスに「中難
手話講習会受講希望」・住所・氏

ふ り が な

名・電話・
ファクスを書き、同部へ。

講演「なぜ認知症になると
『におい』が分からなくなるの?」�
　4月17日 13時30分、板橋区立文化
会館で。当日先着250人。研究成果のポ
スター発表は12時30分〜16時。

東京都健康長寿医療センター研究所 
☎03-3964-3241

学　ぶ

自然・公園

スポーツチャンバラの体験
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都 民 の 声  ご あ ん な い

テレビ

東京サイト（テレビ朝日） 月曜〜金曜 14:00〜14:04
東京クラッソ！ NEO（TOKYO MX） 日曜 21:30〜22:00
東京JOBS（TOKYO MX） 水曜 21:55〜22:00
東京インフォメーション（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20
放送後に東京都公式動画チャンネル「東京動画」からご覧になれます。

ラジオ

都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］）

月曜〜土曜 8:47〜8:52　
日曜 16:45〜16:50

TOKYO City Information
（Inter FM［89.7MHz］）

土曜・日曜 9:56〜9:59
※日曜は再放送

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎3階南側）

手紙･はがきで 〒163-8001 東京都庁「都民の声総合窓口」へ
ファクスで FAX 03-5388-1233へ
インターネットで 東京都ホームページへ http://www.metro.tokyo.jp/

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
  9:30〜12:00
13:00〜17:00☎03-5320-7766 星期二･五

  ☎03-5320-7700   

都政一般相談 ☎03-5320-7725 
交通事故相談 ☎03-5320-7733 月曜〜金曜   9:00〜17:00
オウム脱会者等社会復帰相談 ☎03-5320-7720

「知事への提言」
「都の仕事や職員の
対応への要望」

各種相談

外国人相談
（英語･中国語･韓国語）

都提供のテレビ・ラジオ番組

★�「広報東京都」は新聞折り込みでのお届けのほか、区市町村の窓口・図書館や都の施設・都営地下鉄、郵便
局等にも置いています。
★点字版・音声版もありますので、お知り合いで希望する方がいらっしゃいましたら☎03-5388-3093へ。
※本紙に記載の会社名・製品名は、一般に各社の商標・登録商標です。

★都民情報ルーム（都庁第一庁舎3階北側）では、都政刊行物の閲覧・販売等をしています。

古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。
石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

〈次号（4月1日発行）は、3月30日・31日の新聞折り込みなどで配布します。〉

ラグビーワールドカップ2019™日本大会
チケットの開催都市住民先行抽選販売を開始します 

オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部　☎03-5320-7841
http://tokyorugby.metro.tokyo.jp/

お問い合わせ

　3月に入ると、桜の便りが周辺から聞こえ始める。今年の桜見物はど
こにしようか、と思いを巡らすのは楽しいものだ。
　西永福駅を下り、案内の掲示を頼りに10分ほど歩くと、大宮八幡宮の
大きな鳥居が見えてくる。約1000年の歴史を持つこの神社は、安産や
子育てなどにご利益があることで知られているが、もう一つ。東京のほ
ぼ中心に鎮座していることから「東京のへそ」の別名を持つ。境内の神聖
な気を全身に感じながら、朱塗りの赤門（北神門）を抜けると、目の前に
善福寺川、その向こうに和田堀公園の緑地が見える。
　この善福寺川に沿うように、和田堀公園と善福寺川緑地、2つの公園
が4.2kmに渡り続いており、川沿いの遊歩道には樹齢40年近い桜が約
700本植えられている。どの場所からも春の高揚感を味わえるが、上流
側の善福寺川緑地の方に進むと、
桜の密度はより濃くなる。
　湾曲した川沿いの道をゆっくり
歩いてみれば、眺める位置や角度
によって景観が異なり、趣深い。
散策を堪能した後は、バスか徒歩
で阿佐ヶ谷方面に向かうも良し。
ちょっとした旅行気分に浸れるこ
とだろう。

五日市街道と交差する尾崎橋からの眺め

大宮八幡宮。桜の開花に合わせ桜まつりが行われる

大宮八幡宮、
善福寺川緑地（杉並区）

善福寺川緑地サービスセンター　☎03-3313-4247　

[大宮八幡宮]京王井の頭線「西永福」駅下車、徒歩7分。
[善福寺川緑地]京王井の頭線「西永福」「浜田山」駅下車、徒歩15分。東京メトロ
丸の内線「南阿佐ヶ谷」駅下車、徒歩10分。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093　

川沿いの桜並木に春満喫

=パソコン用壁紙

子：ジー親：レン

ユニット名／レンジー

「東京くらし防災」の
設置場所は東京都
防災ホームページで
ご覧下さい。

大会公式マスコット
　日本古来の想像上の聖獣、獅子が由来です。顔が
ラグビーボールの形になっていて、外見は歌舞伎
の連獅子や、獅子舞に似た部分もあります。今後、
ラグビーワールドカップ2019™日本大会の素晴
らしさや開催都市等の情報を発信し、大会時には
おもてなしの先頭に立ちます。

東京スタジアムでの開催試合（2019年開催）

プール戦（予選）

9月20日 日本対ヨーロッパ地区代表
     21日 フランス対アルゼンチン
     29日 オーストラリア対ウェールズ
10月5日 イングランド対アルゼンチン
       6日 ニュージーランド対アフリカ地区代表

決勝トーナメント 10月19日 、20日 準々決勝
11月1日 　 3位決定戦

　都内にお住まいの皆さんは、東京スタジアムで行われる各試合の観戦チケット先行
抽選販売に申し込むことができます。申し込みには、ラグビーワールドカップ2019™
日本大会公式チケットサイトでチケットIDの登録が必要です。

公式チケットサイト（tickets.rugbyworldcup.com）
3月19日10時〜4月12日23時59分 

申　込
期　間

女性視点の防災ブック「東京くらし防災」と
「東京都防災アプリ」を3月1日リリース！
　東京都は、女性の視点で作成した防災
ブック「東京くらし防災」を発行しまし
た。本書はいつもの暮らしの中でできる
防災対策を、親しみやすいキャラクター
を使い、まとめています。都や区市町村
の施設、民間企業の店舗等で入手できま
す。ぜひ手に取って読んで下さい。
　併せて「東京都防災アプリ」をリリース
します。防災の基礎知識や災害時に役立
つコンテンツを盛り込んでいます。日常
から防災意識を高め、もしものときに備
えましょう。

総務局防災管理課　☎03-5388-2452　お問い合わせ

iPhone、iPadを
ご利用の方

Android端末を
ご利用の方

東
京
都

防
災
ア
プ
リ
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