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子育て世代･高齢者･
ペット飼育者のための防災普及
啓発用冊子
およびグッズを
作成しました
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みんなが楽しめる！ それがパラスポーツ！

｢BEYOND FES 日本橋｣

7

広報東京都 検索

パラリンピック全競技紹介!

東京都シニア･コミュニティ交流大会
エン

｢TOKYO縁ジョイ ! ｣開催

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/

世帯と人口

元年9月1日現在の推計

710万7,078世帯 人口1,393万5,651人
（男：685万2,033人 女：708万3,618人）
＊参考：外国人数56万4,116人

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

この度の台風第19号により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
引き続き、関係機関と連携し、被災地の復旧･復興と生活再建に向けた支援に全力を尽くしてまいります。

東京都知事

11月は児童虐待防止推進月間

児童虐待とは保護者によって子供に加えられた行為で、
身体的虐待･性的虐待･心理的虐待･ネグレクト(養育の放棄または怠慢)に分類されますが、
ほとんどの場合、重複して起こっています。
昨年度、都内の児童相談所における虐待対応件数は16,967件で、
この10年間で約5倍となっています。また児童虐待によって尊い命が失われる痛ましい事件が後を絶ちません。
虐待は、皆さんのちょっとした「気づき」や「心配り」で防ぐことができます。

｢心配だな、虐待かな?｣と思ったら

相談機関にご連絡下さい。通告は子供を守るだけでなく家庭の支援にもつ
ながります。ご連絡は匿名でも結構です。プライバシーには十分配慮します。
東京OSEKKAI化計画

OSEKKAI 検索

子供の健やかな成長のために
東京都は、体罰などによらない子育てのポイ
ントをまとめた動画やハンドブックなどを作成
しました。ハンドブックは最寄りの子供家庭支
援センターや保健センター等で配布していま
す。ホームページ から動 画 の
閲 覧 やハンドブックの ダウン
ロードができます。ぜひご活用
下さい。

お問い合わせ

子供家庭支援
センター

児童相談所
全国共通ダイヤル

子育ての悩みや困っていることを相談して下さい
よ い こ

に

☎03 -3366 - 4152

月 〜 金 9時〜21時、土 日 祝

9時〜17時(年末年始を除く)
聴覚・言語障害者用ファクス
03-3366-6036

LINE相談
子ゴコロ･親ゴコロ相談＠東京
月 〜 金 9時〜21時、土 日 祝

9時〜17時

11月の平日は相談時間を23時まで延長します
（22時30分まで受付）

福祉保健局家庭支援課
☎03-5320-4090 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
東京都児童相談センター ☎03-5937-2305

児童虐待防止月間

LINEアカウント

東京都
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災

子育て世代･高齢者･ペット飼育者のための
防災普及啓発用冊子およびグッズを作成!

東京防災

災害に対する備えや発災時
の対処法などを、分かりやす
くまとめた防災ブック。都庁
および一部の書店等で販売。
電子書籍版は、電子書店にて
130円(税別)
無料で配信。

災害への備えをさらに促進していくため、幼い子やその親、高齢者、ペット飼育者を対象に、防災に役立つ
情報を分かりやすく紹介した冊子やグッズを作成しました。ぜひご活用下さい。

とうきょうぼうさいえほん

東京くらし防災(ジャンボ版)

育児で忙しい子育て世代でも、読み聞か
せを通して、子供と一緒に防災について学
べる絵本を作成しました。
都内幼稚園･保育所･産院や子供家庭支援
センター、区市町村施設などで配布。

東京くらし防災

高齢者にも大きな文字で読みやすいよ
う、
「東京くらし防災」をA4判に再デザイン
しました。「暮らしの中の防災チェックリ
スト」など日頃からの防災意識向上に役立
つ、新たな巻末付録も付いています。
地域包括支援センターや区市町村施設な
どで配布。

東京都防災アプリ

災害発生時にペットを守るため、飼い主
としてできることに取り組む第一歩となる
よう、もしもの時に役立てていただける防
災グッズを作成しました。
防災や動物愛護のイベントなどで配布。

お問い合わせ

健

総務局防災管理課

Android

携帯用食器

APPROVAL NO. G602681

イラストを使い内容紹介

3つのモードで「知る･備え
る･役立つ」防災アプリ。オフ
ラインでも使える地図や助
け を 呼 ぶ｢ブ ザ ー｣な ど 緊 急
用の機能も充実。

ペット飼育者向け防災グッズ

ハローキティと防サイくんが解説

東京くらし防災 検索

女性の発想を生かし
て制作した防災ブック
第2弾。都 立･区 市 町 村
立施設などで配布。

判型をB6判からA4判に拡大

©1976, 2019 SANRIO CO., LTD.

東京防災 検索

iOS

☎03-5388-2452

お
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11月16日〜12月15日は
東京都エイズ予防月間
「わたしの一歩から。」

施設 編

ツ

し え て
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夢の島公園アーチェリー場

夢の島公園アーチェリー場は、東京
2020大会に向けて東京都が新たに整

12月1日は｢世界エイズデー｣です。東京

備した競技会場として、平成31年4月

都では11月16日〜12月15日を東京都エイ

に開業しました。大会時には、予選会場

ズ予防月間とし、さまざまなHIV／エイズ

として使用され、全員が横一列で矢を放

予防啓発キャンペーンを行います。

ち、決勝の組み合わせを決定します。な
お、決勝は仮設会場で行われ、1対1で対
戦する勝ち抜き方式により優勝者を決

HIV／エイズイベント"Words of Love"
11月26日 18時〜19時30分、サナギ新宿で。エイズ啓発
番組のイベントでHIV／エイズの予防について語る。MC／ダ
イノジ(お笑い芸人)。ゲスト／小島みなみ(タレント)ほか。
http://www.wordsoflove.jp/

講演会｢働く世代に多いHIV／エイズ〜誰もが働きやすい
職場とは｣
12月4日 19時、ビジョンセンター新宿で。120人。申込／
11月28日までに かファクスで。応募方法等詳細は で。

弓をモチーフとした日よけ屋根

定します。

う

総面積は約21,500m で、うち、芝生面が18,000m 、弓を射つシューティングエ
2

2

リアの舗装面が3,500m となっています。最大で21レーン、42台の的が置けます。
2

シューティングエリアは、段差や傾斜を減らすことで車いす選手のスムーズな移動に
配慮するとともに、遮熱性舗装の活用により暑さを緩和しています。また、選手が競技
する場所の近くに設置した全長約130mの日よけ屋根は、弓の曲線などをイメージし
て設計しました。
東京2020大会後は、アーチェリーの大会や体験教室が実施されるほか、利用がな
いときには芝生広場として一般開放し、夢の島公園と一体となって憩いの場を提供し
ていきます。また、公園内の他の施設と連携したイベントなど、幅広いプログラムを設
けていきます。

12月1日 〜9日

｢当施設は、日本のアーチェ

都庁舎ライトアップ

リー競技の新たな拠点とする

HIV／エイズへの理解と支援のシンボル
「レッドリボン」にちなみ、都庁第一庁舎を赤
にライトアップ。

だけでなく、広大な芝生広場を
使ったスポーツ教室や音楽イベ
ント、グルメイベントなどのレ
クリエーションの場にもしてい
く予定です。皆さんに親しんで

HIV検査･相談(匿名)
◦東京都HIV検査情報Web

もらえる施設を目指します
（施

http://tokyo-kensa.jp/

平成31年1月時点の大会後イメージ図

保健所等で実施している検査室の情報を提供。
◦東京都HIV／エイズ電話相談
9時〜21時(
お問い合わせ

☎03-3292-9090

は14時〜17時)
福祉保健局感染症対策課

☎03-5320-4487

申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。

所在地

設管理担当者）
｣

江東区夢の島2-1-4。JR･東京メトロ･りんかい線｢新木場｣駅下車、徒歩
7分。

お問い合わせ

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部 ☎03-5388-2872

宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書き下さい。
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※バックナンバーもあります

♦ホストシティTokyoプロジェクト

〜みんなが楽しめる！ それがパラスポーツ！〜

｢BEYOND FES 日本橋｣
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東京都への事業提案に対する
投票を実施します！

パラスポーツを応援する

来年度に東京都が実施する事業案を募集した結果、都民の皆さんから

人を増やすプロジェクト

242件、大学研究者の皆さんから61件のご提案がありました。これらの事

｢TEAM BEYOND｣の 一 環

業案について、インターネット等による投票を実施します。多くの方から

として、パラスポーツ･パラ

の投票をお待ちしています。

アスリートの魅力を体感･
体験できるイベントを開催

投票方法

11月22日〜12月5日(必着)に

し ま す。1週 間 毎 日 パ ラ ス

投票要件

都内在住の18歳以上の方

ポーツのさまざまな魅力を

※投票対象事業は11月22日に

発見できます。

か郵送･ファクスで。
で公表

投票方法等詳細はホームページをご覧下さい。

日 時

11月5日 〜11日 11時〜20時

会 場

コレド室町テラスおよび日本橋周辺

内 容

◦ト ークショー
「パラアスリートの素顔」
「親子でのパラス
ポーツ観戦の楽しみ方」
ほか
お問い合わせ

◦パラスポーツの競技体験会

財務局財政課

☎03-5388-2669

◦パラスポーツの魅力を伝える競技情報や大会情報紹介
◦パラスポーツを支援する企業の取り組み等の展示
◦日本橋周辺を巡りパラスポーツについて学ぶスタンプ
ラリー など
プログラム等詳細はホームページをご覧下さい。
お問い合わせ

オリンピック･パラリンピック準備局パラリンピック部
☎03-5388-2882 https://www.para-sports.tokyo/

支

援

女性･若者･シニアのための
起業･創業シンポジウムを開催
起業・創業を目指す女性・若者・シニアの方を支援するために、創業者や
創業希望者に役立つさまざまな情報を提供するシンポジウムを開催します。

イベント

ヒューマンライツ・フェスタ
東京2019

日 時

11月30日 13時〜16時

会 場

Startup Hub Tokyo（千代田区）

対 象

都内での創業に興味がある女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳
以上)の方

定 員

100人

内 容

◦小笠原恭子(株式会社グランディーユ代表取締役)、
中野裕哲(V-Spiritsグループ代表)による基調講演

メインテーマは｢オリンピッ

スタートアップ

ろいろな違いを知り、体験し、

※地域創業アドバイザーによる個別相談会も実施します。

られるプログラムを通して人
権について考えてみませんか。

日時･会場

お問い合わせ

コミュニティビジネスサポートセンター ☎03-5939-9503
産業労働局金融課 ☎03-5320-4877

新宿駅西口広場

村崎太郎トーク＆猿まわし、木下航志ライブ、吉本興業所属の
芸人による人権イベント、ボッチャ体験、人権パネル展示
など

11月9日

11月16日 ･17日 11時〜17時

11月16日

東京国際フォーラム

映画上映「めぐみー引き裂かれた家族の30年」

★講演

ロバート キャンベル（国文学研究資料館長）

コンサート 木下航志（シンガーソングライター）
、矢野デイ
ビット（ミュージシャン）、マリアセレン
（声楽家）

スター☆トゥインクルプリキュア ショー

★は11月11日までに要事前申込。申込等詳細は
お問い合わせ

※

で。

同運営事務局 ☎03-6674-7541
総務局人権施策推進課 ☎03-5388-2595
https://www.hrf-tokyo-2019.com/

子育てママが再び働くための応援イベント

「レディ GO! Project」を開催

就職活動に役立つセミナーなどを行うイベントを開催します。男性も参加
できます。皆さんのご来場をお待ちしています!
日 時

12月4日 10時30分〜15時30分

会 場

サンシャインシティ展示ホール(豊島区)

内 容

◦山田まりや(タレント)によるトークショー

◦キャリアカウンセリング(要予約)

5人制サッカー、車いすバスケットボールの体験
バリアフリー、世界の民族衣装、ボルダリング体験

く

◦就職活動に役立つセミナー、ワークショップ、
ワンポイントメイク講座

映画上映｢志乃ちゃんは自分の名前が言えない｣

両日開催

働

マザーズハローワークなどと連携し、再び働くにあたっての悩み解消や、

大学生による多文化共生プレゼンコンテスト
★トークショー 猪狩ともか
（アイドル）、松田丈志（競泳元日
本代表）、二條実穂（車いすテニス元日本代表）

11月17日

トウキョウ

申込等詳細はホームページをご覧下さい。

認め合うことの大切さを感じ

11月9日 11時〜17時

ブ

◦創業者による事例発表、パネルディスカッション

ク･パラリンピックと人権｣。い

日時･会場

ハ

など

◦歌う絵描きペコーのクリスマスショー
※託児サービス(要予約)、キッズスペース有。

山田まりや

内容等詳細はホームページをご覧下さい。
お問い合わせ

産業労働局就業推進課

＝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、♦＝
「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

☎03-5320-4708

※電話番号を間違えないようにお願いします
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都職員の

給与の状況

東京都は、福祉･医療･教育･土木･警察･消防など都民生活に密接にかかわる仕
事を行っており、これに携わる職員が約17万4千人（  参照）います。
都職員の給与は、都議会の議決によって定められる給与条例や、これに基づく
規則などによって明らかにされていますが、都民の皆さんに一層のご理解をいた
だくため、そのあらましを紹介します。なお、詳細はホームページに掲載します。
※ 4·5·7〜·は平成31年4月1日現在
お問い合わせ

1 給与の概要
給

総務局人事部

☎03-5388-2471

2 人件費の内訳（平成30年度普通会計決算）
料

地域手当
きまって支給されるもの

民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給
される手当
地域区分により給料、扶養手当、管理職手当の合計額の
20％～0％
（職員１人当たり平均支給月額66,803円）
区

扶養手当

一般行政関係
1,764億円

仕事の内容や責任に応じて給料表、級などによって区分
されており、民間でいう基本給に相当するもの

分

都

国

子

各9,000円

各10,000円

16歳〜22歳の子が
いる場合の加算額

各4,000円

各5,000円

子以外の扶養親族

各6,000円

各6,500円

消防関係
1,938億円

12.6%

原則として毎月支給されるもの

世帯主等

住居手当

その他

通勤手当、管理職手当、初任給調整手当など

勤務実績に応じて支給されるもの

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務、
その他著しく特殊
な勤務に従事したときに支給される手当（支給職員１人
当たり平均支給月額12,968円、
都全体で40種類、
全職員
に対する支給職員割合41.0％）
特殊勤務手当

深夜特殊業務手当、交替制勤務者
等業務手当、捜査等業務手当、警ら
手当、
救急手当

支給額の
代表的な 多い手当
手当の
名称
支給対象職員 深夜特殊業務手当、
出動手当、
捜査
の多い手当 等業務手当、警ら手当、救急手当

超過勤務手当 職員１人当たり平均支給月額28,497円

その他

夜勤手当、宿日直手当など

総

額

教育関係
6,834億円

15,427億円

44.3 %

警察関係
4,891億円

（一般職員の例）

管 理 職を除く年 度 末 賃貸住宅に
年齢35歳未満で、
月額
居住する場合
15,000円以上の家賃
支給限度額
を支払っている場合
27,000円
15,000円

11.4 %

31.7%

（注）①都の会計は、一般会計、特別会計、公営企業会計に分かれています。
普通会計とは、一般会計と大部分の特別会計を加えて、会計間の重複などを控除
して得られる統計上の会計です。
②表示単位未満を四捨五入して表示しています。

3 人件費の状況（普通会計決算）
区分

歳出額（A）

人件費（B）

人件費比率（B）/（A）

平成30年度

73,790億円

15,427億円

20.9%

平成29年度

68,275億円

15,266億円

22.4%

4 職員の平均給料月額、平均給与月額および
平均年齢の状況
区
分
一 般 行 政 職

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

314,459円

448,732円

41.7歳

警

察

318,626円

492,235円

38.8歳

337,408円

436,727円

40.2歳

高等学校教育職

357,252円

461,067円

44.1歳

技 能 労 務 職

291,617円

393,246円

49.9歳

（注）
「平均給与月額」とは、給料と諸手当（期末･勤勉手当を除く）の合計です。

区

期末・勤勉
手当

分

６月期
12月期
合計

退職時に支給されるもの

一定時期に支給されるもの

例年支給されるもの

職

小中学校教育職

期末

都

勤勉

期末

国

勤勉

1.00月
1.30月
0.925月
1.30月
（0.725月）（0.475月）（0.725月） （0.45月）
4.60月
（2.40月）

4.45月
（2.35月）

一般職員の例。（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

退職手当

退職時に支給される一時金（ 8 参照）

（注）諸手当は、いずれも元年勧告前の金額および月数です。

5 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況
（一般行政職）

232,392円
278,059円

10年

269,266円
329,123円

15年

320,789円
367,637円

20年
0

高校卒
大学卒

100,000

200,000

300,000

400,000（円）

（注）①諸手当は含まれていません。
②一般行政職とは一般職員のうち消防職、企業職、医療技術職、税務職、技能労務職など
を除いた職員です。

令和元年
（2019年）
11月1日
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※バックナンバーもあります
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給与決定の仕組み

これまでの人事給与制度改革

地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費、国や他の地方公
共団体の職員、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めることと
されています。
都には、法律に基づき、専門的で中立的な人事機関として人事委員会
が設置されており、人事委員会は毎年、都内の民間企業（企業規模50人
※
の給与の実態を調査して、
都
以上、
かつ事業所規模50人以上の事業所 ）
の職員の給与について勧告を行っています。
この人事委員会勧告に基づ
き、
都議会の審議を経て条例により給与が決定されます。
このため、
都職
員の給与決定の仕組みは、
民間企業の給与水準を適正に反映するものと
なっています。

都では、
これまでの職責･能力･業績を重視する人事給与制度の見直しにより、
年功的な
給与上昇を抑制し、職責差が適切に反映される仕組みとするとともに、昇給や勤勉手当に
おいて、
努力し、
成果を上げた者に対する適正な処遇の確保を進めてきました。
〈主な取り組み〉

人事委員会

議決

都 議 会

民 間 給 与
勧告

比較

給与条例改正

※平成30年に
ついては都内
11,052事業
所から1,262
事業所を無作
為抽出

条例提案

都職員給与

都 知 事

6 職員給与費の状況（平成30年度普通会計決算）

◦昇給カーブのフラット化や職務実態を踏まえた職級統合等により、
職責差を適切に給料に反映
◦55歳以上の職員の昇給抑制
◦全職員へ勤勉手当の成績率（ボーナス査定）
を導入し、査定幅についても拡大することで、職員
一人一人の努力や業績を適正に反映
（億円） 18,408億円
▲2,981億円
◦行 政職給料表（一）および公安職給料表の部長級に
（▲16.2％）
ついては、給料月額を定額化し、昇給を廃止すること
15,427億円
で、
職責･役割をより一層反映
◦退職手当について、
在職年数比例分を大幅に引き下げ
るとともに、
職責反映分を拡充する構造見直しを実施

これらの都独自の給与構造改革や、職員定数の
設定に不断の努力を重ねてきた結果、平成30年
度普通会計決算の人件費は、平成11年度と比べ、
2,981億円（16.2％）
の減となっています。

給
料
報
酬

24.9%

給与費総額

給料
5,928億円

11,430億円

51.9%

職員数 151,678人
1人当たり給与費
7,536千円

（注）①給与費は、人件費から退職手当、議員報酬、社会保険料の事業主負担分である共
済費などを除いたものです。なお、この図には公営企業会計および特別会計の職
員給与費は含まれていません。
②職員手当のうち主なものは、扶養手当134億円、地域手当1,224億円、通勤手当
208億円、超過勤務手当522億円などです。
③表示単位未満を四捨五入して表示しています。

警察職

都

国

Ⅰ類（大学卒）

183,700円

Ⅲ類（高校卒）

145,600円

総合職

185,200円

一般職

180,700円
148,600円

総合職

212,700円

一般職

209,700円

Ⅰ類（大学卒）

211,100円

Ⅲ類（高校卒）

178,300円

171,200円

大学卒

197,300円

-

短大卒

180,400円

-

（注）この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。

8 退職手当の状況
区

分

普通退職

都

定年等退職

普通退職

国

19.6695月分

24.586875月分

勤続25年

30.5月分

28.0395月分

33.27075月分

勤続35年

43.0月分

39.7575月分

47.709月分

最高限度

43.0月分

47.709月分

47.709月分

定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

（注）①普通退職とは自己都合などによる退職をいい、定年等退職とは定年（原則60歳）、勧奨
などによる退職をいいます。
②平 成30年度に退職した職員1人当たりの平均支給額は、普通退職で218万円（平均勤
続年数6年8月）、定年等退職で2,181万円（平均勤続年数33年4月）となっています。

6月期 1.725月
12月期 1.725月
計
3.45月

2 級
1 級
計
主 任
主 事
6,048（216）7,572（18） 21,488（234）
28.1（92.3） 35.2（7.7）100.0（100.0）
27.2（92.2） 36.3（7.8）100.0（100.0）
25.5（92.2） 34.5（7.8）100.0（100.0）

（注）①都の給与条例に基づく行政職給料表（一）の級区分による職員数です。
②標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
③（ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
④表示単位未満を四捨五入して表示しています。

 昇給への勤務成績の反映状況（知事部局所属の職員）
区
分
職
員
数
（Ａ）
勤務成績の区分が
「上位」または
「最上位」
に決定された職員数（Ｂ）
比
率 （Ｂ）／（Ａ）

平成30年度
12,193人

令和元年度
13,020人

3,406人

3,647人

27.9%

28.0%

（注）勤務成績の区分が｢上位｣または｢最上位｣の職員は、｢中位｣の職員と比べて基本的に1、2号拡大
された昇給幅が付与されます。

 職員数の状況
部

公営企業等会計部門

23.0月分

期末手当
6月期 1.725月
12月期 1.725月
計
3.45月

 一般行政職の級別職員数の状況

定年等退職

勤続20年

加算措置

給料・報酬の月額
728,000円（1,456,000円）
1,189,000円
1,107,000円
1,016,800円（1,271,000円）
917,600円（1,147,000円）
817,600円（1,022,000円）

部門別職員数の状況と主な増減理由

職員数（人）
対前年
区 分
主な増減理由
門
平成30年 平成31年 増減数（人）
議
会
148
144
△4
総
務
3,728
4,169
441
税
務
3,037
3,061
24 増加理由
一
労
働
686
715
29 2020年オリンピック･パラリンピック大会
般
の開催準備、児童相談所の体制強化など
634
617
△ 17
行 農林水産
政 商
工
527
538
11 減少理由
部
土
木
4,975
5,009
34 全国育樹祭の終了など
門
民
生
2,871
2,908
37
衛
生
2,815
2,731
△ 84
計
19,421
19,892
471 （参考:人口10万人当たり職員数 143.26人）
教育部門
65,585
66,619
1,034
増加理由
警察部門
47,811
48,056
245
学級数および児童･生徒数の増など
消防部門
18,861
18,867
6
小
計
151,678
153,434
1,756 （参考:人口10万人当たり職員数 1,105.03人）
病
院
7,281
7,259
△ 22 増加理由
交
通
6,530
6,553
23 業務執行体制の強化など
水
道
3,660
3,646
△ 14
下 水 道
2,487
2,481
△ 6 減少理由
そ の 他
881
836
△ 45 IWA世界会議の終了など
小
計
20,839
20,775
△ 64
1,692
172,517
174,209
（参考:人口10万人当たり職員数 1,254.65人）
合
計
［168,106］［168,795］
［689］

普通会計部門

教育職

分

平成30年度

（注）①特別職の報酬等の額は、学識経験者などで構成される｢東京都特別職報酬等審議会｣の答申に基
づき条例で定められています。
②知事、議長、副議長、議員は、特例条例により、給料･報酬等を減額しています。（ ）内は、減
額前の月額です。

7 職員の初任給
（給料）
の状況

一般行政職

分
知 事
副知事
教育長
議 長
副議長
議 員

区
分
5 級 4 級 3 級
標準的な職務内容
部 長 課 長 課長代理
職員数（人）
448 1,488 5,932
構成比（％）
2.1
6.9
27.6
1年前の構成比
（％） 2.0
6.7
27.7
5年前の構成比
（％） 2.0
6.4
31.6

23.3%

区

区

参考

職員手当
2,658億円

平成11年度

（注）表示単位未満を四捨五入して
表示しています。

9 特別職の給料・報酬、期末手当の状況

期末・勤勉手当
2,844億円

支
給
率

第891号

（注）①職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを
含み再任用短時間勤務職員、臨時職員および非常勤職員を除きます。
②
［
］内は、条例定数の合計であり、再任用短時間勤務職員を含み、休職者、派遣職員、臨時職
員および非常勤職員などを除きます。
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Topics／特集 東京2020パラリンピック

Archery

パラリンピック

Athletics

アーチェリー

陸上競技

日程

8月28日 ～9月5日 （2日 除く）

日程

8月28日 ～9月6日

会場

夢の島公園アーチェリー場

会場

オリンピックスタジアム

パラリンピックのアー
チ ェ リ ー で は50mま た
は70m先 の 的 に 矢 を 放
ち、得点を競います。東
京2020パラリンピック
では肢体不自由の選手が
対象で、腕に障害のある
選手は口で弦を引いた
り、足で弓を支えたりと
それぞれのスタイルで戦
います。

は「WEB広報東京都」
からアクセス! 広報東京都 検索

広報 東京都

100m競 走 や リ レ ー な ど
の よ う に 競 技 場 の「ト ラ ッ
ク」で 行 わ れ る 種 目、走 幅
跳や砲丸投などのように
「フィールド」で行われる種
目、マラソンのように「ロー
ド
（道路）
」で行われる種目が
あります。
障害の種類や程度によっ
て、細かくクラスが分かれて
おり、合計168種目が実施されます。

©Tokyo2020

Canoe

観戦チケットの第2次抽選販売は、
2020年初めから申込受付開始予定。

©Tokyo2020

お問い合わせ

9月3日 ･4日 ･5日

会場

海の森水上競技場

カヤック

カヌーはリオ2016大会でカヤック種
目が正式競技となり、東京2020大会か
らヴァー種目も追加されました。200m
の直線コースのゴールを目指す選手の
スピードと力強さが見どころです。

©Tokyo2020

ヴァー

東 京2020パ ラ リ
ン ピ ッ ク で は、下 肢
障害の選手が対象
の 競 技 と な り ま す。
L1、L2、L3と 障 害 レ
ベルによって
（重 た
い 方 か ら1）3つ の ク
ラスに分かれます。

Powerlifting

馬

ハンドブック
QRコード

Football 5-a-side

ボッチャ

日程

9月2日 ～6日

日程

8月29日 ～9月5日

会場

国立代々木競技場

会場

有明体操競技場

「地上のカーリング」
の 異 名 を も つ 競 技 で、
ジャックボールと呼
ば れ る 白 い 目 標 球 に、
ボールをいかに近づけ
ら れ る か を 競 い ま す。
©Tokyo2020
知的な戦略と鍛錬され
たテクニックによる試合展開が見どころです。
東京2020パラリンピックでは四肢や体幹に麻痺
があるなど、重い障害の選手が対象です。合計で7種
目が行われます。

Goalball

5人制サッカー

Judo

ゴールボール

柔

道

8月26日 ～29日 ･9月1日 ～4日

日程

8月27日 ～31日

日程

8月30日 ･31日 ･9月1日 ･3日 ･5日

日程

8月26日 ～9月4日

日程

8月28日 ･29日 ･30日

会場

伊豆ベロドローム･富士スピードウェイ

会場

馬事公苑

会場

青海アーバンスポーツパーク

会場

幕張メッセ

会場

日本武道館

動物と共に行う唯一
の競技です。人馬が一
体となり、いろいろな
歩き方や図形を描きな
がら演技する姿は見る
者を魅了します。
5人の審判が演技課
目 ご と に10点 満 点 で
©Tokyo2020
採点し、その合計得点
で勝敗が決まります。審査基準は、馬の動きの正確
さや活発さ、そして美しさです。
東京2020パラリンピックでは、肢体不自由と視
覚障害の選手が対象です。

屋外の道路を使用する「ロード」と、自転車競
技場で行う「トラック」の2つのカテゴリーがあ
り、肉体の限界までペダルを漕ぎ、時速60kmも
のスピードで観客の前を走り抜ける姿は迫力満
点です。
東京2020パラリンピックでは肢体不自由、視
覚障害の選手が
対 象 で、障 害 に
応 じ て4種 類 の
異なった自転車
を使用します。
©Tokyo2020

Shooting

ボート

射

撃

アイマスクを着けた
選 手 た ち が、転 が る と
音が出るボールを追っ
て、仲 間 の 声 を 頼 り に
相手ゴールを目指す迫
力あるプレイが繰り広
げられます。
１チーム5人（フィー
ルドプレイヤー：4人、
ゴールキーパー：1人）
で、前半･後半各20分を
戦います。
©Tokyo2020

視覚障害の選手たちが1チー
ム3人 で 行 う チ ー ム ス ポ ー ツ
で、鈴が入っているボールを転
がし合い、点を奪い合う競技で
す。ボールの音や相手選手の足
音など、視覚以外の感覚を使っ
て繰り広げられる、攻守の駆け
引きが見どころです。
試合中は全員アイシェード
という目隠しをして条件を同
©Tokyo2020
じにします。
攻撃は、1.25kgのボールを相手ゴールに向かって転がし、守
備は、幅9mのゴールを3人が体全体を使って守ります。

Sitting Volleyball

Swimming

シッティングバレーボール

水

パラリンピックの
柔道は全盲や弱視な
ど見え方の違う選手
同士が、同じ階級で対
戦します。両選手がお
互いの襟と袖を決め
られた位置でつかみ、
組んだ状態から試合
を始めるのが特徴で
©Tokyo2020
す。オリンピックの柔
道と違い組み手争いがないため、試合開始直
後から一本狙いの大技が繰り出されるなど、
大迫力の試合展開が見どころです。

Table Tennis

泳

卓

球

日程

8月27日 ～31日

日程

8月28日 ･29日 ･30日

日程

8月31日 ～9月6日

日程

8月28日 ～9月6日

日程

8月26日 ～9月4日

日程

8月26日 ～9月4日

会場

東京国際フォーラム

会場

海の森水上競技場

会場

陸上自衛隊朝霞訓練場

会場

幕張メッセ

会場

東京アクアティクスセンター

会場

東京体育館

パワーリフティングは、
東京1964大会からの正式
競 技 で す。下 肢 に 障 害 が
ある選手が上半身の力を
使ってバーベル
（重りのつ
いた棒）を持ち上げ、その
重 さ を 競 い ま す。一 瞬 に
かける選手たちの集中力、
精神力は腕力以上に見応
©Tokyo2020
え が あ り ま す。最 重 量 階
級の世界記録は300kg超え。近年では競技人口が110カ国に
まで広がっています。
東京2020パラリンピックでは、下肢障害や低身長（男子
145cm以下、女子140cm以下）
の選手が対象です。

Taekwondo

テコンドー

新競

技

スタートの合図で一斉に漕ぎ始め、ボートの先端が
フィニッシュラインを通過した順に順位が決まる競
技です。シングルスカル
（1人乗り）は個人技や身体能
力の競い合いが魅力で、ダブルスカル
（2人乗り）と舵
手つきフォア
（漕手4人+舵手1人乗り）はさらにチー
ムのコンビネーションもポイントとなってきます。競
技は直線2,000mのコースで行われます。残り500ｍ
付 近 か ら の、0.1秒 を
争うラストスパート
は圧巻です。

「ライフル」も
し く は「ピ ス ト
ル」と 呼 ば れ る
銃器を使って標
的 を 撃 ち 抜 き、
その合計得点を
競 い 合 い ま す。
鍛え抜かれた技
量と究極の集中
©Tokyo2020
力を競う射撃で
は、鼓動すら照準のブレを生みます。近年、選
手の技術や競技で使われる銃の性能が向上し
たことで、満点に迫るハイレベルな戦いも少
なくありません。

©Tokyo2020

Triathlon

トライアスロン

Wheelchair Basketball

車いすバスケットボール

パラリンピックの水泳は、第1回ローマ1960大会か
ら行われている歴史ある競技の1つです。選手は障害に
応じて器具を用いず全身を駆使して泳ぎます。その個性
豊かなフォームは「残されたものを最大限にいかす」と
いうパラリンピックの精神を見事に体現し、見る者を魅
了します。
©Tokyo2020
障害の種類や程度に
よって、細かくクラスが分
か れ て お り、
合 計146種 目
が実施さ
れます。

シッティングバレーボールと
は、床にお尻をつき、座った状
態でプレイする6人制のバレー
ボールです。選手はお尻を床に
つけたまま、腕の力などでお尻
を滑らせるようにしてコート内
を移動することが求められ、プ
レイ中にお尻が床から離れる
と、
「リフティング」というファ
ウルになります。
©Tokyo2020
コートの広さは通常のバレー
ボールコートよりも狭く、ネットの高さも低く設定されてい
ます。コンパクトなコートでのスピード感あるラリーから目
が離せません。

Wheelchair Fencing

車いすフェンシング

Wheelchair Rugby

車いすラグビー

パラリンピックにお
い て、第1回 の ロ ー マ
1960大会から継続し
て実施されている競技
の1つです。選手はそ
れぞれの障害に応じた
独自のプレイスタイル
を持っており、相手の
スタイルを見極めなが
ら戦略を練らなけれ
©Tokyo2020
ば、勝つことはできま
せん。
東京2020パラリンピックでは肢体不自由
や知的障害の選手が対象です。

Wheelchair Tennis

車いすテニス

日程

9月3日 ･4日 ･5日

日程

8月29日 ･30日

日程

8月26日 ～9月6日

日程

日程

会場

武蔵野の森総合スポーツプラザ･有明アリーナ

8月28日 ～9月5日

会場

お台場海浜公園

8月26日 ～30日

日程

幕張メッセ

8月26日 ～30日

会場

会場

幕張メッセ

会場

国立代々木競技場

会場

有明テニスの森

テ コ ン ド ー は 東 京2020大 会
から正式競技に採用される、蹴り
技による格闘技です。東京2020
パラリンピックでは、上肢に切断
や機能障害がある選手が対象の
キョルギ（組手）が行われます。相
手と至近距離で対峙し、繰り出さ
れるさまざまな蹴りの応酬は迫
力満点です。胴に蹴りが入ったら
©Tokyo2020
2点、180度の回転が加わった後
ろ蹴りは3点、360度の回転で4点が入ります。勝敗は、得点
と減点の集計により決まる場合と、ボクシングのように相
手をノックダウンさせる
「KO」
による場合とがあります。
たい

じ

リオ2016大会から正
式競技となったトライア
スロンは、1人で3つの種
目
（スイム：水泳750m、
バ イ ク： 自 転 車20km、
ラン：長距離走5km）を
連続して行い、その合計
©Tokyo2020
タイムで競います。
障害の種類や程度に応じて、義足などの装具や
用具の改造が認められています。例えば、車いす
使用の選手が出場するクラスでは、バイクは手で
漕ぐハンドサイクル、ランは競技用車いすを使用
して競技を行います。

下肢などに障害のある選手が、競技用車いすを巧
みに操作しながらプレイする車いすバスケットボー
ル。スピード感や素早いパスワークなど車いす同士
の激しい攻防が魅力の競技です。
障害の程度が異なる選
©Tokyo2020
手の出場機会を公平にす
る た め、持 ち 点 が1.0か
ら4.5まで0.5点刻みの8
クラスに分けられ、コー
ト上にいる5人の選手の
合 計 点 が14.0点 以 下 に
なるように定められてい
ます。

パラリンピックにおける
フェンシングは、フットワー
クが使えないだけに相手との
距離が常に近いので気が抜け
ず、強い精神力や集中力が求
められる競技です。間合いゼ
ロから始まるスリリングな戦
いは、息する暇さえ与えてく
©Tokyo2020
れないほどの緊張感で、選手
の集中力だけでも見応え十分です。勝利のためには、
テクニックやスピードが重要なポイントです。鍛え抜
いた動体視力と反射神経を最大限に活用して応酬す
る、俊敏で正確な剣さばきは圧巻です。

車いすラグビーは、車いす同士のぶつかり合いが許
された唯一のパラリンピック競技です。男女混合で行
われます。タックルにより、勢い余って車いすが転倒
するなど、迫力満点な試合
展開が見どころです。
コートはバスケット
ボールのコートと同サイ
ズで、丸い専用球をパスし
たり、膝の上に乗せるなど
し て 運 び ま す。ボ ー ル を
持った選手の車いすの車
輪がトライラインを越え
©Tokyo2020
ると得点になります。
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Boccia

技

日程

Rowing

パワーリフティング

術

新競

パラバドミントンは東京
2020大会から正式競技に採
用され、オリンピック競技の
バドミントンと同様に、ネッ
トを挟んでシャトルを打ち
合います。厳しいコースを突
©Tokyo2020
いたり、前後に揺さぶったり
と、テクニカルで戦略的な攻撃が見どころです。
東京2020パラリンピックでは肢体不自由の選手
が対象で、2つのカテゴリー（車いす･立位）に分かれ
ています。

より詳しい競技紹介は「東京2020パラリンピック
ハンドブック」をご覧下さい。

オリンピック・パラリンピック準備局パラリンピック部 ☎03-5388-2877

Equestrian

自転車競技

日程

バドミントン

東京2020パラリンピック競技大会で実施される22競技について紹介します。

Cycling

カヌー

Badminton

全 競 技 紹 介 ！

Topics／特集 東京2020パラリンピック

※バックナンバーもあります

第891号

下肢障害の選手が出
場する競技で、選手は
さまざまな技術を使っ
て相手のコートに正確
な ボ ー ル を 打 ち 返 し、
お互いに得点を競いま
す。素早いチェアワー
クやスピード感あふれ
©Tokyo2020
る激しいラリーが見ど
ころです。オリンピック競技のテニスではノーバウン
ドまたは1バウンドで返球しないといけないのに対し
て、車いすテニスでは、2バウンドまでの返球が認めら
れています。

令和元年
（2019年）
11月1日
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Tokyo Metropolitan Government News

Information ／暮らしの情報

広報 東京都

お知らせ
11月は乳幼児突然死症候群
（SIDS）
対策強化月間
SIDSは、それまで元気だった赤ちゃん

11月14日は世界糖尿病デー
都庁舎ブルーライトアップ
40歳〜74歳の都民の約4人に1人は、

が何の予兆や既往歴もないまま死に至る

糖尿病有病者かその予備群です。定期的

原因の分からない病気です。発症率を低
くするためには、①1歳になるまでは、寝
かせる時はあおむけに寝かせましょう。②
できるだけ母乳で育てましょう。③たばこ
SIDS電 話 相 談 ☎03-5320-4388（毎

10時〜16時、

・年末年始除く）

福祉保健局家庭支援課☎03-53204368

東京都では、中小企業や創業予定者向

に健康診断を受け、できることから生活

金調達をサポートしています。融資制度の

の住宅用防災機器を備えておきましょう。

習慣を見直しましょう。日時／11月11日

詳細は

〜15日 18時〜23時。シンボルカラー
の青色でライトアップ。
4356

で。

東京消防庁広報課☎03-3212-2111

産業労働局金融課☎03-5320-4877

PCB廃棄物の期限内処分を進めるた

ファミリーマートで販売する
お弁当や総菜などに使用食品を表示

を使用した照明器具が設置された可能性

め、4年度末処分期限のPCB含有安定器

11月11日 まで、都とファミリーマート

のある、昭和52年3月以前に建築または
改築された事業用建物所有者の方を対象

食品群」
を表示します。栄養バランスの良

に、アンケート調査を実施します。調査票

配偶者からの暴力、デートDV、性犯罪、

い食事の参考にして下さい。

が届いた方はご協力をお願いします。

暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な
人権侵害です。一人で悩まず相談を。
東 京 ウ ィ メ ン ズ プ ラ ザ ☎03-5467-

福祉保健局健康推進課☎03-53204357

内線2308

PCB
（ポリ塩化ビフェニル）
含有安定器の掘り起こし調査

が共同して価格カードに
「毎日とりたい10

売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストー

住宅火災を防ぎ尊い生命を守るため、
消火器・住宅用火災警報器・防炎製品等

11月12日〜25日は女性に
対する暴力をなくす運動期間

カー行為や人身取引など、女性に対する

11月9日〜15日
秋の火災予防運動

けにさまざまな融資メニューを用意し、資

福祉保健局健康推進課☎03-5320-

をやめましょう。

中小企業等への融資に関する来庁・
電話相談窓口をご利用下さい

環境局産業廃棄物対策課☎03-53883573

大法人
（資本金1億円超の法人等）
の
電子申告義務化

オリンピック・パラリンピック開催、
障害者スポーツに関する世論調査

11月の
宝くじ発売開始予定日

2年4月1日以後に開始する事業年度か

都内在住の方から無作為に抽出した

ター ☎03-5261-3110、9時 〜20時
（

ら、大法人の法人事業税・特別法人事業

3,000人を対象に調査を実施します。事

◦1等30万円スクラッチ
（200円）

6日

税・法人都民税の申告書および添付書

前に通知の上、11月15日〜12月1日に身

◦1等3,000万円くじ
（200円）

6日

支 所 ☎042-522-4232、9時〜16時
（

類は、電子情報処理組織を使用する方法

分証携帯の調査員が伺いますので、ご協

◦1等500万円スクラッチ
（200円） 13日

力をお願いします。

◦1等100万円スクラッチ
（200円） 13日

2455、9時〜21時。東京都女性相談セン
除く）
。東京都女性相談センター多摩
除く）
。いずれも年末年始を除く。

【夜間・緊急の場合】
東京都女性相談セン
ター☎03-5261-3911。

（eLTAX）
による提出が義務化されます。
主税局法人課税指導課☎03-53882964

生活文化局都民の声課☎03-53883133

同プラザ☎03-5467-1711

8月に送付した納付書で、12月2日 ま

Tokyo Tokyo FESTIVAL
の多彩な取り組みから、今回
は国内最大規模のストリート
ダ ン ス の 祭 典「 Shibuya
StreetDance Week 2019」
を紹介します。
公園や広場で、ダンスに熱
中する若者の姿を見かけたこ
とはありませんか?中学校の
授業で必修となったり、動画
昨年の様子
（代々木公園での参加プログラム）
投稿サイトで話題になったり
と、
「ダンス」は若者にとって身近なもの
になっています。2024年にパリで開催
フォーマンスを披露するダンスキャラバ
されるオリンピックでは、ストリートダン
ンや、子供から高齢者まで初心者でも参
スの一つであるブレイクダンスが正式
加できるスタジオでのワークショップな
種目の候補になり、早くも日本人選手の
どを実施し、街全体で盛り上げていきま
メダル獲得を期待する声も聞かれます。 す。また、最終日に行われる代々木公園
Shibuya StreetDance Week は、 でのメインイベントでは、プロのダンサー
このストリートダンスを若者だけでなく
たちによるステージや全国から集まった
幅広い層に支持される新しい芸術文化
高校生ダンス部によるハイレベルなダ
にすることや、ストリートダンサーの聖
ンス選手権のほか、今年のテーマソング
地である渋谷から良質なエンターテイ
に合わせてみんなで踊るプログラムな
ンメントを発信することなどを目的に、 どにより1週間のフィナーレを飾ります。
2015年に始まりました。
100年に一度といわれる大規模開発
ハチ公前広場や商業施設など渋谷
により新しく生まれ変わる渋谷で、ぜひ
の街なかを舞台に、アーティストがパ
ダンスの魅力を感じて下さい。
※11月11日月〜17日日、代々木公園ほか、渋谷エリアの商業施設･ダンススタジオ等で開催。

お問い合わせ 生活文化局文化振興部 ☎03-5320-4232
https://tokyotokyofestival.jp/

◦年末ジャンボミニ
（300円）

20日

（1等前後賞合わせて5,000万円）
◦1等1,000万円くじ
（100円）

27日

◦1等100万円スクラッチ
（200円） 27日
財務局公債課☎03-5388-2685

でにお納め下さい。
主税局相談広報班☎03-5388-2925

募

5

渋谷の街がダンス一色になる1週間

20日

（1等前後賞合わせて10億円）

11月は個人事業税第2期分の
納期です
2020年は
スポーツだけ
じゃない !

◦年末ジャンボ宝くじ
（300円）

東京障害者技能競技大会
（東京
アビリンピック）
出場選手

集
SNSトラブル防止動画コンテスト
ちょっと待ってその写真大丈夫?

2年2月1日 、東京障害者職業能力開

スマホでSNSを使うときに気を付ける

発校で。一部競技は職業能力開発総合

ことを呼び掛ける動画作品等を募集。対

大学校
（小平市）
で。競技種目・定員／身

象／都内在住・在学・在勤の13歳〜29

体・知的・精神障害者対象:ワード・プロ

歳。締切／12月25日。特別審査員／宇

セッサ10人、DTP10人、ホームページ5

宙海賊ゴー☆ジャス
（お笑い芸人）
。応募

人、表計算10人、データベース5人、オフィ

方法等詳細は

スアシスタント15人、ビルクリーニング14
人、喫茶サービス15人、製品パッキング5

で。

都民安全推進本部都民安全推進課☎
03-5388-3186

人、ネイル施術5人、建築CAD
（デモンスト
レーション）
5人、フラワーアレンジメント
（デ
モンストレーション）
5人、視覚障害者対象:
パソコン操作10人、知的障害者対象:パソ
コンデータ入力10人。申込／11月20日
（必着）
までに郵送で高齢・障害・求職者

自然公園ボランティア
募集団体／①奥多摩自然教室ボラン

ティア②奥多摩美化清掃ボランティア。内

容／①主に自然教室の企画運営②都内

雇用支援機構 東京支部 高齢・障害者

での美化清掃登山。申込／11月30日
（消

業務課
（〒130-0022墨田区江東橋2-19-

印）
までに往復はがきに希望団体・住所・

12）
☎03-5638-2794へ。必要書類等詳

氏名・年齢・電話を書き、多摩環境事務

細は

で。

ふりがな

所ボランティア受付
（〒190-0022立川市

産業労働局能力開発課☎03-5320-

錦町4-6-3）
☎042-521-2947へ。

4717

多摩川上流域の民有林を
購入します
にっ ぱら がわ

対象／多摩川と日原川との合流点より

上流域の人工林か人工林を含む山林。面

積要件／5ha以上か水道水源林に接する

1ha以上5ha未満。通年募集。

水道局水源管理事務所☎0428-21-

臨時児童扶養等資金の貸付
対象／都内在住の母子家庭か父子家

庭の方で、11月の児童扶養手当が増額と
なった方。相談・申込等詳細はお住まい
の区市・支庁・西多摩福祉事務所へ。
福祉保健局育成支援課☎03-53204126

3907
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。

令和元年
（2019年）
11月1日

都庁では

第891号
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により情報を発信しています！

働 く
正社員就職!合同企業面接会

付。申込書等を都庁第二庁舎
（各回160

地）28日

件程度、環境局自然環境部☎03-5388-

円。願 書 受 付 ／12月6日
（消 印）
までに

11月27日 13時〜16時、東京しごと

3505）
か多摩環境事務所
（各回80件程

センターで。正社員就職を希望する方
（2

度、☎042-521-2948）
、各支庁
（若干）
へ

年度新卒を除く）
。参加企業／15社程度。

持参。

入退場自由。
4628

11月26日 14時、TKP東京駅セントラ

公立学校教員志望者向け
個別相談会

ルカンファレンスセンターで。都内中小企

12月15日

詳細は必ず事前に

公立学校 特別支援教室専門員
（会計年度任用職員）
          
職務／特別支援教室での連絡調整、

業の経営者・人事労務担当者等、150人。

10時・13時30分、TKP

小室淑恵
（
（株）
ワーク・ライフバランス代表

市ヶ谷カンファレンスセンターで。現職教

取締役社長）
による講演後、女性活躍推進

員が学校や教員の魅力、研修概要などを

スタートアップ研修を開催。研修は年間複

説明。申込等詳細は

〒163-8001東京都福祉保健局健康安全

で。

数回実施。申込等詳細は

教育庁選考課☎03-5320-6787

で。

同事務局☎03-6734-1347か産業労
働局労働環境課☎03-5320-4645

東京都最低賃金改定の
お知らせ
10月1日から時間額1,013円に改定。
都内で働く全ての労働者に適用。
労 働 相 談 情 報センター☎0570-00-

ビッグ サイトで。400人。20,000円。申
込／11月5日〜29日に都内警察署交通
課へ。申込等詳細は

へ。

3581-4321内線7870-5123

対象／都内在住の20歳
（網猟、わな猟は

18歳）
以上で欠格事由に該当しない方。
申 込 ／11月19日

から各 窓 口 先 着 受

校。人員／500人程度。採用／2年4

等。配置校／都立肢体不自由特別支

月。選考／〈1次〉書類、〈2次〉面接。締

援学校。人員／100人程度。採用／

切／11月29日
（必着）
。

2年4月。選 考 ／〈1次〉書類、
〈2次〉面

6746

都営バス運転手
（養成枠）
普通免許で受験可             
資格／普通免許等を所持し、その免

月以降。勤務先／都内の公立学校
（小・

許経歴が通算3年以上の昭和56年4月

中・高校・特別支援学校）
。申込／11

2日以降に生まれた義務教育修了の方。

月29日
（消印）
までに郵送ほか。申込等

正式採用後、大型二種免許取得費用助

詳細は

クリーニング師試験

接。締切／12月13日
（必着）
。

教育庁特別支援教育課☎03-5320-

資格／教員普通免許状
（勤務する学

警視庁放置駐車対策センター☎03-

、ルミエール 府 中で。

任者研修、各種教員免許
（要介護経験）

校種・担当教科の免許）
。採用／2年4

①2年1月25日 、足立区勤労福祉会
館、②2月29日

務従事経験、介護福祉士、介護職員初

東京都公立学校時間講師
採用候補者選考               

6110か 厚 生 労 働 省 東 京 労 働 局 ☎03-

職務／肢体不自由特別支援学校で

事経験等。配置校／都内公立小中学

資格取得のための講習／1月20日 ・
、いずれも東京

特別支援学校 学校介護職員
（会計年度任用職員）
         

員免許、特別支援教育支援員の業務従

駐車監視員資格者講習
。考査／27日

などでご確認下さい。

の児童・生徒の介護。資格／介護業

教育庁特別支援教育課☎03-5320-

3512-1614

狩猟免許試験

ら同課で配布。

教材作製、指導記録作成等。資格／教

6750

21日

課
（☎03-5320-4358）
へ郵送か、6日
までに同課へ持参。願書は11月1日 か

職 員 採 用

女性活躍推進スペシャル講演・
研修会

産業労働局就業推進課☎03-5320-

か29日 。受験料／10,800

で。

教育庁職員課☎03-5320-6794

成有。人員／25人程度。選考／〈一次〉
11月24日 。二次試験等有。申込／

11月11日(消印)。申込等詳細は

資格／中学校卒業か同等以上の学力

で。

交通局人事課☎03-5320-6201

、
のある方。試験／
（学科）
1月25日 （実

催 し
土砂災害防止に関する
絵画・作文の展示

企業ほか詳細は

①11月5日 〜15日 、都庁第二庁舎

3263-8885か産業労働局商工部☎03-

11月24日 13時〜16時、戸倉しろや

〈産業交流展について〉同事務局☎03-

「きく・かく・えがく〜東京の
ふるさと・自然公園」
イベント

第71回人権週間行事
「講演と映画の集い in 東大和」

12月7日 13時30分、東大和市民会

、本所防

5320-4672、
〈スポーツ産業見本市につ

まテラス
（あきる野市）
で。当日先着150

館ハミングホールで。抽選で650人。パッ

災館で。③12月6日 〜18日 、立川防

いて〉オリンピック・パラリンピック準備局

人。中学生があきる野市および檜原村の

クンマックン
（お笑いタレント）
による講演。

災館で。

スポーツ推進部☎03-5320-7723

森林に関わる
「名人」
を取材し、まとめた物

手話通訳・要約筆記有。映画／
「空飛ぶ

語をプロが影絵芝居で上演。12時30分

金魚と世界のひみつ」
（字幕付）
。申込／11

1階で。②22日

〜12月3日

で。

建設局指導調整課☎03-5320-5406

産業交流展2019
〜スポーツ産業見本市も開催

「100年後の東京の森林・林業
を考える」
シンポジウム
11月30日 13時30分、イイノホール

11月13日 ・14日 ・15日 10時〜

（千 代 田 区）
で。抽 選 で450人。基 調 講

18時
（15日は17時）
、東京ビッグサイト青

演やディスカッションなど。申込／11月
かはがき、ファクス

海展示棟で。中小企業の優れた製品・技

15日
（必着）
までに

術の展示会。全国の魅力ある食品がそろ

に住所・氏 名・電話・人数・車椅子席・

ふりがな

までワークショップなど有。

月24日
（必着）
までに

環境局緑環境課☎03-5388-3478

東京水辺ライン
「晩秋クルーズ・
樹木医と歩く浜離宮恩賜庭園」

11月26日 ・28日

9時30分。墨 田

区役所集合。各日30人。4,800円
（昼食

託児の希望を書き、シンポジウム事務局

付）
。申込／11月15日
（必着）
までに往復

ポーツ産業をリードする企業等の先進的

（〒160-0023新 宿 区 西 新 宿7-5-25）☎

はがきに催し名・希望日・人数
（中学生以

10時30

03-6279-1317、 03-5348-3799へ。

上・小学生の別）
・代表者の住所・氏名・

産業労働局森林課☎03-5320-4897

年齢・電話・ファクスを書き、東京水辺

う特別企画も。スポーツ産業見本市／ス
な製品・技術等を紹介。14日

分からパネルディスカッション実施。出展

か往復はがきに人
ふりがな

数
（2人まで）
・代表者の住所・氏名・電話
を書き、講演と映画の集い事務局
（〒1760002練馬区桜台5-9-7（有）
セブンティー
ン・プロジェクト内）
☎03-5946-6509へ。
託児・親子鑑賞室有。
同事務局か総務局人権施策推進課☎
03-5388-2588

ふりがな

ライン（〒130-0015墨田区横網1-2-164階）
☎ 03-5608-8869へ。
2月に生まれたコアラの赤ちゃんが日々
成長中。
（写真は9月11日撮影）

東日本大震災復興応援元気市
in 豊洲市場
11月28日 ・29日 ・30日

飼育担当の永田さんより一言
「当園では8年ぶりとなるコアラ
が生まれました。赤ちゃんは生
まれてすぐに自力でお母さんの
おなかの袋に入り、半年間過ご
します。その後、袋から出たり
入ったりの時期が過ぎると、お
母さんにおんぶされる姿が見ら
れるようになります」

9時〜

15時、豊洲市場で。東日本大震災被災3県
（岩手・宮城・福島）
と連携し、
「食」
を通じ
て地元の情報を発信し、消費の回復等や

11月30日 13時、都庁都民ホールで。

風評被害払拭を支援するイベント。宮城

適正飼養講習会「犬・猫のしつけと飼養

県ゆりあげ港朝市で人気の
「日曜せり市」

管理〜行動学から考える」
、ミュージカル

の再現、郷土料理の提供、特産品販売や
観光PRなど。内容等詳細は

多摩動物公園☎042-591-1611

ワンニャンとうきょう展

で。

総務局都内避難者支援課☎03-53882384

「ワンライフ」
。抽選で280人。申込／11
月15日
（消印）
までに往復はがきに催し名・
ふりがな

代表者の住所・電話・全員の氏名を書き、
〒163-8001東京都福祉保健局環境保健
衛生課
（☎03-5320-4412）
へ。

※

＝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、♦＝
「ホストシティTokyoプロジェクト」事業
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「催し」
の続き

広報 東京都

取り組み

催 し

道路見学ツアー
「標識工場見学」


都庁セミナー2019

12月4日 12時、西新宿集合。小学生

12月7日 11時〜18時、東京ドームシ

以上、抽選で40人。申込／11月11日
（消

ティプリズムホールで。学生・社会人向け

か往復はがきに催し名・人

キャリア形成支援イベント。都庁の仕事や

印）
までに

ふりがな

数
（2人まで）
・全員の住所・氏 名・年齢・

職場を紹介。ブース形式による各局事業

電話を書き、〒163-0720東京都道路整

の説明、講演、職員との座談会など。申

備保全公社
（☎03-5381-3380）
へ。重複

込／12月6日10時までに

子育て世帯にとって
都営住宅が
より使いやすくなります
11月の入居者募集から、定期使用住宅の入居制度が拡充されます。

で。

総務局人事課☎03-5388-2375

申込不可。

対象者の拡充

遊ぶ・学ぶ・笑う！
下水道オータムフェスタ2019

ひとり親世帯（原則、親が40歳未満）
も対象に

入居期間の延長

11月16日 10時〜16時、品川シーサ
デ ィ ー プ

入居期間は原則10年とし、10年目に同居する子供がいる場合は、末
子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで

ス ク ワ ッ ド

イドフォレストで。DEEP SQUAD（コーラ
スグループ）
によるトークショーや日本最
大級の下水道管のVR体験など。

都営住宅入居者

下水道局広報サービス課☎03-5320-

募集戸数／①家族向・単身者向（一般募集住宅）2,250戸② 若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）750戸③居室内で病死等があった
住宅350戸。

6515

代々木公園 ケヤキ並木通り
「東京都食育フェア」


東京港夜景観賞ツアー
11月27日 18時30分、TOKYOミナ

11月9日 ・10日

材や食文化を楽しく学ぶクイズやトーク

京港の夜景をミナトリエと海上バスから観

ショー、東京産食材の販売など。

賞。申込／11月9日までに

で。

募集案内・申込書の配布／11月5日〜13日（
除く）に都庁、区市
町村窓口、都営住宅募集センター・各窓口センターで。9日 ・10日
は、9時30分〜17時に東京観光情報センター
（都庁第一庁舎1階）
で。 からも入手可。

10時 〜16時。食

トリエ
（江 東 区）
集 合。抽 選で250人。東

申込／11月18日（必着）
までに郵送で渋谷郵便局へ。

産業労働局食料安全課☎03-5320-

東 京 都 港 湾 振 興 協 会 ☎03-5500-

11月の募集

4882

都営住宅入居者募集 検索

2585
お問い合わせ

学 ぶ
パパママサミット2019
「パパの本音&ママの本音」


都立学校公開講座
[申込] か往復はがきに講座名・住所・

ふりがな

11月30日

13時30分、東京ウィメン

氏名・年齢・性別・電話を書き、各校へ。

ズプラザで。抽選で200人。トークショー

応募多数の場合抽選。受講料等必要。掲

“ママにはなれないパパ ”
の『父勉』
レポー
「
ト」、パネルディスカッション
「新しい『わた

載校以外も有。
町 田 工 業 高 校 ☎042-791-1035
おお つづみ

（〒194-0035町 田 市 忠 生1-20-2）
「大 鼓

〈募集･相談について〉JKK東京
（東京都住宅供給公社）
募集センター
☎03-3498-8894
（11月5日〜18日は☎0570-010-810、
いずれも
除く）
〈制度改正について〉住宅政策本部指導管理課 ☎03-5320-5050

したちスタイル』を創り出すには」
。出演／
鈴木おさむ
（放送作家）
ほか。申込／11月

監察医務院公開講座
11月14日

13時、南 大 塚 ホール
（豊

島区）
で。当日先着250人。講演「死因究

体験教室」
12月21日〜2月29日
（ 全5

20日までに

かファクスで同サミット運営

明制度のあり方－検討の経過と将来展望」

回）
。締切／11月29日
（消印）
。

事務局
（☎03-3824-7232） 03-3824-

「訪日外国人の突然死の実態－病死か、

大 山 高 校 ☎03-3958-2121
（〒173-

0037板橋区小茂根5-18-1）
「ステンドグ

ラス制作初級講座」
1月11日〜2月15日
全5回）
。締切／11月29日
（消印）
。

（

各校か教育庁生涯学習課☎03-53206893

ナショジオ オープンキャンパス
〜ココリコ田中の環境イベント
12月21日 14時､早稲田大学早稲田
キャンパスで｡小学1年以上､抽選で600人

7254へ。託児
（6カ月〜未就学）
有。
同事務局か同プラザ☎03-5467-1980

視覚障害／①「音楽教室」
11月15日

13時〜15時30分。②
「教養講座」
24日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「文章
教室」
11月6日〜12月4日の毎

13時30

分〜16時。④「コミュニケーション教室」
11月23日 13時30分〜16時。⑤「教養

か電話、ファクスで消費生

03-3235-1229へ。

高齢ドライバーと家族向け
相談会
11月24日 10時〜15時、鮫洲運転免

事故死か、あるいは?」および症例紹介等

許試験場
（品川区）
で。加齢に伴う身体機

のパネル展示。
同院☎03-3944-1481

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室

21日までに

活 総 合センター ☎03-3235-4167、

つながれ つたわれ Let's sign!!
TOKYOみみカレッジ
11月17日 10時〜16時、首都大学東
京南大沢キャンパスで。①トークショー。

能の低下などについて医師等が相談に応
じます。俊敏性測定、免許返納時特典紹
介コーナー等。
都民安全推進本部交通安全課☎035388-3125

ゲスト／藤光謙司
（陸上競技選手）
。②大
学生の手話パフォーマンス。③聴導犬デ

生涯学べる100歳大学「東京都立大学
プレミアム・カレッジ」受講生募集

モンストレーション。④手話ミニ講座。

対象／50歳以上、50人程度。期間／

(1組4人まで)。田中直樹(お笑い芸人)と一

講座」
〈夜の部〉7日 19時〜21時。⑥〈昼

同事務局☎03-6804-2391、 03-

2年4月〜3年3月。場所／首都大学東京

緒に生き物や海洋プラスチックなど地球環

の部〉8日 13時30分〜16時。①港勤労

6804-1348か福祉保健局障害者施策

南大沢キャンパス。受講料／20万円。出

境の今について、楽しみながら学ぶトーク

福祉会館②都立文京盲学校③〜⑥東京

推進部☎03-5320-4147、 03-5388-

イベント。締切／11月24日。申込等詳細

都障害者福祉会館で。各日50人。事前申

1413

は

で。重複申込不可。当選者のみ通知。
環境局資源循環推進部☎03-5388-

3593

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

都立広尾病院都民公開講座
「これから『乳がん』の話をしよう」
11月

九都県市エコドライブ講習会
11月26日 13時、東久留米自動車教
習所で。九都県市内在住・在学・在勤か
JAF会員で普通自動車免許取得後1年以
上の方、抽選で21人。1,028円。申込／
か電話でJAF東京支

部☎03-6833-9130へ。
環 境 局 自 動 車 環 境 課 ☎03-53883462
申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。

で入手。入学選考／〈一

次〉小論文を出願書類と共に郵送で提出。

込不要。

11月12日までに

願／12月3日
（必着）
。募集要項
（願書）
は

同キャンパスか

28日 18時。当日先着120人。
同病院☎03-3444-1181

シンポジウム「IoT・AIで拓く未来!〜
私たちの消費生活はどう変わるのか」
11月28日 13時30分、東京ウィメン

〈二次〉面接
（2年1月12日）
。選考料1万円。
同大学☎042-677-1111
（代表）

若年性認知症の理解促進の
ための企業向けセミナー
12月17日 14時、TKP市ヶ谷カンファ
レンスセンターで。250人。基調講演や若
年性認知症の方が利用できる支援・制度
の紹介など。申込／12月2日
（消印）
まで
ふりがな

ズプラザで。都内在住・在勤・在学の方、

に

かファクスに住所・氏名・会社名・所

250人。越塚登
（東京大学大学院情報学

属・電話を書き、〒163-8001東京都福祉

環教授）
による基調講演、事業者・消費

保健局在宅支援課
（☎03-5320-4276）

団体等による事例報告など。申込／11月

03-5388-1395へ。

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書き下さい。

令和元年
（2019年）
11月1日

Information ／暮らしの情報

東京都公式動画チャンネル
「東京動画」
にアクセス！ 東京動画 検索

鑑

賞

演目

開催日時

オーケストラ
室内楽
オペラ

日本フィルハーモニー交響楽団

1月22日 19時

読売日本交響楽団

1月27日 19時

東京フィルハーモニー交響楽団

2月7日 19時

東京交響楽団

2月28日 14時

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

3月6日 19時

ＮＨＫ交響楽団

3月17日 19時

東京都交響楽団

3月18日 19時

新日本フィルハーモニー交響楽団

3月24日 19時

偉大な芸術家の思い出に

1月29日 19時

シューベルトの最高傑作

2月26日 19時

◦鑑賞券は、各主催団体でお求め下さい。

不滅の恋人

3月10日 19時

日本オペラ協会「紅天女」

◦各公演の詳細は、都民芸術フェスティバルHPかリーフレット
（都庁案内所ほかで配布）
で。掲載以外の公演も有。
会場

発売開始日

主催団体

全8公演セット券:
発売中

東京芸術劇場

1回券 : 11月7日

日本演奏連盟

☎03-3539-5131

バレエ

東京文化会館

11月7日

1月11日 ～15日

Bunkamura
オーチャードホール

発売中

日本オペラ振興会

☎03-6721-0874

藤原歌劇団「リゴレット」

2月1日 ・2日

東京文化会館

発売中

日本オペラ振興会

☎03-6721-0874

東京二期会「椿姫」

2月19日 ・20日 ・
22日 ・23日

東京文化会館

発売中

東京二期会

日本バレエ協会「海賊」全幕

2月8日 ・9日

東京文化会館

11月20日

日本バレエ協会

東京シティ・バレエ団「眠れる森の美女」
全幕

2月15日 ・16日

ティアラこうとう

11月10日

東京シティ・バレエ団

牧阿佐美バレヱ団「ノートルダム・ド・パリ」

3月14日 ・15日

文京シビックホール

12月11日

牧阿佐美バレヱ団

1月16日 ～19日

本多劇場

12月5日

劇団青年座

現代演劇 劇団青年座「からゆきさん」

各公演については主催団体へ。都民芸術フェスティバルについては東京芸術劇場

公開講座
「新しい時代の自分らしい生き方」


に

かはがき、ファクスに人数
（5人まで）
・
ふりがな

代表者の住所・電話・全員の氏 名を書

都民コンサート
「うた!うた!歌の
こころ IL DEVUとともに」


12月11日 19時、全電通労働会館
（千

き、東京都私学財団
（〒162-0823新宿区

1月16日 18時、東京オペラシティ
（新

神楽河岸1-1）
☎03-5206-7922、 03-

宿区）
で。出演／IL DEVU、NHK東京児

理子
（作家）
。申込／11月18日
（必着）
まで

5206-7927へ。当選者のみ通知。

自然・公園
都内の紅葉情報を
お知らせします

デ

ー



13時30分、東 京 藝 術 大

学 上 野キャンパスで。違いを超えた出

勤・在学の小学生以上、抽選で1,500人。

に、
「場が創りだす人の関係性」
について考

申込／12月16日
（必着）
までに （17時ま

察する。手話通訳・文字支援有。

ふりがな

TURN運 営 本 部 ☎03-3824-9039
（10時〜17時、

除く）
か生活文化

局文化振興部☎03-5320-7736

子での来場人数・託児希望の人数と年齢

でお知らせします。

を書き、
「東京都人材支援事業団コンサー
ト」公演窓口
（〒150-0047渋谷区神山町
5-5-5階）
☎03-6271-8520へ。
同窓口か同事業団☎03-5292-7019

特別支援学校総合文化祭
「音楽会」

11月14日 10時〜16時、国立オリンピッ

庭園の魅力発信イベント。

11月17日

♦

会いで表現を生み出すアートプロジェクト

建設局公園緑地部☎03-5320-5372

日本庭園で。庭園ガイドや演奏会など、各

☎03-5478-8571

「TURN」の可能性を共有し、ゲストと共

所在地）
・氏名・電話・全員の年齢・車椅

11月16日〜12月8日、都内29カ所の

☎03-3360-8251

童 合 唱 団。
“明 日 のTOKYO”作 文 コン

菊切花、盆栽、江戸菊、懸崖など。

秋の東京いい庭キャンペーン
〜東京の日本庭園の魅力に触れよう

☎03-5638-2720

クール表彰式を同時開催。都内在住・在

者の住所
（在勤・在学は勤務先・学校名と

産業労働局観光部☎03-5320-4768

☎03-5437-0372

TURNミーティング

ヴ

12時まで）
、日比谷公園で。大菊盆養や大
けん がい

10月31日〜12月5日。都立公園等44

イル

で）
か往復はがきに人数
（4人まで）
・代表

ぼん よう

☎03-3796-1831

☎03-5391-2116

代田区）
で。抽選で400人。講師／林真

カ所の紅葉情報を

11

♦ホストシティTokyoプロジェクト

2 0 2 0 都 民 芸 術 フェスティバル

お問い合わせ

第891号

建設局公園課☎03-5320-5168

ク記念青少年総合センター
（渋谷区）
で。

東京都観光菊花大会
約1,000点の力作が一堂に会する

5320-6868

教 育 庁 特 別 支 援 教 育 指 導 課 ☎03 -

第68回全国青年大会
11月8日

〜11日

、日本青年館
（新

宿区）
・武蔵野総合体育館・江戸川区ス
ポーツセンターほかで。バスケットボール・
バドミントンなどスポーツ部門9種目、合
唱・写真など文化部門8種目。会場等詳
細は

で。

同 本 部 ☎ 03-6452-9025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

11月1日 〜17日10時 〜16時
（17日は

文化・スポーツ
警視庁音楽隊
グランドコンサート2020
1月23日 19時、東京文化会館で。出
演／警視庁音楽隊・カラーガード。抽選
で1,600人。未就学児不可。申込／11月

こども芸能体験ひろば in 新宿
ワークショップ参加者募集
11月23日

①13時20分
（日本舞踊の

み13時）
②14時50分、芸能花伝舎で。対
わ

づま

象／小学生。分野／落語、狂言、和 妻、

29日
（消印）
までに往復はがきに催し名・

三味線、日本舞踊。各分野とも各回抽選

人数
（2人まで）
・代表者の住所・電話・全

で30人。締 切／11月10日
（必着）
。申込

ふりがな

員の氏 名・年齢を書き、〒100-8929警
視庁音楽隊グランドコンサート係
（☎033581-4321）
へ。
※

等詳細は

で。

同事務局☎03-5909-3060か東京芸
術劇場☎03-5391-2116

神宮外苑いちょう祭り
せい とく

青山通りから聖 徳 記念絵画館へ
と続く並木道。約150本のイチョ
ウが黄金色に染まる頃に合わせ、

（平成27年11月30日、明治神宮外苑で）

いちょう祭りが開かれる。今年は会場を
「にこにこパーク会場」
と
「権田原会場」
に
移し、11月15日〜12月1日に開催。屋台も出店し多くの人でにぎわう。

＝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、♦＝
「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

令和元年
（2019年）
11月1日
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Topics ／都政ニュース

広報 東京都

募

集

東京都シニア･コミュニティ交流大会
「TOKYO縁ジョイ!」開催
エ ン

シニア世代の皆さんが日頃から親しんでいる趣
味を通じて交流の輪を広げ、身近なコミュニティと
つながるきっかけとなるよう種目別の交流大会を
開催します。ぜひご参加下さい。競技に参加しない
方が楽しめる体験コーナーなどもあります。
参加条件

都内在住で、2年4月1日時点で60歳以上の方

野川沿いの紅葉
=パソコン用壁紙

紅葉色の散歩道を行く

はけの道･武蔵野公園
（小金井市･府中市）

武蔵小金井駅南口から小金井街道を5分ほど歩いたところに、
「はけ

※ダンススポーツは、ペアのうち1人は都内在住
種

目

開催日時

競技方法
団体戦
ダンススポーツ 2年1月27日 11時
体育館
200ペア程度
個人戦
駒沢オリン
囲碁
200人程度
個人戦
ピック公園
屋内球技場
2年1月30日 10時 総合運動場
将棋
200人程度
個人戦
健康マージャン
体育館
300人程度
個人戦
カラオケ
2年2月2日 10時 江戸東京博物館
100人程度
個人戦

がいせん

によって形成された国分寺崖線下の窪地のこと。この場所から野川の
二枚橋に至る約2kmの道は「はけの道」と呼ばれ、豊かな自然が残る散

小金井産の季節の野菜を使った食事やデザートなどを楽しめる。またカ

募集人数

※申込多数の場合抽選

1種目につき1人1,000円
（ダンススポーツは1ペア1,000円）

申 込

12月10日
（必着）までに
を郵送かファクスで。

か申込書（大会事務局から郵送か

で入手可）

実施内容･申込方法等詳細はホームページをご覧下さい。

標識に従って進むと、木々の中に静かにたたずむ「はけの森美術館」

る。敷地内には、中村研一の旧居を活用したカフェが併設されており、

場

参加費

歩道として知られている。
が現れる。ここでは、小金井市ゆかりの洋画家である中村研一の作品

会

◦競技終了後、表彰式
（入賞･特別賞等）を実施

の道」
と書かれた緑色の標識がある。「はけ」
とは、大昔に多摩川の流れ

を中心とした所蔵作品展のほか、企画展や講演会などが開催されてい

縁ジョイサポーター：草野仁、榊原郁恵

お問い合わせ
〈実施内容･申込方法等について〉同大会事務局 ☎03-6272-3588
（10時〜17時、
https://www.senior-enjoy.com/
〈事業について〉生活文化局企画計理課 ☎03-5320-4238

除く）

フェの前には、湧水を囲むように庭が広がり、趣深い雰囲気を作り出し
ている。

イベント

はけの道をしばらく進み、
「ムジナ坂」と呼ばれる坂の前を通り過ぎる
と、武蔵野公園に入る。武蔵野公園は、園の北側を野川が横断し、水と
木々の調和を感じさせる癒しの空
間。川沿いにはハナミズキや桜、
紅葉が植えられ、これからの季節

多摩の魅力発信イベント
を開催!

は赤や黄色の景色も楽しめる。

多摩地域のご当地グルメの提供や特産品の販売、観光スポットの紹介など、幅広い

都会の喧騒を離れたのどかな

世代が楽しめる内容を用意しています。ぜひご来場下さい。

空気と、豊かな自然に彩られた季
節の風景が、ここ小金井の地に
広がっている。

「はけの森美術館」
敷地内の
「美術の森」
（元年9月撮影）

日 時

11月15日 10時〜16時
16日 ９時〜16時

内 容

◦多摩のご当地グルメや東京マイスター監修による限定メニューの提供

生活文化局広報課

お問い合わせ

都民の声

こけ

「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）

◦温泉、渓流、酒造など多摩の観光スポット紹介

お問い合わせ

同事務局 ☎03-3433-0687
総務局振興企画課 ☎03-5388-2443

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/
☎03-5320-7725

交通事故相談

☎03-5320-7733 月曜〜金曜

オウム脱会者等社会復帰相談

☎03-5320-7720

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
☎03-5320-7766 星期二･五
☎03-5320-7700

★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。

印刷物規格表第1類
印刷番号
（31）
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東京サイト
（テレビ朝日）

月曜〜金曜 13:55〜13:59

東京GOOD!
（テレビ東京）

月曜 21:54〜22:00

（テレビ東京）
テレビ 東京交差点

火曜 21:54〜22:00

東京インフォメーション
（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20

9:00〜17:00

9:30〜12:00
13:00〜17:00

https://tama120.jp/

都提供のテレビ・ラジオ番組

生活文化局都民の声課
（都庁第一庁舎3階南側）

都政一般相談

など

内容等詳細はホームページをご覧下さい。

☎03-5388-3093

ごあんない

豊洲市場6街区
（屋外スペース）


◦苔や石を使ったモスアリウム作りなど親子で楽しめる体験イベント

はけの森美術館へは、JR
「武蔵小金井」
駅下車、徒歩約15分。
[小金井市立はけの森美術館]☎042-384-9800。10時〜17時。 （休日の場合は
翌日）
、年末年始、展示替期間休館。所蔵作品展は一般200円、小中学生100円。企
画展
（今回は12月15日まで）
はその都度設定。[都立武蔵野公園 サービスセンター]
☎042-361-6861。8時30分〜17時30分。年末年始休館。

会 場

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］
［
、90.5MHz］
）

月曜〜土曜 8:47〜8:52
日曜 16:45〜16:50

TOKYO City Information
（Inter FM897
［89.7MHz］
）

土曜・日曜 9:56〜9:59
※日曜は再放送

★
「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。

〈次号
（12月1日発行）
は、11月30日・12月1日の新聞折り込みなどで配布します。
〉
※電話番号を間違えないようにお願いします

