
　東京都では、東京の未来を切り拓く羅針盤と
なる長期戦略の検討を進めています。
　このたび、2040年代に目指す東京の姿｢ビ
ジョン｣と、その実現のために2030年に向けて
取り組むべき｢戦略｣を示した｢『未来の東京』
戦略ビジョン｣を策定しました。
　この戦略ビジョンを基に、東京2020大会を
通じて生み出されるハード･ソフト両面のレガ
シーなどを反映させ、長期戦略を取りまとめて
いきます。

｢わたしが大人になった時の東京｣絵画コンクール
最優秀賞(小学校低学年の部)
題名｢ちじょうがぜんぶこうえんになったまち｣
～｢未来の東京｣戦略ビジョン 冊子表紙に採用～

｢未来の東京｣戦略ビジョンを策定しました

　時代を切り拓くカギは｢人｣です。一人ひとりが自らの意思で未来を
切り拓く｢人が輝く｣東京を創り上げたい。こうした思いを持って、｢『未
来の東京』戦略ビジョン｣を策定しました。
　理想の姿をみんなで共有し、新しい智恵やアイデアを生み出すこ

とで、道筋を見出すことができると私は考えます。
　今後、長期戦略の策定に向け、都民の皆様からご意見をいただき
ながら、政策をさらに高め、｢成長｣と｢成熟｣が両立した輝ける｢未来
の東京｣に向けた取り組みを全力で進めてまいります。

小池知事からのメッセージ

2040年代の東京の姿｢ビジョン｣を目指し、 2030年に向けた｢戦略｣と｢推進プロジェクト｣の実行を通じて
｢3つのシティ｣が進化し、｢成長｣と｢成熟｣が両立した未来の東京を実現していく。

｢未来の東京｣戦略ビジョンの考え方

2040年代を念頭に、我々が目指す｢未来の東京｣の
姿として20のビジョンを提示

目指す2040年代の東京の姿｢ビジョン｣

｢ビジョン｣の実現に向け、2030年に向けて取り組む
べき20の戦略と政策目標を提示

2030年に向けた｢戦略｣

戦略実行のために、約120の推進プロジェクトを組成

戦略実行のための｢推進プロジェクト｣

3つのシティが進化
セーフ シティ

もっと安全、もっと安心、
もっと元気な首都･東京

ダイバーシティ

誰もがいきいきと生活できる、
活躍できる都市･東京

スマート シティ
世界に開かれた、
環境先進都市、

国際金融･経済都市･東京

実
　
現

「『 未来の東京 』戦略ビジョン」冊子  
508円(税別)を都民情報ルーム(都庁第
一庁舎3階)で販売しています。ホーム
ページでもご覧いただけます。

712万3,155世帯　人口1,395万3,972人
（男：686万527人　女：709万3,445人）
＊参考：外国人数57万8,413人

世帯と人口 元年12月1日現在の推計

東京都生活文化局広報広聴部広報課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　電話 03-5388-3093　Fax 03-5388-1329
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パラスポーツ観戦･応援イベント
 ｢BEYOND STADIUM 2020｣開催

 ｢東京都受動喫煙防止条例｣･
 ｢改正健康増進法｣
4月1日から全面施行

東京マラソン2020
3月1日　 開催
交通規制にご協力下さい

日
4

 ｢未来の東京｣戦略ビジョンを策定2

政策企画局計画部　☎03-5388-2131　https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/ 2面へ続く▶▶▶お問い合わせ

ⓒ東京
マラソン財団



ビジョンの例

ビジョンの例

ビジョンの例
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2030年に向けた｢戦略｣

戦略実行のための｢推進プロジェクト｣

目指す2040年代の東京の姿｢ビジョン｣

出産･子育て全力応援プロジェクト　など 無電柱化推進プロジェクト

Topics／都政ニュース2

　 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。　　 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。

ビジョンの例

推進プロジェクトの
例

子供の笑顔と子供を産み育てたい人で
溢れ、家族の絆と社会が支える東京
・�子供の笑顔でいっぱいのまちが実現
・��子供を産み、育てることが社会全体の
喜びに

・��合計特殊出生率が2.07になり、少子化
からの脱却に成功

高齢者が人生100年時代
に元気に活躍し、心豊か
に暮らす東京
・�「Chōju」が世界共通語に
・��平均寿命･健康寿命がと
もに90歳を超える
・�「介護離職」が死語に

災害の脅威から都民を守
る強

きょう

靭
じ ん

で美しい東京
・��ハード･ソフトの重層的
な備えにより、都民の生
命が守られ、世界一安全
安心な都市が実現
・��東京のまちから電柱が
姿を消す

デジタルの力で東京のポテン
シャルを引き出し、都民が質
の高い生活を送る
・��自動運転車や空飛ぶクルマ、
遠隔医療、キャッシュレス
など都市全体がスマート化

・��行政サービスや行政基盤等
が全て電子化

子供（Children） 長寿（Chōju） 防災 スマート東京

戦略1  子供の笑顔のための戦略
戦略2  子供の｢伸びる･育つ｣応援戦略
戦略3  女性の活躍推進戦略
戦略4  長寿（Chōju）社会実現戦略
戦略5  誰もが輝く働き方実現戦略
戦略6  ダイバーシティ･共生社会戦略
戦略7  ｢住まい｣と｢地域｣を

大切にする戦略

戦略8  安全･安心なまちづくり戦略
戦略9  都市の機能をさらに高める戦略
戦略10  スマート東京

･ TOKYO Data Highway戦略
戦略11  スタートアップ都市･東京戦略
戦略12  稼ぐ東京･イノベーション戦略
戦略13  水と緑溢れる東京戦略
戦略14  ゼロエミッション東京戦略

戦略15  文化･エンターテインメント
都市戦略

戦略16  スポーツフィールド東京戦略
戦略17  多摩･島しょ振興戦略
戦略18  オールジャパン連携戦略
戦略19  オリンピック

･ パラリンピックレガシー戦略
戦略20  新たな都政改革戦略

戦略8  安全･安心なまちづくり戦略戦略1  子供の笑顔のための戦略

○��子供の目線に立って、子育て環境の整備、公園や
遊び場など子供が過ごしやすいまちづくりを区市
町村と連携して推進する。

○��産前から出産・子育てが終わるまで、子育て世帯
が直面する課題に寄り添い、切れ目なく支援し、
あらゆる負担を徹底的にサポートする。

○��「子供を大切にする」を最優先とする社会に向け
たマインドチェンジを推進する取り組み「チーム
2.07」を進める。

○��都道での無電柱化エリアを拡大するとともに、区市町村道や民間開発に
おける無電柱化を進める。

○��無電柱化の課題である整備コストの縮減に向けて、関係事業者と連携し
て技術開発を推進する。

子供が笑顔で子育てが楽しいと思える社会

未来を担う子供を大切に育てる

長期戦略策定に向けた｢都民意見大募集｣では、10,936人にご意見をいただきました。ご意見は、ホームページでご覧いただけます。

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

無電柱化をまちに広げる取り組み例

「チルドレン
ファースト」
の社会

安心して
子育てが
できる環境

子供や子育て
世帯に優しい
まちづくり

再開発など 
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防災に寄与する道路
（区市町村道）

狭い道路（
区市町村道

）

（無電柱化
チャレンジ

支援事業）

・区市町村への
　財政的、技術的な
　支援を拡充
・区市町村道の
　電柱新設の禁止を
　促進

緊急物資等の
確実な輸送を
確保

開発に合わせた
無電柱化

2040年代に目指す東京の姿として、20のビジョンを提示

ビジョン実現のために、2030年に向けて取り組む20の戦略



生活文化局地域活動推進課　☎03-5320-4236　お問い合わせ

環境局環境政策課　☎03-5388-3429　お問い合わせ
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内容･申込等詳細はホームページをご覧下さい。

東京学校支援機構 TEPRO　 0120-389-055
教育庁教育政策課　☎03-5320-7867
https://www.tepro.or.jp/

お問い合わせ

学校のサポーターになりませんか?
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登録者を募集

2050年の東京の姿

政策ごとの取り組み例

　東京都は、2050年までにCO2排出実質ゼロを目指す｢ゼロエ
ミッション東京戦略｣を策定しました。
　深刻さを増す豪雨や台風による災害、記録的な猛暑など、私たち
は今、気候危機に直面しています。こうした現状を踏まえ、14の政
策を掲げ、2050年に目指すべき姿と具体的な取り組みをまとめま
した。

地球環境に優しく快適な街を構築し、気候変動による災害に負けな
い強い都市になる。
　建物･車の環境対策、モノを無駄にせず循環する社会の確立、都
市活動に必要な全てのエネルギーを太陽光発電等に切り替えなど。

　私たち一人ひとりの行動がCO2削減に大きな影響をもたらしま
す。ゼロエミッション東京の実現には、皆さんの協力が不可欠で
す。輝き続ける都市の実現のため、共に行動していきましょう。

｢ゼロエミッション東京戦略｣を策定
〜気候危機に立ち向かう行動宣言〜

　東京都の公立学校で、サポート役として学校の教育活動に参加し
ていただける方を募集しています。地域の皆さんのご協力により、
教職員の負担軽減と教育の質の向上を図ることができます。
　児童･生徒の学びや学校生活のために、知識や技能、経験等を発
揮していただける方の応募をお待ちしています。
　ホームページからお申し込み下さい。

部活動支援、教職員の事務支援、学習支援、特別支援教
育の支援、心理･福祉の支援　など

東京都の公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校の全校

有期労働、パートタイム、有償ボランティア、無償ボラ
ンティア　など

2月22日 　　　　　　　　二子玉川ライズ
　 

ステージエリア（13時〜18時、屋外会場）
◦�恋愛や結婚に関するトークショー｢恋愛学の先生

に聞く〜恋愛って?結婚って?｣14時、16時15分
　出演／森川友義（早稲田大学教授）
　　　　JOY（タレント）･わたなべ麻衣（モデル）夫婦
◦�東京のさまざまな夫婦のイラストを楽しめる展示。オリジナルチョコの配

付有（数量限定）。
◦�婚活経験者が推薦する本を集めた｢TOKYOふたり図書館｣

セミナー&体験エリア（14時〜18時、屋内会場） 
◦�セミナー（申込／2月10日（必着）までに かはがきで。抽選で各回50人）
　◦これから婚活を始めようと考えている人向け（15時）
　◦独身の子を持つご両親向け（16時）
　◦結婚やライフプランについて考えてみたい人向け（17時）
◦�体験ブース（一部、当日整理券配布）
　◦婚活個別相談（ご本人向け／ご両親向け）
　◦メイク･ファッションのアドバイスやプロによる写真撮影など

◦ 走行時にCO2などの排出ガスを出さない自動車（ZEV）の普及に
向け、購入支援や充電器などのインフラ整備の実施
◦ 使い捨てプラスチックの削減や再生プラスチック等への転換により、

CO2排出実質ゼロ、海洋流出ゼロの持続可能なプラスチック利用を実現
◦ 気候変動の影響によるリスクを最小化するため、浸水被害を軽減

する河川の調節池の整備や災害リスク情報の発信強化　など

｢TEPRO Supporter Bank｣とは、東京都教育委員会が設立した
東京学校支援機構が運営する人材バンクです。サポーター（個
人･企業･団体）に学校を紹介するとともに、学校や教育委員会に
サポーターを紹介します。

活動内容

開催日 会　場

活動場所

活動形態

内　容

　大井ふ頭中央海浜公園に位置する大井ホッケー競技場は、東京2020大会に向
けて東京都が新たに整備した競技会場の1つで、元年6月に工事が完了しました。
　約2,600人の観客を収容できるスタンドを備えた新設の｢メインピッチ｣と、既
存施設を改修した、約500人が観戦可能な｢サブピッチ｣からなり、いずれもホッ
ケー用の国際基準を満たした短い毛足の青い人工芝と競技用の散水設備を備えて
います。大会時には、15,000人を収容する（仮設席含む）、ホッケーの競技会場と
して使用されます。
　大会後は、数少ない公共ホッケー競技場として、競技力強化や普及に活用される
だけでなく、都民がさまざまなスポーツで利用できる多目的球技場となります。
　｢大会をきっかけにホッケーがより多くの人に親しまれるようになることを期待
しています。また、サッカー、ラクロスのほか、グラウンドゴルフなど多目的に利用
できる施設となりますので、幅広い年代の方に活用してほしいと考えています（施
設管理担当者）｣

品川区八潮4丁目（メインピッチ）、大田区東海1丁目（サブピッチ）。
東京モノレール｢大井競馬場前｣駅下車、徒歩約8分。

オリンピック･パラリンピック準備局施設整備第一課　☎03-5388-2872お問い合わせ

てえしお 61

スティックを使いボールを相手ゴールへ 試合前には散水を行いボールの抵抗を減らす

オ リ ン ピ ツ ク・・パ ラ リ ン ピ ツ ク

大井ホッケー競技場施設 編

所在地

JOY･わたなべ麻衣夫婦

「ゼロエミッション東京戦略」
の冊子を作りました。ホーム
ページからご覧いただけます。

　自分らしい結婚や未来について考える
ことができるイベントです。

結婚応援イベント
｢TOKYOふたり
未来会議｣
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㉖行幸通り

⑳数寄屋橋

⑦日本橋北詰

㉑日比谷

⑲銀座四丁目

㉒御成門

㉓芝五丁目

㉔高輪二丁目先

⑯深川一丁目

⑰富岡八幡宮先

⑨茅場町一丁目

⑩浜町中ノ橋

⑪東日本橋

⑫蔵前一丁目

⑭石原一丁目

⑬雷門・吾妻橋

⑮森下駅前

Topics／都政ニュース4
令和2年（2020年）2月1日　第894号

Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 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。　　 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。

スポーツ

東京マラソン財団　 〈交通規制について〉☎03-6631-9646（ 除く10時～17時。2月25日～29日は18時まで。3月1日は7時～20時30分)　 
〈大会について〉☎03-6635-5351（ 除く10時～17時）　

お問い合わせ

武井壮（タレント）
仮面女子（アイドル）
みんなのたかみち（お笑
いタレント）
ほか

2月24日 10時〜18時
駒沢オリンピック公園総合運動場
◦ パラスポーツの観戦･応援、体験
◦ ゲストによるライブ、パラアスリートによるトークショー
◦ ボッチャ大会（2月12日までに で申込）

ゲスト日　時
会　場
内　容

　今年も38,000人のランナーが、東京の過去から未来を象徴するコースを駆け抜けます。

　大会当日はコース沿道で長時間の交通規制が行われます。ホームページでは大会当日の迂
 う  か い

回ルートや、
コース上の規制時間を掲載していますので、ぜひご利用下さい。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

東京がひとつになる日。

東京マラソン2020 3月1日
開催

車いすマラソン
（フル･10km） 
⇒ 9時5分  
マラソン

（フル･10km） 
⇒ 9時10分 

スタート

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/お問い合わせ

交通規制に関するホームページ https://www.marathon.tokyo/about/traffic/

区間（コース） 道路名
（通称を含む） 規制時間

東京都庁周辺
（スタート付近）

都庁通り 6:00〜10:15
議事堂通り等 6:30〜10:15

①都庁北�⇔�②新宿5 北通り、靖国通り等 8:35〜10:10
②新宿5�⇔�③市谷見附 靖国通り 8:35〜10:40
③市谷見附�⇔�④飯田橋 外堀通り 8:45〜10:50
④飯田橋�⇔�⑤専大前 目白通り、専大通り等 8:45〜11:00
⑤専大前�⇔�⑥須田町 靖国通り 8:50〜11:20
⑥須田町�⇔�⑦日本橋北詰 中央通り 8:55〜11:30
⑦日本橋北詰�⇔�⑧日本橋 中央通り 8:55〜14:20
⑧日本橋�⇔�⑨茅場町1 永代通り 8:55〜14:20
⑨茅場町1�⇔�⑩浜町中ノ橋 新大橋通り 9:00〜14:10
⑩浜町中ノ橋�⇐�⑪東日本橋 清洲橋通り 9:00〜14:05
⑪東日本橋�⇔�⑫蔵前1 清杉通り、江戸通り 9:00〜14:00
⑫蔵前1�⇔�⑬雷門・吾妻橋 江戸通り等 9:00〜12:15
⑫蔵前1�⇔�⑭石原1 蔵前橋通り 9:00〜13:40
⑭石原1�⇔�⑮森下駅前 清澄通り 9:00〜13:30
⑮森下駅前�⇔�⑯深川1 清澄通り 9:00〜13:25
⑯深川1�⇔�⑰富岡八幡宮先 清澄通り、永代通り 9:00〜13:20
⑧日本橋�⇔�⑱日本橋3 中央通り 8:55〜14:25
⑱日本橋3�⇔�⑲銀座4 中央通り 9:30〜14:35
⑲銀座4�⇐�⑳数寄屋橋 晴海通り 9:35〜14:40
⑳数寄屋橋�⇔��日比谷 晴海通り 9:35〜16:20
�日比谷�⇔��御成門 日比谷通り 9:35〜16:20
�御成門�⇔��芝5 日比谷通り 9:40〜16:00
�芝5�⇔��高輪2先 第一京浜 9:40〜15:40
�仲通り入口�⇒��行幸通り 仲通り 9:35〜16:25
�行幸通り�⇔�フィニッシュ 行幸通り 7:00〜21:00
※ ⇔ 両方向とも車両の通行が禁止されます。
　 ⇒ 矢印方向の車両の通行が禁止されます。
※ コースと接続している道路も車両の通行が禁止されます。（コー

ス直近の区間のみ）
※ 規制時間は目安であり、当日の競技状況によって、変わる場合があ

ります。

区間（コース） 道路名
（通称を含む） 規制時間

フィニッシュ周辺エリア

日比谷通り
日比谷�⇔�大手町 7:00〜18:00

晴海通り
祝田橋�⇔�日比谷 9:35〜16:20

※ ⇔�両方向とも車両の通行が禁止されます。

凡　例
マラソンコース
通行推奨ルート
主な通行可能ルート
コース横断可能道路
（立体交差）

環二通りの築地虎ノ門
トンネルは、通行でき
ます。
ただし原付・自転車の
通行はできません。
※ 混雑が予想されるた

め、推奨ルートを通
行されることを、お
勧めします。

晴海通り（数寄屋橋→祝
田橋）の立体交差は、通行
できます。
ただし大型車両および原
付・自転車の通行はでき
ません。

昭和通り（江戸橋一丁目）の立体交差は、通行できます。
ただし自転車の通行はできません。

昭和通りから言問通りへの右折
と言問通りから三ツ目通りへの
右折はできません。

外苑東通りから大久保通り方向
への右折はできません。

　パラスポーツの魅力を体感でき
る イ ベ ン ト｢BEYOND STADIUM 
2020｣を開催します。

10時～16時
メイン会場（日比谷公園）

アスリート等によるステージイベン
トやグルメコーナーなど。マラソン
祭り各会場の映像中継も有。

プログラム等詳細はホームページをご覧下さい。

 

パラスポーツまるわかりイベント！ 

同事務局　☎03-6865-1959（ 除く10時～18時）
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課　☎03-5388-2198
http://www.tokyo42195festa.jp/

お問い合わせ

　東京マラソン当日、コース沿道24カ所のイ
ベント会場では、音楽演奏やダンス、和太鼓
などのさまざまなパフォーマンスでランナー
を応援します。会場で、当日の熱気やスポー
ツの楽しさを体感してみませんか。

ランナー応援イベント2020 マラソン祭り

♦ホストシティTokyoプロジェクト

東京マラソン
EXPO 2020

　2月27日 ･28日 11
時〜21時（20時30分入
場終了）、豊洲市場6街区
屋外スペースで。最新ラ
ンニング製品体験などを
お楽しみ下さい。
※ 入場は東京マラソン出

場者優先となります。

東京マラソン
2020前日祭

　2月29日 、ランイベ
ント等を観戦できます。
　9時30分 〜 16時30
分、明 治 神 宮 外 苑 で。
ファミリーランほか。
　11時〜17時、丸の内
仲通りで。パレード･駅
伝ほか。

東京マラソン
ウィーク2020

　2月1日 〜3月4日、
コース沿道、観光名所
など各施設で大会を
盛り上げていく企画
を展開します。29日

は、東京タワーを大
会ロゴカラーにライ
トアップ !

ⓒ東京マラソン財団

武井壮
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都庁では により情報を発信しています！

※ ＝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

募　集

お知らせ

都営住宅入居者
〜随時募集を開始�

　〈随時募集〉定期募集等で申し込みが
無かった多摩地域にある一部の都営住宅
が対象。最短で応募から3カ月程度で入
居可能。受付開始／2月26日 。募集案
内の配布／2月3日以降（ 除く）に
都庁、区市町村、都営住宅募集センター・
各窓口センターで。 からも入手可。
　〈定期募集〉募集戸数／①ポイント方式
による募集（家族向）1,290戸②単身者
向・単身者用車いす使用者向・シルバー
ピア住宅284戸③居室内で病死等があっ

東京2020大会「エスコートキッズ」
〜東京都の募集を開始�

　選手と手をつないで入場する役割など
の子供たちを募集。子供とその保護者は
試合観戦可。競技／サッカー・テニス・
近代五種・5人制サッカー・トライアスロ
ン・ハンドボール。対象／都内在住の小
学生と高校生（東京2020大会時）、抽選
で145人（競技により対象年齢が異なる）。
申込／2月17日12時までに で。

同事務局 0120-488-141かオリン
ピック・パラリンピック準備局競技・渉外課 
☎03-5388-2826

東京都景観審議会
都民委員�

　良好な景観づくりに関する事項につい
て審議。資格／2年1月1日現在、都内在
住の20歳以上で年3回程度の会議に出
席できる方（公務員等を除く）。人数／3
人。任期／6月から2年間。申込／2月17
日（消印）までに か郵送で作文「東京に
おける美しく良好な景観づくりについて
の提案」（700〜900字）と別紙に住所・氏

ふり

名
がな

・生年月日・性別・電話・職業を書き、
〒163-8001東京都都市整備局緑地景観
課（☎03-5388-3265）へ。

東京都教育モニター�

　資格／2年4月1日現在、15歳以上の
都内在住の方で、 閲覧とメールの送受
信を日本語でできる方（フリーメールのアド
レスは不可）。元年度モニター経験者・議
員・公務員を除く。人数／100人。内容／
アンケートの回答・授業参観（交通費等は
自己負担）など。任期／委嘱の日〜3年3
月31日。謝礼有。申込／2月3日〜28日
17時までに で。

教育庁教育情報課☎03-5320-6733

た住宅61戸。募集案内・申込書の配布／
2月3日〜12日（ 除く）、配布場所
は随時募集と同様。ただし、8日 ・9日

・11日 は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。申
込／2月17日までに郵送で①は都営住宅
募集センター（18時必着）②③は渋谷郵便
局（必着）へ。

JKK東京（東京都住宅供給公社）都営住
宅募集センター〈随時募集〉☎03-5467 
-9266〈定期募集〉☎0570-010-810（2
月3日〜17日）、☎03-3498-8894（その
他の期間）。いずれも 除く。

東京都立大学（現首都大学東京）
科目等履修生�

　フルタイムの学習が難しい方が、大
学の授業科目を履修する制度。1単位
14,400円。出願／3月2日 ・3日 。募
集要項／2月12日〜28日（ と24日

・25日 ・26日 を除く）に各キャンパス
で配付。

同大学南大沢☎042-677-1111内線
2317、日野☎042-585-8623、荒川☎
03-3819-1211内線226

東京都消費生活調査員�

　3区分のうちいずれか一つの調査と消
費生活に関する情報提供。区分／A:食
品の表示状況の店舗調査（5回）。B:入
手した広告媒体と店舗での表示調査（3
回）。C:日常生活で購入した生鮮食品等
15点の内容量調査（6回）。資格／2年4月
1日現在、20歳以上で都内在住の方。人
数／500人（選考有）。任期／3年3月ま
で。謝礼／調査1回3,000円ほか。申込／
2月18日（消印）までに か郵送で希望区
分（順位を付けて複数記載可）・応募動機

（300〜400字 程 度）・住 所・氏
ふり

名
がな

・年
齢・電話・職業を書き、〒163-8001東京
都生活文化局消費生活部（☎03-5388-
3076）へ。

高齢者施設等に関する整備費補
助制度説明会（土地所有者向け）�

　2月14日 14時、東京都社会福祉保健
医療研修センターで。都内に土地を所有
する法人・個人等、300人。認知症高齢
者グループホーム・都市型軽費老人ホー
ム等の整備費補助制度について。申込／
2月10日までに か申込書（ で入手）を
ファクスで福祉保健局施設支援課（☎03-
5320-4321） 03-5388-1391へ。

東京2020オリンピック聖火リレー♦
リハーサル走行に伴う交通規制�

　2月15日 、羽村市・国分寺市・八王
子市の公道の一部において、交通規制を
行います。ご理解とご協力をお願いしま
す。規制時間・区間等詳細は で。

オリンピック・パラリンピック準備局企
画調整課☎03-5320-7985

水道局世田谷営業所・世田谷
給水管工事事務所の移転�

　2月25日 から、世田谷区経堂の世田
谷営業所と世田谷給水管工事事務所を、
同区太子堂1-13-13（現世田谷営業所・
太子堂分室）に移し、世田谷区の水道局お
客さま窓口を一本化。

水道局サービス推進部☎03-5320-
6424か世田谷給水管工事事務所☎03- 
3420-1596（2月21日まで）、☎03-5431 
-3162（2月25日から）

無料特別相談
「多重債務110番」�
　弁護士・司法書士への相談も可。電話
か来所。3月2日 ・3日 9時〜17時、消
費生活総合センター（飯田橋）で。区市町
消費生活相談窓口でも実施（詳細は各相
談窓口へ）。

同センター☎03-3235-1155

ソーシャルファームの創設等により
就労を支援する条例を施行�

　さまざまな要因から就労に困難を抱え
る方が働く新たな場である、ソーシャル
ファームの創設の促進等について規定。
条例の内容等詳細は で。

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4679

蓄電池やエネファームなどを設置し
た都内住宅に機器費の一部を補助�

　家庭における非常時のエネルギー確保
と、地球温暖化対策のための補助制度を
開始。申請期限／3月31日（原則契約前
申請。ただし2月中設置・契約済み機器を
除く）。対象者／対象機器の所有者、集合
住宅の管理組合。対象機器／元年8月10
日以降に新規設置された未使用機器。

対象機器 補助率
蓄電池システム 1/2

ビークル・トゥ・ホームシステム 1/2
エネファーム（家庭用燃料電池） 1/5

上限額有。要件・申請方法等詳細は で。
東京都環境公社☎03-6258-1510か 

環境局地域エネルギー課☎03-5388-
3533

2月は固定資産税・都市計画税
（23区内）第4期分の納期です�
　6月に送付した納付書で、3月2日 ま
でにお納め下さい。

主税局相談広報班☎03-5388-2925

2月の
宝くじ発売開始予定日�

◦東京2020協賛ジャンボ（300円）　 3日
　（1等前後賞合わせて3億円）
◦東京2020協賛ジャンボミニ（300円） 3日
　（1等前後賞合わせて3,000万円）
◦1等300万円スクラッチ（200円）     5日
◦1等50万円スクラッチ（200円）  　12日
◦1等100万円スクラッチ（200円）   19日
◦1等30万円スクラッチ（200円）  　26日
◦1等1,000万円くじ（100円）  　 　26日
◦1等300万円スクラッチ（200円）   29日

財務局公債課☎03-5388-2685

伊豆大島椿まつり
竹芝ふ頭から高速船で2時間足らず
で行ける大島では、椿が見頃を迎え
るこの時期、島をあげての一大イベン
ト「椿まつり」を開催。3月22日 までの期間中は、名物料理や特産品屋台の出店、

「あんこさん」の衣装の貸し出しなど、島内各所でさまざまなイベントが行われる。

伝統衣装を着たあんこさんが祭りを盛り上げる

職 員 採 用

調理、電気、機械加工、木工、溶接、建
築設備、自動車、測量設計、内装施工、
グラフィック印刷、介護、その他職業訓
練指導。資格／科目関連の指導員免
許を持つ方か同程度に知識経験の豊
富な方（資格等が必要な科目有）。人数
／80人程度。勤務場所／各センター
等。任用期間／4月1日〜3年3月31
日。選考／2月中旬。面接・能力実証
等。申込／2月10日 までに所定の申
込書兼履歴書（各センター等か で入
手）を各センター等へ持参。
産業労働局雇用就業部☎03-5320-

4702

都立学校
非常勤看護師���������������� ��
　内容／幼児・児童・生徒への医療的
ケア。一部の学校で、登下校時の専用
通学車両（スクールバス）への乗車業務
有。資格／看護師免許、臨床経験を有
する方。人数／各校若干名。採用／4
月（更新制度有）。勤務／週19時間以
内。申込等詳細は で。
教育庁特別支援教育課☎03-5320-

6753

職業能力開発センター等
非常勤講師�������������� ��　��
　科目／IoT、メディアプロモーション、

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

働　く
職業能力開発センターの
キャリアアップ講習2月受付分�

　「福祉住環境コーディネーター検定試
験Ⓡ（2級）対策」「建設人材育成事業-職長・
安全衛生責任者教育」「製くつ（企画・デ
ザイン）初級」等77コース。主に中小企業

に就業中で都内在住・在勤の方。授業料
1,600円〜6,500円。教科書代別途。申
込／2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
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 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。　　 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。

催　し
TOKYOアニメツーリズム
2020�

　2月2日〜3月23日。TVアニメ「僕 の
ヒーローアカデミア」を活用し、都内の観
光スポット等を巡るデジタルスタンプラ
リー。キックオフイベント／2月2日 14
時30分、ベルサール秋葉原で。タレントら
によるトークショーなど。

同 実 行 委 員 会 事 務 局 ☎03-6368-
6160か産業労働局観光部☎03-5320-
4786

3月1日〜7日　
春の火災予防運動�

　①防火防災トークショー／2月28日
11時〜11時40分、ジャパンスポーツ

オリンピックスクエア（新宿区）で。一日消
防署長・武田真治（タレント）。②パネル展

アイヌ伝統文化展・TVアニメ
「ゴールデンカムイ」パネル展�
　3月7日 11時〜19時・8日 10時〜
19時、東京ソラマチⓇスペース634で。ア
イヌ古式舞踊・伝統楽器演奏や伝統工芸
品の実物展示、民族衣装の試着体験な
ど。TVアニメ「ゴールデンカムイ」パネル
展来場者にはオリジナルポストカードをプ
レゼント（数量限定）。

総務局人権部☎03-5388-2585

大田市場
フラワーアレンジメント教室�

　2月25日 13時。抽選で30人。1,500 
円。申込／2月10日（必着）までに か往復
はがきに住所・氏

ふり

名
がな

（1人のみ）・年齢・電
話を書き、大田市場（〒143-0001大田区
東海2-2-1）☎03-3790-6530へ。

東京水辺ライン�

　「隅田川に架かる橋梁の特徴と見どころ
『橋の風景の今昔』」2月28日 10時15
分。すみだリバーサイドホール集合。42
人。3,800円。「歌舞伎クルーズ・明治座

示等／本所防災館（☎03-3621-0119）2
月27日 〜3月10日 。立川防災館（☎
042-521-1119）2月29日 〜3月8日 。
池袋防災館（☎03-3590-6565）3月1日

〜8日 。
①東京消防庁広報課☎03-3212-

2111内線2308②各館へ。

在宅療養に係る多職種連携連
絡会シンポジウム�

　2月24日 13時30分、ユナイテッド・
シネマ豊洲で。抽選で350人。在宅医療・
介護をテーマとした映画「ピア〜まちをつ
なぐもの」上映と映画製作者・医療介護福
祉の専門職による座談会。申込／2月12
日（消印）までに かはがきに催し名・人
数（2人まで）・全員の住所・氏

ふり

名
がな

を書き、
東京都医師会医療介護福祉課（〒101-
8328千代田区神田駿河台2-5）へ。

福祉保健局医療政策課☎03-5320-
4417

東京スマイルボトル
冬のWebキャンペーン�

　2月28日まで。東京水道に関するクイ
ズとアンケートに答えると抽選で景品が当
たる特設サイトを開設。水道水ができるま
での過程をVR動画で視聴することも。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

観劇と見どころ解説」3月12日 9時。墨
田区役所前発着場集合。38人。15,000
円。いずれも中学生以上。申込／2月10日

（必着）までに往復はがきに催し名・人数・
代表者の住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話・ファク
スを書き、東京水辺ライン（〒130-0015
墨 田 区 横 網1-2-16-4階）☎03-5608-
8869へ。

アンテナショップを巡る
スタンプラリー�

　2月24日まで。参加ショップを巡り、ス
タンプを集めて応募すると抽選で各地の
特産品をプレゼント。応募等詳細は で。

同事務局☎03-6452-9277か産業労
働局観光部☎03-5320-4871

シニアと家族のお薬シンポジウム
「薬との付き合い方」�
　3月8日 13時30分〜15時45分、都
庁都民ホールで。200人。薬の知識につ
いて講演やクイズで解説する参加型イベ
ント。プレゼント有（数量限定）。

健康安全研究センター☎03-3363-
3472

学　ぶ

太陽エネルギーセミナー�

　2月26日 14時30分、TKP新宿カン 
ファレンスセンターで。抽選で100人。太
陽光発電設備のリスクや、対応策として
の保守点検や保険について学ぶ。申込／
2月14日17時までに か電話でクール・
ネット東京☎03-5990-5066へ。

人権問題都民講座
「見えないスポーツ図鑑」体験会�
　2月22日 14時、港区立御田小学校
で。抽選で80人。視覚障害者と一緒にス
ポーツを体感的に観戦する新しい方法を、
体験を通して学ぶ。申込／2月14日まで
に か電話、ファクスで人権プラザ☎03-
6722-0123、 03-6722-0084へ。

手話通訳者・要約筆記者
養成講習会�

　〈手話通訳者〉5月13日〜3年3月10日
（毎 、⑥毎 ）、オリンピック記念青少
年総合センター（渋谷区）ほかで。①地域
クラス②通訳者クラス③通訳士クラス④
指導者クラス1⑤指導者クラス2⑥指導
者クラス（中失・難聴者カリキュラム）。全
450人。いずれも応募条件有。〈要約筆
記者〉4月23日〜3年2月18日（毎 ）、東
京都障害者福祉会館で。⑦手書きコース
⑧PCコース。初心者の方、各12人。申
込／3月13日（消印）までに所定の申込書

（ で入手可）を郵送で東京手話通訳等
派遣センター（〒160-0022新宿区新宿
2-15-27-5階）へ。選考試験有。

同センター☎03-3352-3359か福祉
保健局障害者施策推進部☎03-5320-
4147

 
お問い合わせ　生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232
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　恵比寿で楽しめるものはた
くさんありますが、国内指折り
の写真と映像の拠点でもある
ことをご存知ですか。
　恵比寿ガーデンプレイスに
ある東京都写真美術館は、日
本で初めての写真･映像の総
合美術館として平成7年に開
館し、収蔵作品は3万5千点以
上。その活動は、作品の収集
･所蔵や展覧会の開催にとどまらず、ス
マートフォンなどで撮影した画像で本格
的な現像体験ができるワークショップ
や、手作りアニメーション体験など、写
真や映像の面白さを感じることができ
るプログラムも行っています。
　また、毎年2月には、「映像をめぐって、
ひとつではない答えをみんなで探して
いこう!」というコンセプトで、周辺施設
と一体となって、映像とアートの国際
フェスティバル「恵比寿映像祭」を開催し
ています。
　第12回となる今回の総合テーマは、
「時間を想像する」。国内外の78組�
95人の作家が、身近であると同時に謎
に包まれている「時間」を題材にした作

冬の恵比寿で花火!?

品を通して、「時間とは何か」に迫ります。
　見どころの一つである「ハナビリウム」
では、打ち上げ花火の真下から撮影し
た、花火師以外は決して見ることのでき
ない迫力の映像を体験できます。恵比
寿ガーデンプレイスセンター広場に設
置した特設ドーム内で、360度全方位か
ら5,000発の花火が次々に打ち上がっ
ていく、まるで花火に包まれているよう
な「ひと時」をお楽しみ下さい。
　この他にも、映像祭が初めての方で
も全体像を理解できるガイドツアーや、
作家本人による作品解説なども開催し
ます。冬の恵比寿で、映像を使ったアー
トの魅力に触れてみて下さい。

2020年は
スポーツだけ

じゃない !

恵比寿映像祭／2月7日〜2月23日（月除く）。一部有料プログラム有

《ハナビリウム》［参考図版］ⓒ丸玉屋

平　和

生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141　お問い合わせ

　東京都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、平成2年に「東京
都平和の日条例」を制定し、3月10日を「東京都平和の日」と定めました。
　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、記念行事を実施します。

3月10日は「東京都平和の日」

　東京都平和の日記念式典と記念公演（弦楽合奏等）を開催します。
日　時 　3月10日 14時
会　場 　都庁大会議場
人　数 　抽選で120人
申　込 　2月8日（消印）までに往復はがきに人数（3人まで）・全

員の住所・氏
ふりがな
名・年齢・電話を書き、東京都平和の日記

念式典事務局（〒171-0042豊島区高松1-1-11（株）ス
テージ内）へ。

記念式典参加者を募集

ⓒ堀越耕平／集英社・
僕のヒーローアカデミア製作委員会
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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！  　　　　　　　検索東京動画

※ ＝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

自然・公園

失語症者向け意思疎通支援者
養成講習会�

　対象／失語症者の福祉に理解と熱意
があり、受講後都内で活動できる方。書
類選考有。講習期間／5月23日〜3年2
月20日①必修基礎コース（40時間・14回）
②応用コース（40時間・8回）。定員／①
40人②20人。申込／3月17日（消印）まで
に か所定の申込書（ で入手可）を郵送
で東京都言語聴覚士会（〒164-8512中
野区中野4-1-1-9階）☎03-6859-7568
へ。

同会か福祉保健局障害者施策推進部
☎03-5320-4147

こころといのちの講演会「こころとか
らだが軽くなる考え方のヒント」�

　3月5日 14時、都庁都民ホールで。200
人。締切／3月2日。申込等詳細は で。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4310

東京防災ホリデーセミナー�

　3月7日 10時、都庁大会議場で。抽
選で300人。テーマ／被災地支援の経験
から考える自助・共助の重要性や、マン
ションの防災対策。申込／2月28日（消
印）までに かはがき、ファクスに住所・ 
氏
ふり

名
がな

・電話・質問事項を書き、東京防災
ホリデーセミナー事務局（〒113-0021
文京区本駒込3-9-3（株）トライ内） 03-

山のふるさと村（奥多摩湖畔公園）
「煙たなびく炭焼き体験」�
　3月7日 ・21日 。両日参加可能な
高校生以上、抽選で15人。1,000円。申
込／2月15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

名
がな

・
年齢・性別・電話を書き、山のふるさと
村（〒198-0225奥多摩町川野1740）☎
0428-86-2556、 0428-86-2553へ。

「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「サクラで草木染め」3月15日 。800
円。②「春の植物観察会」28日 。500円

（中学生以下300円）。いずれも9時30
分、小学生以上、抽選で各日20人。申
込／開催日の2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

名
がな

・性別・年齢を書き、高尾の

3824-7254へ。手話通訳・車椅子席希
望の有無、託児（6カ月〜就学前）希望は
子供の性別・年齢を明記。

同事務局☎03-3824-7232か総務局
防災管理課☎03-5388-2549

配偶者暴力（DV）防止講演会�

　「あなたは悪くない-配偶者暴力（DV）
に気づくために」3月7日 13時30分、立
川市女性総合センターで。180人。講
師／小西聖子（武蔵野大学教授）。申込／
2月26日（消印）までに かはがき、ファク 
スで催し名・氏

ふり

名
がな

・性別・電話・メール・ 
託児希望（6カ月〜就学前）は子供の氏

ふり

名
がな

・年齢を書き、東京ウィメンズプラザ
（〒150-0001渋谷区神宮前5-53-67）☎
03-5467-1980、 03-5467-1977へ。

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室�

　視覚障害／①「音楽教室」2月21日
13時〜15時30分。②「教養講座」23日

13時30分〜16時。聴覚障害／③「コ
ミュニケーション教室」22日 13時30分
〜16時。④「社会教養講座」〈昼の部〉14
日 13時30分〜16時。各日50人。①③
東京都障害者福祉会館②多摩障害者ス
ポーツセンター④武蔵野プレイスで。事
前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

森自然学校（☎042-673-3844） 042-
673-3945へ。

環境局緑環境課☎03-5388-3556

神代植物公園
「梅まつり」�
　2月4日〜3月1日。コンサートやガイドツ
アー、梅見茶屋など。

同園☎042-483-2300

小石川後楽園
「梅香る庭園へ」�
　2月7日〜3月1日。「箏

こと

と尺八の演奏
会」2月8日 、「舞楽の公演」9日 、特別
ガイドツアー「梅めぐり」15日 ・24日
など。

同園☎03-3811-3015

文化・スポーツ

東京都渋谷公園通りギャラリー
2月8日グランドオープン�

　アール･ブリュットをはじめとするさまざ
まな作品の展示や交流プログラムを実
施。記念事業として、4月5日 まで、｢あ
したのおどろき｣展などを開催。 休館。 
※2月24日 開館、25日 休館。

同ギャラリー☎03-5422-3151

参加・体験・感動!
ふれあいこどもまつり�

　①2月23日 狛江エコルマホール②3
月1日 瑞穂ビューパーク・スカイホール
③8日 江戸東京博物館④15日 稲城
市立中央文化センター⑤20日 西新井
文化ホール⑥14日 ・15日 ・20日 ・
21日 ・22日 亀戸文化センターで。舞
台公演／演劇、人形劇、ミュージカル、コ
ンサートなど（1,000円〜3,000円）。ワー
クショップ／声優や演劇体験、楽器作り
など（1,000円〜2,000円）。申込等詳細
は で。

同 事 務 局（児 演 協 内）☎03-5909-
3064か東京芸術劇場☎03-5391-2111

世界無形文化遺産
フェスティバル2020�

　4月18日 18時・19日 14時、日比
谷公園大音楽堂で。抽選で各日2,300
人。ユネスコの無形文化遺産を中心に、
国内外の団体による民族芸能公演。申
込／3月16日（必着）までに か往復はが

きに希望日・人数（2人まで）・代表者の
住所・電話・全員の氏

ふり

名
がな

を書き、世界無
形文化遺産フェスティバル2020事務局

（〒106-0032港区六本木4-3-6-206）☎
03-6804-2660へ。両日11時〜13時20
分、小音楽堂等で芸能交流イベントなど
も有（申込不要）。

生活文化局文化振興部☎03-5320-
7736

2020体操ワールドカップ東京大会
観戦招待�

　4月4日 ・5日 、有明体操競技場で。
都内在住・在勤・在学の小学生以上（小
学生は保護者同伴）、抽選で各日50組
100人。申込／2月20日までに で。

オリンピック・パラリンピック準備局競
技・渉外課☎03-5320-7997

水球・飛込・アーティスティック
スイミング観戦招待�

　各競技大会の観戦に招待（各大会は東
京2020大会テストイベント）。①水球／4
月11日 ・12日 、東京辰巳国際水泳場
で。②飛込／4月21日 〜26日 、③
アーティスティックスイミング／4月30
日 〜5月3日 、東京アクアティクスセ
ンターで。定員／抽選で各日①③100組
200人②予選50組100人、準決勝・決勝
50組100人。締切／①3月16日②3月23
日③3月30日（必着）。申込／往復はがき
に、競技名・観戦希望日（②は予選／準決
勝・決勝の別）・代表者の住所・電話・全
員の氏

ふり

名
がな

・年齢を書き、〒107-0052小松
ビル内郵便局留「観戦招待事務局」へ。

オリンピック・パラリンピック準備局競
技・渉外課☎03-5320-7997

飼育担当の齋藤さんより一言
｢お母さんの名前である『ユメ』
と合わせて、元気に育つ『夢が
叶ってほしい』という思いから
名づけました。愛らしい親子の
姿を見ていると、きっと温かい
気持ちになれますよ!日々変化
する体の模様にも注目です｣

多摩動物公園☎042-591-1611

11月に生まれたマレーバクの「カナエ」が
日々成長中。　    � （写真は1月8日撮影）

 

政策企画局外務部　☎03-5388-2222　お問い合わせ

取り組み

　北方四島（歯
はぼまいぐんとう

舞群島・色
しこたんとう

丹島・国
くなしりとう

後島・択
えとろふとう

捉島）は
日本固有の領土です。

　1855年2月7日、日本とロシアとの間に日露通好条約が調印さ
れ、北方四島が日本の領土であることが両国間で確認されました。
1981年（昭和56年）、国はこの日を「北方領土の日」と定めています。
　東京都では、1983年（昭和58年）1月に北方領土の返還実現を目
的とする「北方領土の返還を求める都民会議」を設立しました。都民
大会の開催や写真パネル展などを通じ、皆さんに北方領土問題の解
決と正しい理解を呼びかけ、さまざまな運動に取り組んでいます。
　この機会に、北方領土問題について考えてみませんか。

2月7日は「北方領土の日」
〜返還へ 未来志向の 対話と交流

北方領土
イメージキャラクター 

エリカちゃん
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

お問い合わせ 福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4361　

印刷物規格表第1類　
印刷番号（31）17

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 13:55〜13:59
東京GOOD!（テレビ東京） 月曜 21:54〜22:00
東京交差点（テレビ東京） 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
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

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎35階北側）

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 https://www.metro.tokyo.lg.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。

東京都受動喫煙防止条例 検索

〈次号（3月1日発行）は、2月29日・3月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

[井の頭自然文化園]☎0422-46-1100　9時30分〜17時（入園は16時まで）。 ･
年末年始休園（ の場合は翌日）。一般400円。　

JR中央線･総武線、京王井の頭線「吉祥寺」駅下車、徒歩10分。

　吉祥寺駅から徒歩10分ほど。井の頭恩賜公園の中にある「井の頭自
然文化園」は、動物園(本園)と水生物園(分園)に分かれ、哺乳類や鳥類、
魚類や両生類など、日本で生息する動物を中心に約170種の生き物た
ちが飼育されている。
　吉祥寺通り沿いの正門から動物園エリアに入園すると、まず目に入る
のが小動物たちの飼育スペース。人気のカピバラやフェネック、触れ合
いが可能なモルモットなど、その愛くるしい姿に心和む。
　同園のメイン施設の一つ「リスの小

こ

径
み ち

」では、まるで森の中にいるよう
な放し飼いのニホンリスのケージの中に入り、足元を駆け回るリスたち
を至近距離で観察することができる。冬

ふ ゆ

毛
げ

に換
か ん

毛
も う

し、尻尾までフサフサ
のリスを見られるのはこの時期ならではの特典といえそうだ。
　そして猫ファン必見、ツシマヤマネコ「もも」の展示が昨年11月から行
われている。ツシマヤマネコは、長崎県対馬だけに生息する野生のネコ
で、1971年に国の天然記念物に指定された。現在の生息数は100頭
程度とみられ、同園では環境省に協力して、保護増殖事業に取り組ん
でいる。ももの他にも繁殖対象の
2頭を非公開施設で飼育しており、
人工受精での妊娠出産を目指す。

「責任重大ですが、幸せな仕事で
す」と飼育担当の唐沢さん。
　動物たちが置かれた状況を知る
と、今までとは違った目で、彼らが
見えてくるかもしれない。

井の頭自然文化園
（武蔵野市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

動物から感じる、生きる力と癒しの心

正門は、動物のステンドグラスが目印

ツシマヤマネコの「もも」、13歳

=パソコン用壁紙

　飲食店や喫煙設備のある施設等の入り口には、その施設における喫煙可否の状況
が分かる標識が掲示されます。
　喫煙禁止場所での喫煙には罰則が設けられます。

4月1日から、「東京都受動喫煙防止条例」･
「改正健康増進法」全面施行
〜決められた場所以外で、たばこは吸えなくなります〜

■ 喫煙室について
屋内でたばこを吸うことができるのは、以下の場所のみです。
喫煙室の中は、利用者･従業員を含め20才未満は立入禁止です。

喫煙専用室

喫煙可能室（店）

指定たばこ専用喫煙室

喫煙目的室（店）

喫煙のみ可能、飲食等不可

従業員がいない等、一定の基準を満た
す飲食店の一部または全部。飲食等
をしながらの喫煙が可能

加熱式たばこに限り、飲食等をしなが
らの喫煙が可能

シガーバー等たばこの対面販売を行
う飲食店の一部または全部。飲食等
（主食除く）をしながらの喫煙が可能

■ 事業者の方へ
施設の中に喫煙場所を作る場合は、法の定める基準を満たす必要があります。喫煙室
を設置した場合は、施設の入り口等に標識を掲示して下さい。
※�喫煙可能室を設置した飲食店は、管轄の保健所等に届け出が必要です。様式等は で入手可。
※飲食店は禁煙のお店も標識の掲示をお願いします。

　2月26日 10時30分･14時、烏山区民会
館（世田谷区）で。締切／2月14日。申込等
詳細は で。

受動喫煙防止対策に係る相談窓口　☎0570-06
も

9
く

6
も

9
く

0
ゼロ

ハンドブックや標識（ステッカー）を配布してい
ます。申し込みは か相談窓口で。

新制度に関する
事業者向け説明会を開催


