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世帯と人口

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

2年1月1日現在の推計

712万532世帯 人口1,395万1,636人
（男：685万8,557人 女：709万3,079人）
＊参考：外国人数57万7,329人

Fax 03-5388-1329

東京都のホームページ▶https://www.metro.tokyo.lg.jp/

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

新型コロナウイルス感染症が発生しています

昨年12月以降、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
が発生し、中華人民共和国を中心に、世界各国から発生が報告されています。
季節性インフルエンザと同様に、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めていただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
専用コールセンター(一般相談)

☎0570-550571(ナビダイヤル)
（9時～21時、土

日 祝 も受付）

2月28日9時受付開始

感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応などに関する相談をお受
けしています。英語・中国語・韓国語による相談もお受けします。
2月27日までは☎03-5320-4509
（9時～21時）
へご相談下さい。
最寄りの保健所でもご相談いただけます

帰国者･接触者電話相談センター(受診相談)
発熱や呼吸器症状があり、新型コロナウイルス感染症が疑われる方からの電
話相談を保健所等で受け付けます。必要に応じて医療機関をご案内します。
○平日概ね9時〜17時
最寄りの保健所の相談センターにご連絡下さい。
○平日夜間17時〜9時･ 土 日 祝 終日
都･特別区･八王子市･町田市合同電話相談センター

☎03-5320-4592

最新の情報および相談窓口の一覧はホームページでご確認下さい。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html

【手洗い前の注意点】

手洗いや咳エチケットなどの感染症対策をお願いします
●流水とせっけんによる手洗いをこまめに行いましょう。特に外出した後や咳をし
た後、口や鼻、目等に触る前には手洗いを徹底しましょう。
●咳
 をする場合には口や鼻をティッシュで覆う等の咳エチケットを守り、周りの人

●爪を短く切りましょう。
●時計や指輪をはずしましょう。

手洗いに
つ い て

【汚れが残りやすいところ】
●指先や爪の間
●指の間
●親指の周り
●手首
●手のしわ

への感染を予防するため、
マスクを着用し、人が多く集まる場所は避けましょう。
●手洗い後は、十分に水で流し、ペーパータオルや清潔なタオルでよく拭き取って
乾かしましょう。
手拭用タオルは共有せず、ペーパータオル等を使い毎回タオルを交換するか、
個人用タオルを利用しましょう。
●ドアノブなどの手指がよく触れる場所は、消毒剤を浸したペーパータオル等に
よる拭き取り消毒を行いましょう。消毒剤は次亜塩素酸ナトリウム(製品に表示
されているとおり希釈したもの)や消毒用エタノール等が有効です。
予防に効果的な手洗い方法を、東京都公式動
画チャンネル
「東京動画」
で公開しています。

【流水による手洗いの手順】
①せっけん
をつ け 、手
のひらをよ
くこする。

②手の甲を
伸ばすよう
にこする。

③ 指 先・爪
の間を念
入りにこす
る。

④指の間を
洗う。

⑤指先と手
のひらをね
じり洗いす
る。

⑥手首も
忘れずに洗
う。

小池知事からのメッセージ
東京都では、｢東京都新型コロナウイルス感染症対策本部｣を設置し、関係機関とも連携して、全力
で感染症の拡大防止対策に取り組んでいます。
咳をする場合には口や鼻をティッシュで覆う等の咳エチケットや、手洗いなど
の基本的な対策に都民の皆様のご協力をお願いいたします。発熱などの症状が
ある方や、風邪のような症状が長引いている方は、相談窓口に連絡して指示を

SNSでも情報を
発信しています
Twitter

LINE

Facebook

受けると同時に、不要不急の外出を控えるなどの対策をお願いいたします。
都民の皆様の安全安心を守るため、感染防止対策を強化するとともに、経済
面の打撃を最小限に抑える観点から、補正予算案を提案しました。引き続き、さ
まざまな取り組みに力を尽くしてまいります。

お問い合わせ

1月にLINE公式アカウント｢東京都(ID:@tokyoto)｣を立
ち上げました。防災やオリンピック･パラリンピック、子育
てに関する情報などをお届けしています。

福祉保健局感染症対策課
☎03-5320-4482 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatakorona.html

新型コロナウイルスに関する 〈資金繰りに関する相談〉産業労働局金融部金融課（都庁第一庁舎19階）☎03-5320-4877
中小企業者等特別相談窓口 〈 経 営 に 関 す る 相 談 〉東京都中小企業振興公社総合支援課（千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階）☎03-3251-7881
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令和2年度予算案

メリーちゃん

ハリーくん

予算の編成に当たって
東京オリンピック･パラリンピックイヤーがいよいよ幕を開け、大会が

この間、都議会各会派の皆様や、各区市町村の首長、各種団体の皆

目前に迫ってまいりました。世界中の視線が注がれる東京2020大会を

様からのご意見、ご要望、大学研究者や都民の皆様からご提案を頂い

確実な成功に導くこと、これこそが開催都市･東京としての使命であり

てまいりました。

ます。

そして、知事査定の場で議論を尽くし、明るい未来を描きながら、予

一方で、都政にとって2020年はゴールではありません。令和という新
しい時代を迎えた今こそ、夢と希望が溢れ、世界の中心で輝き続ける東
京づくりを進めていく時であります。

算案を練り上げてまいりました。
このようにして編成した令和2年度予算案は、
「東京2020大会を確実
に成功させるとともに、
『成長』
と
『成熟』が両立した、輝ける
『未来の東

昨年末に発表した
「『未来の東京』戦略ビジョン」
に描いたのは、人が、
元気で、楽しく生活し、人を育てることで経済も育つ、そのような
「人が
輝く」
東京の姿であります。

京』
を創る予算」
と位置付けました。
成長を生み続ける成熟都市･東京の実現に向け、直面する課題に正
面から向き合い、
「セーフ シティ」
「 ダイバーシティ」
「スマート シティ」

「人」
が輝くことで、
「東京」
が輝き、
「日本」
が輝いていく、こうした理想

の3つのシティを進化させる施策を積極果敢に展開してまいります。
て

こ

これらの予算案に盛り込んだ一つひとつの施策を梃 子 に、東京が

の姿を実現すべく、予算編成に臨みました。
もちろん、理想の姿を実現することは簡単なことではありません。しか

「人」
が輝き、活気溢れる都市として、持続的発展を遂げられるよう、都

し、
「挑戦こそが未来を創り、挑戦こそが夢を形にする」
のだと思います。

民の皆様の理解･共感を頂きながら、着実に歩みを進めていきたいと考

この想いを胸に、新たな発想を常に生み出し、直面する課題に果敢に挑

えております。

んでいくことで、必ずや未来を切り拓く道筋を見出してまいります。

東京都知事

小池 百合子

予算の編成方針
東京2020大会を確実に成功させるとともに、
「成長」と「成熟」が両立した、
輝ける「未来の東京」を創る予算

❶

東京2020大会を確実な成功へと導き、次世代へと継承するレガシーを創り上げる

❷

都政が直面する諸課題に迅速かつ的確に対応するとともに、東京版Society 5.0※の実現に向けた施策など、東京が成長を生み続ける成熟
都市として進化を図るための取り組みを積極果敢に進める

❸

将来にわたる施策展開を支えるため、都政改革をさらに進め、ワイズ･スペンディング(賢い支出)の視点により無駄の排除を徹底し、財政
基盤をより強固なものとする

※AIやビッグデータ(膨大で多様なデータ)などの社会実装を通じて、経済発展と社会的課題の解決を両立させる社会構想

令和2年度予算の主要事項
史上最高の
オリンピック･
パラリンピック
の開催と
レガシーの創出

誰もが
いきいきと
活躍できる
都市

安全安心で
住みやすい
都市

日本の発展を
牽引し世界の
中で輝く東京
けん

いん

３つのシティ

美しく、魅力
あふれる都市

多摩･島しょ
の振興

予算案が5分で分かる

「東京都予算案まるわかりブック」

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

都庁(案内コーナー･都民情報ルーム)、
都税事務所で配布。ホームページからも
ダウンロードできます。

ダイバーシティ

スマート 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

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

「スマート東京」
の実現

財務局財政課

☎03-5388-2669

令和2年度予算案についての詳しい情報は、
ホームページから
ご覧いただけます。

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei
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※バックナンバーもあります

財政規模など

一般会計の
予算規模は

過去2番目

第895号

区

分

令和2年度

令和元年度

増減率

一

般

会

計

7兆3,540億円

7兆4,610億円

▲1.4%

特

別

会

計

6兆134億円

5兆5,505億円

8.3%

1兆9,480億円
財2兆848億円
政規模な
ど

7.0%

公営企業会計
合

計

15兆4,522億円

14兆9,594億円

新規事業は

過去最高の
420件

3.3%

「『未来の東京』戦略ビジョン」の戦略の核となる3つのC
C h i l dr e n

Chō ju（長寿）

～未来を担う子供を育む～

C ommuni ty

～人生100年時代を元気に～

～みんなが集い、暮らす～

「 人 が 輝 く 」東 京 を 創 り 上 げ る た め の 取 り 組 み を 進 め て い き ま す

予算のポイント
事業評価の推進

基金残高

◦事業のチェックを行い1,266件の結果を公表し、
その結果に基づき約1,030億円の財源を確保

◦東京2020大会の確実な成功に向けた取
り組みなどを着実に進めるため、3つの

提

案

◦今 後の膨大な財政需要を見据え、

将来世代の負担を考慮して都債の
発行額を抑制 したことにより、

シティ実現に向けた基金を取り崩し、残

◦確保した財源の活用などにより、420件の新規
事業を構築

事業提案制度

都債残高

高は１兆7,981億円
都民投票件数

都民による事業提案制度

242件

4,213票

大学研究者による事業提案制度

61件

7,020票

選

都債残高は8年連続で減少

定

予算額

都民投票を踏まえ、
９事業を選定

1.5億円

有識者等の審査と都民投票を踏まえ、
6事業を選定 1.2億円（総事業費8.9億円）

基 金への積み立て（令和元年度最終補正予算）
◦令和元年度最終補正予算において、既存基金への積み立てを行う
とともに、新たに3つの基金を創設し、1,100億円を積み立て
新たな基金の創設

既存基金への積立

積立額

積立額

スマート東京推進基金（仮称）

500億円

社会資本等整備基金

1,800億円

ゼロエミッション東京推進基金（仮称）

300億円

防災街づくり基金

1,000億円

緑あふれる東京基金（仮称）

300億円

福祉先進都市実現基金

600億円

予算の使いみち
福祉と保健

（少子高齢化対策

1兆2,801億円
など）

教育と文化

（学校教育の充実

1兆2,087億円
など）

労働と経済

（産業の活性化

4,415億円

など）

生活環境

（ゼロエミッション

※

2,407億円
など）

※CO2を排出しないこと

23％

22％

都民1人あたり ： 9.2万円

都民1人あたり ： 8.7万円

都市の整備

警察と消防

（道路の整備

など）

8,684億円

（警察活動・消防活動

など）

16％
都民1人あたり ： 6.2万円

都民1人あたり ：3.2万円

9,221億円

17％
都民1人あたり ： 6.6万円

4％

8％
都民1人あたり ： 1.7万円

5,717億円

企画・総務
公債費（借入金の返済

など）

区市町村への交付金

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5兆5,332億円）
に占める割合です。

など

3,490億円
1兆 4,718億円
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令和２年度予算案の主な事業
※
（   ）内は令和元年度予算額を表します

史上最高のオリンピック・パラリンピックの開催とレガシーの創出
拡充

聖火リレー

拡充

7月10日から24日にかけてオリンピック聖火リレーを、8月21日から25日にか
けてパラリンピック聖火リレーを都内で実施し、大会機運を醸成
拡充

交通需要マネジメント
（ＴＤＭ）
に係る対策

東京2020大会時の安全・円滑な輸送サービスの
提供と、都市活動や経済活動の安定との両立を図
ることを目的に、大会時の交通混雑緩和を目指す
「2020ＴＤＭ推進プロジェクト」
を推進

シティドレッシング

競技会場やライブサイト等会場の周辺を中心に、道路、空港、駅等をフラッグ
やバナー等で装飾し、大会を盛り上げ
新規

3,262億円（2,658億円）

拡充

聖火台での水素利用の促進

化石燃料から脱炭素エネルギーの転換に向けて、聖火の燃料として初めて水素
を活用することで、水素を次世代に継承する重要なレガシーとする

東京都パラリンピック体験プログラム
「ＮＯ Ｌ
ＩＭＩ
ＴＳ ＣＨＡＬ
ＬＥＮＧＥ」

競技体験、競技紹介パネルや用具等の展示、ゲストアスリートのトークショー等
のパラリンピック体験プログラムを通して、パラリンピックの魅力を発信

誰もがいきいきと活躍できる都市
子供にやさしい社会の実現等
拡充

3,642億円
（3,101億円）

とうきょうママパパ応援事業

妊娠･出産期から子育て期にわたる切れ目ない支援が行われるよ
う、育児パッケージの配布や相談支援体制の構築などを実施する
区市町村を支援
さらに、産後の家事･育児への支援メニュー等を新たに追加すると
ともに、1歳を目安に子育て支援情報の提供や状況把握等を行い、
切れ目ない支援を一層強化

【とうきょうママパパ応援事業の拡充】
新規

①産後家事・育児支援事業

子供を出産した世帯
（１歳までが対象、保育所利用の有無は問わない）
に対して家事育児サ
ポーターを派遣し、産後の家事・育児を支援
新規

②多胎児家庭支援事業

多胎児が０歳、１歳および２歳時に母親が専門職と面接することを条件に、母子保健事業利
用の移動に要する経費等を補助
３歳未満の多胎児がいる世帯
（保育所利用の有無は問わない）
に対し家事育児サポーターを
派遣し、家事・育児支援や外出時補助を実施
多胎児の育児経験者との交流会や、多胎育児経験者による相談支援事業を実施
新規

③人材育成研修

家事育児サポーターが産後の母子や多胎児家庭を適切に支援できるよう、研修会を実施
拡充

新規

私立高等学校等特別奨学金

都の上乗せによる授業料の実質無償化の対象を拡大
年収目安910万円未満世帯に対し、都内私立学校平均の授業料
の額まで支援(多子世帯※には、世帯年収に関わらず、公立学校の
授業料額の半額相当の負担軽減を新たに実施。なお多子世帯の
授業料の負担軽減は、公立高等学校に通う生徒も対象)

※ 保
 護者の扶養する23歳未満の子供が３人以上いる世帯

世界に誇る長寿社会の実現
拡充

④ファーストバースデーサポート

１歳を迎える子供を育てる家庭に対して、情報提供や状況把握等を行うとともに、育児パッ
ケージを配布
拡充

⑤産後ケア事業

退院直後の母子に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てが
できる支援体制を確保

702億円
（701億円）

認知症検診推進事業

拡充

認知症の早期診断に向けた認知機能検査を推進し、認知症への早
期の対応や治療を行うことを可能にする区市町村の取り組みを支援
新規

高齢者の「通いの場」において、フレイル予防と介護予防に一体的に取り組
む区市町村を支援
※ 年
 齢とともに心身の活力が低下し、要介護状態となる危険性が高くなった状態

ＡＩ等を活用した認知症研究事業

新規

東京都健康長寿医療センターが保有する臨床・研究のビッグ
データを活用し、ＡＩ等を駆使した新たな取り組みを推進

誰もが輝き、活躍できる社会の実現等
新規

ＴＯＫＹＯメンターカフェ

拡充

ソーシャルファーム※支援事業

※ 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

財務局財政課

☎03-5388-2669

犯罪被害者等支援事業

犯罪被害者に対する経済的支援
（法律相談助成、転居費用助成や見舞金給
付）
を拡充
拡充

ソーシャルファームの設立等を目指す事業者に向けた相談窓口を設置するととも
に、モデルとなるソーシャルファームを選定し、立ち上げ等の経費を助成

お問い合わせ

都営住宅の集会所等を活用した
「おとな食堂
（仮称）
」
の展開

都営住宅や周辺地域に居住する高齢者等に定期的に食事を提供する場を
設置することで、地域コミュニティを活性化

651億円
（564億円）

メールやスマホアプリ等を活用し、女性の悩みに対しバーチャル空間でアドバイスを
行い、キャリアの継続、再就職、子育てや介護等の相談者の悩みや不安を解消
新規

介護予防・フレイル※予防支援強化事業

民生委員・児童委員の活動支援

住民の身近な相談相手から地域の高齢者や子供たちの見守り役まで、地域
社会で重要な役割を担っている民生・児童委員への活動支援を拡充

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei
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安全安心で住みやすい都市
災害の脅威から都民を守るまちづくり
拡充

2,218億円
（2,171億円）

新たな調節池※の整備
に向けた基本検討等

新規

避難所での生活環境を向上させるため、新たに間仕切り付きの段ボールベッ
ドの備蓄を進める

激甚化・頻発化する台風や豪雨災
害から都民の生命・財産を守り抜
くため、新たな調節池の整備に向
けた検討を進め、石神井川・境川
で事業に着手

新規

※ 災
 害時に備え、避難に備えた行動を一人ひとりがあらかじめ決めておくもの
調節池内部の様子

水門等運用に関するＩＣＴ・ＡＩ等の最先端技術の導入検討

新規

新規

123億円

帰宅困難者向け民間一時滞在施設に充電環境を整備するための費用を補助

救急活動体制の充実

前進機動指揮隊
（仮称）
の創設

新規

既存隊員の安全管理能力向上も含めた安全管理体制の強化を図り、職員・都民の受
傷事故を根絶するために、安全管理に関する事項を専門とする新たな消防部隊を創設
新規

144億円

都市機能のさらなる強化
新規

７分19秒
（平成29年）

6分35秒
（令和元年）

がん・受動喫煙防止対策等の推進
継続

128億円

東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止
対策支援事業

中小・個人経営の宿泊施設や飲食店が条例に対応した喫煙専用室等を整備
する場合等に必要な経費の一部を支援するとともに、対象事業者への周知
活動や経営上の相談に対応

3,636億円
（3,664億円）

区市町村道路のバリアフリー化補助

新規

東京2020大会のレガシーとして、主要な駅と公共施設、福祉施設等を結ぶ道路に
おいて、区市町村と連携したバリアフリー化を推進
新規

救急隊の増強

７分45秒
（平成27年）

世界トップレベルの地域医療を東京に構築する事業
【大学研究者による事業提案】

全ての都民が安心して暮らせるよう、総合診療医等を各地域で育成し、さらにさ
まざまな医療や介護に関わる人たちが協働し、世界トップレベルの包括的な地域
医療を東京に構築

22億円

〈救急隊平均現場到着時間〉

水槽付ポンプ車
（スマートポンプ装置付）
の整備

医療体制・在宅医療の充実



さらなる現場到着時間の短縮のため、必要となる人員数について増員

既存の水槽付ポンプ車の更新時期に合わせ、静音性能に優れたスマートポンプを
装備した消防車両を新たに導入し、周辺住民や環境に配慮した活動体制を整備

新規

民間一時滞在施設における充電機材等設置

417億円
（376億円）

まちの安全・安心の確保
新規

災害拠点連携病院事業
（災害時多数傷病者対応施設等整備）

災害時に、多数発生する傷病者に対応できるよう、医療ガス配管整備・ライフ
ライン確保用資機材等の導入を促進し、災害拠点連携病院の受入態勢を強化

水門等の遠隔操作化を進めるとともに、水位の変動予測など、
ＩＣＴやＡＩ等の最先
端技術を活用した水門等管理について検討を実施

暮らしの安全・安心の確保

東京マイ・タイムライン※を活用した普及啓発の展開

地域住民の中から作成指導者を育成し、地域に根差した継続的な取り組みを
行うとともに、町会、学校、企業等の団体に講師を派遣し、普及啓発を実施

※ 池
 内に洪水を流入させ、下流の水
量を軽減させる施設

新規

段ボールベッドの備蓄

花の名所の魅力向上と情報発信

葛西臨海公園に「復興ひまわり」で満開にするための「花の名所」となる魅力的な空
間を整備するとともに、旬な公園情報を効果的にプロモーションし、その魅力を国
内外に発信

多摩都市モノレールの整備
（箱根ケ崎延伸）

多摩地域のアクセス利便性や生活利便
性の向上に直結する箱根ケ崎延伸の事

業化に向け、沿線自治体や鉄道事業者
をはじめとする関係者との協議・調整を
進め、現況調査や基本設計等に着手

日本の発展を牽引し世界の中で輝く東京
世界経済を牽引する都市の実現

294億円
（221億円）

起業・創業の促進
新規

70億円

高校生起業家養成プログラム

起業家の裾野をさらに広げていくため、高校生を対象とした起業を視野に入れたプログラ
ムを提供
新規

新事業発掘プロジェクト

大企業の中に潜在するアイデアを具体化する場・機会を提供し、社外事業化等による起業
の活性化に向けた機運を醸成
新規

スタートアップ 実証実験促進事業
※

未成熟で競争者の少ない領域での地位確立を目指すスタートアップに対し、ビジネスモデ
ルの実証を支援
※ 新
 たなビジネスモデルの立ち上げなどを行う創業間もない企業

国際金融都市の実現・外国企業誘致の推進
新規

20億円

アジア向け外国企業誘致プログラム

アジアに特化した、企業発掘・誘致
（無償コンサルティング）
等のプ
ログラムを実施し、誘致施策を強化

中小企業の稼ぐ力
新規

205億円

5G※による工場のスマート化モデル事業

中小企業が、自社工場を対象とし、自社専用の基地局を設置して
ローカル5Gを導入することを促進
※ 次
 世代の移動通信システム

令和2年
（2020年）
3月1日
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「スマート東京」の実現
「スマート東京」
（ 東京版Society 5.0）の実現

158億円
（19億円）

「電波の道」
で
「つながる東京」

拡充

29億円

東京2020大会競技会場等におけるWi-Fi環境の整備

新規

全競技会場で高速なインターネットに接続できる環境を整備するとともに、多くの
観客の滞留が予想されるシャトルバスの発着場等にWi-Fiを設置

都庁のデジタルシフト
新規

公共施設や都民サービスのデジタルシフト

19億円

ICTを活用した職場ショーケーシング※



110億円

TOKYOスマート･スクール･プロジェクト

都立学校においてWi-Fi環境を整備することにより、全ての児童･生徒がイン
ターネットにつながる環境を実現するとともに、5G、AR･VR等の先端技術
に関して、実証研究を実施
新規

スマート東京先行実施エリアの整備(西新宿地区)

西新宿エリアで5G･Wi-Fiを重点的に整備するとともに、普及啓発イベントや
スタートアップの集積のための事業等を実施

最先端のICTをモデル職場に先行的に導入
し、その効果を検証の上、都庁全体へ波及
させるとともに、モデル職場を庁外へ発信
し、都庁のデジタルシフト推進をアピール

新規

夏の暑さ対策に関する次世代通信の活用検討調査

暑さ対策について、ICT等の活用策や必要な情報の整理等の調査検討を通
じ、課題整理を行うことにより、中長期的な都施策の検討につなげるととも
に、民間サービスの創出・向上に寄与

※ 取
 り組みについて提示・PRすること

美しく、魅力あふれる都市
ゼロエミッション東京の実現等
拡充

746億円
（500億円）

ＺＥＶ
（ゼロエミッションビークル）
導入促進事業

新規

国による補助や燃費低減効果等を含め、ライフ
サイクルコストをガソリン車並みに抑制するた
め、個人・企業に対して購入補助を実施

そと ぼり

外濠の水質改善検討

都心の貴重な水辺である外濠の水質を改善するための施策を調査検討する
とともに、引き続き、国・都・関係区との間で実務者会議を定期的に開催
新規

生産緑地買取・活用支援事業

区市による生産緑地の取得や活用を支援することで、緑の保全と創出を後押
しし、快適で豊かな都市環境を形成
新規

太陽光発電による電力の
「自家消費プラン」

新規

太陽光発電設備を設置している家庭に対して、蓄電池を導入する際の機器費の補
助を行い、蓄電池の販売価格の低減を誘導し、補助期間終了後の自立的な普及
に結び付ける

魅力にあふれる観光都市の実現
新規

239億円
（197億円）

ブレジャー※旅行者誘致に向けた観光プロモーション

欧米豪の８カ国を対象として、海外ビジネス誌への広告出稿等により、ブレジャーの
旅行先としての東京の魅力を発信

※ B
 usiness
（ビジネス）
とLeisure
（余暇）
を合体させた造語
新規

デザインマンホール等ツーリズム推進事業

アニメキャラクター等を用いたデザインマンホールを巡るデジタルスタンプラリーや
フォトコンテストを実施し、アニメファン等の国内外からの旅行者を誘致

新規

多摩地域における体験型英語学習施設の検討

拡充

市町村総合交付金

市町村に対する総合的な財政支援を行い、市町村財政基盤の安定・強化および
多摩・島しょ地域の一層の振興を支援
新規

しごとセンター多摩事業

東京都しごとセンター多摩において、女性、フリーター、定年退職者等に対し、身
近な地域における就業支援を実施

お問い合わせ

財務局財政課

2,409億円（2,331億円）
新規

多くの児童生徒に体験型の英語学習の機会を提供できるよう、体験型英語学習施
設の多摩地域での開設準備に着手

☎03-5388-2669

東京2020大会に向けたプロジェクションマッピングイベント

都内の公共施設等で、プロジェクショ
ンマッピングのイベントを実施すること
で、東京2020大会に向けた機運の醸
成やプロジェクションマッピングの裾野
を拡大

多摩・島しょの振興
新規

プラ製容器包装・再資源化支援事業

「2030年度までに廃プラスチック焼却量４割削減」という目標達成を目指し
て、循環型社会への変革を強力に推進するため、区市町村に対して、プラ製
容器包装の分別収集・リサイクルに係る経費を支援

サテライトオフィス利用促進事業

都がサテライトオフィスを提供し、利用機会を創出するとともに、民間施設と
連携した利用促進キャンペーンを実施することで、多様なワークスタイルの
定着を促進
新規

東京2020大会を契機とした
島しょ地域への誘客促進事業

東京2020大会時に増加する旅行者に島
しょ地域にも訪れてもらえるよう、旅行事
業者が行う島しょ地域へのツアー販売を支
援

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei
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東京2020大会期間中の交通混雑
緩和にご協力をお願いします
東京2020大会期間中は、世界中･日本中から延べ1,000万人以上の
人々が東京を訪れ、競技前後の時間帯に鉄道や道路の混雑が予想されま
す。大会期間中の交通混雑に備え、今から計画的な準備をお願いします。

混雑緩和のためのご協力を特にお願いしたい期間

7月20日 ～8月10日

東京都障害者スポーツ大会出場者募集
東京都障害者スポーツ大会は、
「身体」
「知的」
「精神」の3つの部門で競技を行
う、都内最大規模の障害者スポーツの祭典です。
対 象

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

会 場

駒沢オリンピック公園総合運動場ほか

申 込

8月25日 ～9月6日

（大会開催期間）
オ リ ン ピ ッ ク：7月24日 ～8月9日 
パラリンピック：8月25日 ～9月6日

©Tokyo2020

■大会期間中の交通対策

◦進入禁止エリア（会場周辺）や大会関係車両専用レーン等の設置
◦高速道路における交通量の調整（交通状況に応じた入口閉鎖等）
で。

2020TDM 検索

■首都高速道路の料金施策

団体競技

大会期間中は以下のような交通対策が実施されます。ご理解とご協力
をお願いします。

混雑対策･交通対策の詳細は

3月13日 （団体競技、学校･障害者支援施設の新入生･新規利用者は
（必着）までに所定の申込書（申込窓口か で入手）等を
4月15日 ）
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
（北区）
、多摩障害者スポーツセンター（国立市）へは持参申し込みの
み可。

※他競技については11月以降に実施します。

個人競技

ご協力をお願いしたいこと
◦生活用品の買い置き
◦大会期間を外した宅配（早めのお中元等）
◦時差出勤 ◦テレワーク
◦計画的な休暇の取得
◦混雑するルート･時間の回避

実施競技
アーチェリー
サウンドテーブルテニス
陸上競技
水泳
卓球
フライングディスク
ボッチャ
ボウリング
陸上競技
ソフトボール

部 門
身体
身体
知的
身体・知的
身体・知的・精神
身体・知的・精神
身体
知的
身体・精神
知的

バスケットボール

知的

フットベースボール
サッカー
バレーボール

知的
知的
知的

お問い合わせ

夜間の料金割引および日中時間帯の料金上乗せが実施されます。
時間帯

料

夜間割引

0時～4時

5割引き

金

ETC搭載車

対

料金上乗せ

6時～22時

1,000円上乗せ

マイカー等

象

※

※障害者手帳の保有者が運転･同乗する車両および福祉関係車両は、ETC搭載
車に限り料金上乗せの対象外となります（5月22日までに東京都への申請
が必要です）。

お問い合わせ

で。

お

♦ホストシティTokyoプロジェクト

オリンピック･パラリンピック準備局輸送課 ☎03-5320-7732
〈大会期間中の交通対策について〉東京2020組織委員会 ☎0570-09-2020
〈首都高速道路の料金施策について〉都市整備局街路計画課 ☎03-5388-3390

東京2020大会観戦チケット
先行窓口販売に係る申込受付
大会観戦チケットの窓口販売
（先着順）を行います。4月末から一部先
行して、整理券による窓口販売を実施します。整理券ははがきによる申
し込み
（抽選）
が必要です。
申 込

期 間

オ リ ン ピ

はがき
（往復はがき･封書不可）に申込希望大会
（オリンピッ
ク･パラリンピックの別。各大会1枚まで）･氏名（漢字･カ
ナ）･住所･電話･生年月日
（西暦）を書き、〒119-0152「東京
2020大会観戦チケット整理券事務局」へ。当選者のみ通知。
当選通知
（整理券）
の発送は国内に限る。

ツ

日

程

･24日
･24日
･24日

･24日 ・30日 ・

・31日

し え て

62

ク・ パ ラ リ ン ピ

施設 編

2020首都高 検索

5月17日
5月17日
5月23日
5月23日
5月23日
5月23日
5月23日
5月24日
5月30日
5月17日
5月23日
31日
5月23日
5月24日
5月30日

東京都障害者スポーツ協会
03-6265-6077 https://tsad-portal.com/
☎03-6265-6001
オリンピック･パラリンピック準備局障害者スポーツ課
03-5388-1229
☎03-5320-7829

適用期間：7月20日～8月10日、8月25日～9月6日

料金施策の詳細は
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ツ

ク

有明テニスの森

有明テニスの森は、昭和58年の開設以来、国内有数のテニス競技施設とし
て、多くの方々に親しまれてきました。東京2020大会では、テニスと車いすテ
ニスの競技会場となります。
大会開催に向けて、開閉式屋根を備えたセンターコート「有明コロシアム」
や屋外コートが改修されたほか、約3,000席の観客席を備えた屋外コート
「ショーコート」や屋内コート「インドアコート」が新設されました。大会時
は、広場に仮設の「ショーコート」を設置するなど、会場全体の収容人数は約
19,000人となります。
大会後は、施設の再整備により、有明コロシアム、ショーコート、屋内外のテ
ニスコートを合わせて、大会前と同数の合計49面となり、さまざまな規模のテ
ニス大会の開催が見込まれています。
「東京2020大会では、世界のトップ選手が素晴らしいプレーを繰り広げ、有
明テニスの森は興奮と感動の舞台となります。大会後も、テニスの拠点施設と
して、国内外主要大会から一般の利用まで、引き続き多くの方のご利用をお待
ちしています
（施設管理担当者）
」

オリンピック：3月12日まで
（必着）
パラリンピック：3月13日〜4月5日
（必着）

◦当選者は、指定日時に東京2020チケットセンター有楽町にてチケッ
トを購入できます。当選者本人のみ可。購入期間は、4月28日 〜5月
、5月22日 〜28日 （パラリンピック）。
7日 （オリンピック）
◦購入可能チケットは1種類のみ。上限4枚
（開閉会式は2枚）。
◦一般の窓口販売は5月中旬以降に開始します。
お問い合わせ

東京2020チケットカスタマーセンター ☎0570-00-2020
オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部 ☎03-5388-2876
https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/

※

屋根の改修などが行われた「有明コロシアム」

所在地

お問い合わせ

新設の
「ショーコート」

江東区有明2-2-22。りんかい線
「国際展示場」
駅下車、徒歩約5分。

オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部 ☎03-5320-7713

＝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

※電話番号を間違えないようにお願いします

令和2年
（2020年）
3月1日
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平

広報 東京都

和

相

3月10日は「東京都平和の日」
今から75年前の昭和20年3月10日未明の大空襲により、東京では一
夜にして多くの尊い命が失われ、至る所が焼け野原となりました。
東京都は、平成2年、平和国家日本の首都として、戦争の惨禍を再び繰
り返さないことを誓い、
「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。

談

3月は東京都自殺対策強化月間です
東京都では、都民の皆さんに自殺対策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･LINE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。

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

つらい気持ちを相談してみませんか

認し、平和意識の高揚を図るため、記念行事を実施します。

こころの悩み等についての電話相談

◦東京都平和の日記念式典

3月10日 14時から東京都平和の日記念式典を、都庁大会議場で
行います（参加者募集は終了しました）
。記念式典の様子は、東京都
公式動画チャンネル
「東京動画」
で中継します。
記念式典では、東京空襲をはじめ、戦災で亡く
なられた方々を追悼するとともに、世界の恒久
黙とうのお願い
平和を願い、1分間の黙とうを行います。皆さん
も、14時から1分間の黙とうをお願いします。

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

☎0570-087478

3月27日 〜31日 （24時間）

日本いのちの電話連盟

3月10日 8時〜11日 8時、
20日 ･30日 16時〜24時

0120-783-556

国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター

0120-58-9090

3月7日 0時〜9日 5時30分

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）

東京空襲資料展
❶3月7日 ～15日 9時～22時、町田市生涯学習センターで。
❷3月10日 ～15日 9時30分～17時30分、江戸東京博物館で。
❸3月13日 ～18日 9時～22時、cocobunjiプラザ
（国分寺市）
で。
3月5日 ～10日 8時30分～18時30分
（5日は13時から、10日
は16時まで）
、都庁第一庁舎1階で。

東京空襲犠牲者名簿（2年3月現在:81,273人登載）

住

☎03-3796-5453

全国自死遺族総合支援センター

☎03-3261-4350

3月10日 〜13日 10時〜22時

■相談ほっとLINE@東京

LINE
アカウント

3月1日〜31日15時〜22時（受付21時30分まで）
福祉保健局健康推進課

お問い合わせ

表

東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑（令和元年度春花壇）

生活文化局文化事業課

グリーフケア･サポートプラザ

☎03-5320-4310

自殺防止東京キャンペーン 検索

東京都は、都立横網町公園
内に「東京空襲犠牲者を追悼し
平和を祈念する碑」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。お申し
出いただければ、毎年追加登
載しています。

お問い合わせ

自死遺族のための電話相談

3月20日 〜22日 11時〜19時

東京空襲写真パネル展示

☎03-3842-5311

彰

「東京都女性活躍推進大賞」
（元年度）
受賞者が決まりました!
東京都では、女性の活躍推進に取り組

☎03-5388-3141

む企業や団体･個人を表彰しています。
大

宅

管理組合が分譲マンションの
管理状況を届け出る制度を開始
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づ
き、管理組合がマンションの管理状況を行政に届け出る管理状況届出
制度を4月1日から開始します。届け出を行った管理組合に対し、管理
状況に応じて必要な助言を行うとともに、アドバイザー等を派遣し継
続的な相談･支援を行います。

賞

〈事業者部門〉
◦産業分野／大塚製薬株式会社
 ダイバーシティ推進に継続的に取り組み、男女ともに働きやす
い職場を実現
◦医療･福祉分野／社会福祉法人松栄福祉会
 保育士のスキルアップ支援を図るとともに、カフェ運営により
保育の枠を超え地域に貢献
◦教育分野／学校法人昭和女子大学
 さまざまなライフステージにおける女性の活躍、ダイバーシ
ティ推進に貢献
〈地域部門〉
◦成城学校避難所運営管理協議会並びに成城避難所女子会

対 象

昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上の分譲マン
ションの管理組合

届出方法

9月30日までに、ホームページか区市町村に提出。届出書
等は対象の管理組合へ3月より順次発送。

 避難所運営に女性が参画することにより、地域の防災力強化と
地域コミュニティ活性化に貢献
◦非営利型株式会社Polaris
 地域の女性の多様な働き方の実現に向けた仕組みづくりによ
り、活躍の場の創出と地域の活性化に寄与

届出書の書き方や制度について

分譲マンション総合相談窓口

☎03-6427-4900

優秀賞

4団体

特別賞

1団体

各受賞者の取り組み内容等詳細はホームページをご覧下さい。
お問い合わせ

住宅政策本部マンション課 ☎03-5320-5004
http://www.mansion-tokyo.jp/

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。

お問い合わせ

生活文化局男女平等参画課

☎03-5388-3189

東京都女性活躍推進大賞 検索

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2年
（2020年）
3月1日

都庁では

LINE

Twitter

Facebook

Information ／暮らしの情報

Instagram により情報を発信しています！

お知らせ

「東京シニアビジネスグランプリ」
ファイナルイベント一般観覧者

都民情報ルームの
移転および一時閉室

せいこう。
「もっとインバウンドを盛り上

3月15日 、東京国際フォーラムで。シ

げる東京になるために!」
をテーマに有識

ニア起業家による事業計画のプレゼン

都庁舎改修工事に伴い、第一庁舎3階

者と都議会議員が討論。

3月18日

〜25日

は一時閉室し、26

生活文化局都民の声課☎03-5388-

す。元年12月31日までの治療終了分は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

術・サービス。賞金／大賞300万円、優
秀賞150万円、奨励賞100万円、特別賞

人口動態調査にご協力を
各届出に
（職業・産業）
を記入

でに

4月1日〜3年3月31日に出 生・死 亡・

1141

願いします。
区市町村か福祉保健局総務課☎035320-4109

「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
の多言語版を作成
東京で暮らす外国人が安心して賃貸住

で。託児有
（先着順）
。

50万円。締切／4月24日
（必着）
。応募方
法等詳細は

東京都中小企業振興公社☎03-5220-

で。

産業労働局創業支援課☎03-53204763

宅を借りることができるよう
「賃貸住宅トラ

福祉の仕事就職フォーラム
3月26日

保育の仕事発見フォーラム

12時 〜17時、東 京 国 際

3月14日 12時、池袋サンシャインシ

フォーラムで。170法人が出展する福祉

ティで。講演・就職相談会・個別相談な

系大規模合同就職説明会。対象／学生・

ど。申込／

転職希望者等。

3545-7330へ。

東京都福祉人材センター☎03-52112860か福 祉 保 健 局 地 域 福 祉 課 ☎03-

か電話で運営事務局☎03-

福祉保健局保育支援課☎03-53204130

5320-4049

ブル防止ガイドライン」の多言語版を作成

4362

しました。詳細版
（英語）
・概要版
（英・中・

妊娠支援ポータルサイト
「東京都妊活課」
を開設

韓）
は

職 員 採 用

からダウンロードできるほか、概

要版は都庁などで配布。
住宅政策本部不動産業課☎03-5320-

妊娠・不妊・不育等の段階に応じた情
報を提供します。妊娠のために知っておき

5071

たい基礎知識や、不妊検査・不妊治療・
不育症検査等について解説。
福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

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

4372

出して下さい。使用者の方が亡くなら

4月1日から児童相談所の
相談窓口が一部変更

れた場合は、名義変更の手続きをお願
いします。

世田谷区・江戸川区の児童相談所開設

◦管 理料のお支払いは口座振替が便利

に伴い、相談窓口が変更になります。東
京都世田谷児童相談所は3月31日をもっ

です。
◦お彼岸は周辺の道路が混雑し、近隣住

て廃止されます。

民の方にご迷惑となりますので、公共

世田谷区にお住まいの方／世田谷区児
童相 談 所
（世 田 谷 区 松 原6-41-7）
☎03-

お知らせする予定です。
東京都公園協会霊園課☎03-32323151

-1810
狛江市にお住まいの方／東京都多摩児童

相談所
（多摩市諏訪2-6）
☎042-372-5600

「緑の募金」
にご協力下さい

①3月28日 ・29日 ・4月25日 10
時・14時。②4月9日 ・13日

19時。

会場／①東京都教職員研修センター②
練馬文化センター。内容／都の教員採

20時〜21時（再放送は29日

へ。
は☎042-567-5900）

施要綱の説明、パネルディスカッション

福祉保健局施設サービス支援課☎
03-5320-4360

「東京の教育・東京の先生」
。申込・説
明会
（地方会場も有）
の詳細は

で。

教育庁選考課☎03-5320-6787

催 し
常設展
「知って!巡って!まちづ
くり〜汐留遺跡を巡ろう」


東京宝島JOURNEY

3月3日 から、東京都第二市街地整備

3月14日 ・15日 11時〜18時、表参

事務所
（中野区）
で。汐留・新橋・虎ノ門の

道ヒルズで。東京の11島のブランド化に
向けた取り組み紹介、各島の魅力を記録

の展示。区画整理・再開発地区の立体模

した映像作品の上映、島の特産品の紹

進などに活用し、地球環境の保全に役立

型等による事業紹介。

介・販売など。

同事務所☎03-5389-5151

同事務局☎03-5232-6866か総務局

0644か産業労働局森林課☎03-53204854

振興企画課☎03-5388-2436

東京水辺ライン
「夜桜クルーズで津軽三味線・墨堤千
本桜と大川端桜・花見弁当」①3月24日
・25日 ・26日 ②4月1日 ・3日

集

インターネット福祉保健
モニター

送受信を日本語でできる方
（公務員を除く）
。

東京都の福祉保健医療施策に関するア

続の意思を確認）
。申込等詳細は で。

ンケート
（年3回程度）
。資格／18歳以上の

都内在住・在勤の方で、 閲覧とメールの

（23区は☎03-5273-5001、多摩地域

まちづくりの過程で出土した埋蔵文化財

14時）
、TOKYO MXで。司会／いとう

募

／電話で重症心身障害児
（者）
を守る会

用選考の現状と都が求める教師像、実

東 京 緑 化 推 進 委 員 会 ☎042-528-

「トウキョウもっと! 2 元気計画研究所」


資格／看護師免許を持つ方。人員／

8人程度。採用／随時
（要相談）
。申込

5月末まで都内全域で募金活動を実施

てます。ご協力をお願いします。

都議会提供テレビ番組

重症心身障害児（者）
・医療的
ケア児訪問看護非常勤看護師

します。募金は、森林の育成や緑化の推

福祉保健局家庭支援課☎03-53204127

東京都公立学校教員採用候補者選考
（3年度採用）春季説明会

などでご確認下さい。

交通機関をご利用下さい。

江戸川区にお住まいの方／江戸川区児童

相談所
（江戸川区中央3-4-18）
☎03-5678

詳細は必ず事前に

◦新 規使用者の募集については6月ごろ

6379-0697

3月21日

賞を決定し表彰。申込／3月14日17時ま

死産・婚姻・離婚の届出をする際は
「職業」
の記入
（死亡届には
「産業」の記入も）
をお

で、決定まで3カ月程度かかります。
福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

対象／都内中小企業・個人事業主が販

売する、商品化から5年未満の製品・技

者の投票によるオーディエンス賞など各

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

世界発信コンペティション 革新的
な
「製品・技術」
「サービス」
の募集

テーション。最優秀賞のほか、一般観覧

3140

特定不妊治療費助成金の平成31年度助
成は3月31日（消印）が申請期限です

9

議会局広報課☎03-5320-7124

北側から南側へ移転します。移転のため、
日 から再開します。

第895号

人数／100人程度。任期無
（1年に1回、継
福 祉 保 健 局 広 報 担 当 ☎03-5320-

4032

。

多摩・島しょ観光PRイベント
多摩／3月4日 〜7日

日 ・9日 ・10日

。島しょ／8

。いずれも9時30

いずれも18時15分。①墨田区役所前発着

分〜18時30分
（4日・8日は11時から、7

場②浅草寺二天門前発着場集合。各日

日・10日は14時まで）
、全国観光PRコー

58人。4,800円。申 込 ／3月10日
（必 着）

ナー
（都庁第一庁舎1階）
で。特産品の販

までに往復はがきに催し名・希望日・人数
ふりがな

（中学生以上）
・代表者の住所・氏 名・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）
☎

売、豊かな自然を体験できるVR動画コー
ナーなど。
東京観光財団☎03-5579-2682か産
業労働局観光部☎03-5320-4767

03-5608-8869へ。

働 く

TOKYOデザインマンホール
モバイルスタンプラリー

ガイドと歩く街路樹ツアー
4月14日 ・23日 12時。抽選で各日

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

在勤の方。授業料1,600円〜6,500円。
教科書代別途。申込／3月10日
（必着）
ま

都内のデザインマンホール42カ所を巡る

る。申込／3月10日
（消印）
までに

1級 鉄 筋 施 工 技 能 検 定 受 検 対 策
（学

でに

モバイルスタンプラリー。集めたスタンプ

復はがきに催し名・希望日・人数
（2人ま

に応じて抽選で賞品をプレゼント。

で）
・全員の住所・氏名・年齢・電話を書

科）
、毒物劇物取扱者
（一般）
受験対策、利
用者の力を引き出す介護技術等71コー
ス。現在中小企業に就業中で、都内在住・
※

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☎03-53204719

3月8日〜5月11日。アニメ等を活用した

同事務局☎050-3707-8482か産業労
働局観光部☎03-5320-4786

＝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

20人。銀座・有楽町に花の街路樹を訪ね
か往

ふりがな

き、
〒163-0720東京都道路整備保全公社
（☎03-5381-3380）
へ。重複申込不可。
※電話番号を間違えないようにお願いします

令和2年
（2020年）
3月1日
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「催し」
の続き

広報 東京都

奥多摩ビジターセンター
自然教室ボランティア会の催し

催 し

東京アニメアワード
フェスティバル2020

〜16日 、新文芸坐
（池袋）
ほか。
同事務局☎03-5809-3375か産業労

国際アニメーション映画祭。3月13日

働局振興課☎03-5320-4786

「海沢のカタクリと早春の花めぐりハイ

3月14日〜4月12日、都内28カ所の日

（小学生
キング」
3月29日 。小学3年以上

本庭園で。庭園ガイド、演奏会、ライトアッ

は保護者同伴）
で往復4時間程度のハイキ

プや特別展示など。

ングに問題のない方、抽選で30人。200
（消印）
までに往復はがきに催し名・全員
ふりがな

3月14日 18時30分、曳舟文化セン
ター
（墨田区）
で。500人。ルワンダで20

の住所・氏名・年齢・電話を書き、奥多摩
5320-4147） 03-5388-1413へ。申

ビジターセンター
（〒198-0212奥多摩町

込書の請求／はがきかファクスに
「中途失

氷川171-1）
☎0428-83-2037へ。

聴者・難聴者手話講習会受講希望」
・住
ふりがな

所・氏名・電話・ファクスを書き、同部へ。
でも入手可。

年以上、延べ9,000人に義足等を無償で

申込／3月9日までに

都立駒込病院市民公開講座

か電話、ファクス

「グリーフケア〜その後を生きる『次の

で東京都人権啓発センター☎03-6722-

一歩』を踏み出すために」4月25日 14

0085、 03-6722-0084へ。

時。抽選で150人。申込／4月3日
（消印）


脳卒中の早期発見および
予防に関するシンポジウム

までに

3月30日 14時、ベルサール神田で。

113-8677都立駒込病院へ。

ふりがな

かファクスに催し名・全員の住所・

か往復はがきに催し名・代表
ふりがな

者の住所・電話・全員の氏 名を書き、〒

抽選で180人。申込／3月24日
（消印）
ま
でに

同病院☎03-3823-2101か専用ダイ
ヤル☎03-4346-0041

[申込] か往復はがきに講座名・住所・

「音楽教室」3月19日 13時〜15時30

ふりがな

氏名・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

分。
「教 養 講 座」22日 13時30分 〜16
時。東京都障害者福祉会館で。各日50
人。事前申込不要。

26日

④「新緑の御前山を歩く」29日

食も販売。

〜3日 。中学生以上
（③は高校生以上）
、

別）④500円
（昼食持参）
。いずれも交通

同園☎03-3941-2222

神代植物公園
「椿・さくらまつり」 
なツバキや、約750本のサクラが見頃。コ

都内のさくら開花状況を
お知らせします
3月17日〜4月10日。都立公園などの
さくら開花状況を

でお知らせします。

費別。申込／開催日の1カ月前
（消印）
ま
でに

かはがき、ファクスに催し名・全員
ふりがな

の住所・氏名・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。

チューリップフェスティバル2020
関東最多300品種20万球
3月中旬〜4月中旬、シンボルプロム
ナード公園で。イベント／3月28日 10
時〜16時。チューリップの切り花無料配布

（数量限定）
、スタンプラリーなど。
東京港埠頭
（株）
☎03-3599-7305

園 芸 高 校 ☎03-3705-2154（〒158-

8566世田谷区深沢5-38-1）
「園芸コース」
象）
「動物コース
」
（親子・小学生対象）
」
。い
ずれも4月25日〜10月3日
（

中途失聴者・難聴者
手話講習会

切／3月10日
（消印）
。

2020年は
スポーツだけ
じゃない !

全5回）
。締

同校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

対象／都内在住・在勤で中途失聴・難

6893

聴の方。会場・期間／①
「多摩会場」
13時

9

②「三田会場」
18時30分、東京都障害者

東京都立大学（現首都大学東京）オー
プンユニバーシティ
〈春期開講講座〉

福祉会館で。いずれも4月10日〜9月18日

「江戸・東京『おくのほそ道』散策」
「ボス

。面接有。クラス／入門・
（毎 ・全22回）
初級・中級・上級。各15人
（中級は②の

トン美術館展 芸術×力:展示のみどころ
と展覧会の舞台裏」
「病は気からの脳科

み）
。申込／3月9日
（消印）
までに所定の申

学」
など。飯田橋キャンパスほかで。申込

込書を郵送かファクスで〒163-8001東京

で。
等詳細はパンフレット
（電話・ で請求）

都福祉保健局障害者施策推進部
（☎03-

同大学OU事務室☎03-3288-1050

30分、多摩障害者スポーツセンターで。

自然・公園
御岳ビジターセンターの
催し
「自然教室・カタクリの花を楽しむ御岳
『奥の院』登山」4月19日 。小学5年 以

ふりがな

復はがきに催し名・全員の住所・氏 名・
年齢・性別・電話を書き、御岳ビジター
センター
（〒198-0175青 梅 市 御 岳 山
38-5）
☎0428-78-9363へ。

上
（小学生は保護者同伴）
、抽選で50人。
100円。申込／3月20日
（消印）
までに往

喫煙の新ルールについて
多言語リーフレットを作成

〜喫煙は決められた場所で

4月1日から受動喫煙防止対策の新制度が始まります。外
国人の方にも新しいルールを理解してもらえるよう、多言語

東京の街を巡る新たな演劇体験
国 内 外 から応 募 の あった2,436件
から選ば れた13企 画「Tokyo Tokyo
FESTIVAL スペシャル13」
。その中か
ら今回は、
「光の速さ-The Speed of

Light-」
を紹介します。
本企画のメインは、東京で暮らすシ
ニアとアルゼンチン出身の演出家マル
コ・カナーレさんが、東京の街を舞台
に創り上げるツアー型の演劇作品です。
出演者
（右）
の個人史を聞きとる演出家
（中央）
出演者は公募で集まった65歳以上の
男女、約20人。制作にあたりマルコさ
渋谷ストリーム前の広場や世田谷の太
んは、
「東京で暮らすシニアはどのよう
子堂八幡神社など、現代と伝統を象徴
に生きてきたのか? 彼らは東京という
する場所で上演され、観客は出演者と
土地をどのように見つめているのか?」 ともに電車や徒歩などで各地を移動し
を探るため、東京に滞在し土地の歴史
て観覧します。
や文化を調査。さらに出演者と対話を
5月の上演に向け、出演者は能楽師や
重ね、彼らの個人史
（思い出）
や土地に
作曲家から、演技や能、現代音楽の指導
まつわる証言などを基に、ストーリーを
を受け、稽古に励んでいます。
練り上げていきました。
｢東京のシニアの方々は力強い物語を
マルコさんがこのような手法で手掛
持ち、個性と才能に満ち溢れています。
けた、昨年6月のドイツでの公演では、 彼らと共にミステリアスな大都市東京で、
観客から
「フィクションだけど出演者の
日本文化の多様性を芝居や歌、踊りで表
体験も盛り込まれているので、とても心
現します。お楽しみに｣とマルコさん。
に染みる作品でした」
との感想が聞かれ
演劇は劇場の中で楽しむもの、とい
ました。
う概念をくつがえす斬新な本作品。新
今回の公演は、渋谷の再開発ビル・ しい演劇の形にぜひご期待下さい。
＊公演期間:5月9日～30日
（計10公演）
。チケット:3月1日

版のリーフレットを作成しました。ホームページからダウン
福祉保健局健康推進課

発売。公演日等詳細は

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

ロードできるほか、区市町村などで配布します。
☎03-5320-4361

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。



⑤「集まれ山ガール・高水三山」5月2日

「食品加工コース
（小学5年〜中学3年対

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857

お問い合わせ

②「山しごと体験」
18日 〜19日

③「渓流釣りの基本を学ぶ」25日 〜

②③⑤9,600円
（1泊4食付③は入漁料

建設局公園緑地部☎03-5320-5372

載校以外も有。

12日

抽選で ①②20人③15人④ ⑤30人。①

ンサートや講演会、ガイドツアーなど。

都立学校公開講座

03-5388-1436へ。落選者のみ通知。

①「わさびの植付け体験」4月11日 〜

入園20時30分）
。駒込駅徒歩2分の染井

同園☎042-483-2300

祉保健局医療政策課
（☎03-5320-4417）

奥多摩都民の森
（体験の森）


門を臨時開門。抹茶と和菓子のセットや軽

3月10日〜4月12日。約620本の多様

氏名・電話を書き、〒163-8001東京都福

視覚障害者対象の講座・教室

六義園
「しだれ桜と大名庭園の
ライトアップ」

3月20日〜4月2日。9時〜21時
（最終

提供する活動を続ける女性義肢装具士に
よる講演・対談。ゲスト／椎名誠
（作家）
。

建設局公園課☎03-5320-5168

円
（中学生以上は500円）
。申込／3月10日

学 ぶ
人権啓発行事「希望の義足〜ルワン
ダの復興とパラリンピックへの道」


春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

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。

で

令和2年
（2020年）
3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

2年度
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職員採用

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。

種

類

試験案内配布開始 第1次試験（選考）

申込受付期間

区

3月6日

Ⅰ類B

◦郵送／4月1日～7日
（消印）
◦インターネット／
4月2日10時～8日15時

5月3日

分

主な受験資格

事務・技術 平成元年4月2日～平成9年4月1日生まれの方

5月10日

Ⅰ類A

人事委員会事務局試験課 ☎03-5320-6952～4
03-3344-1064 http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp

お問い合わせ

東京都職員採用試験（選考）

行政・技術 平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれの方
専門的な職種
獣医・薬剤

Ⅱ類
Ⅲ類

障害者採用
選考（Ⅲ類）

7月21日

◦郵送／6月1日～8月7日
（消印） 専門的な職種 平成7年4月2日～平成13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
◦インターネット／
6月1日10時～8月11日15時
事務・技術 平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれの方

9月20日

◦郵送／7月1日～22日
（消印）
◦インターネット／
7月1日10時～17日15時

9月13日

◦郵送／7月21日～8月7日
（消印）
◦インターネット／
7月21日10時～8月11日15時

警視庁警察官・警察行政職員採用試験（選考）
区
警察官

第1回

分

4月12日

Ⅰ類

9月19日

Ⅲ類

9月20日

第3回

Ⅲ類

3年1月10日

Ⅰ類

事務、土木、建築
機械、電気、心理

昭和36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
事務・技術・
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
専門的な職種
院修了5年以上、大卒7年以上、高卒11年以上 等
昭和56年4月2日～平成15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

事務

お問い合わせ

第1次試験
（選考）

Ⅰ類

第2回

平成3年4月2日～平成9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

9月13日
6月1日

キャリア活用
採用選考

平成3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

警視庁採用センター

申込受付期間

5月3日

警察行政職員

専門職種Ⅲ類 航空機械技術
技能系

一般用務

Ⅲ類

事務、電気

Ⅱ類

保健師

技能系

自動車整備、海技、電話交換

警視庁 採用 検索
年齢要件

◦郵送・持参／3月11日 ～18日 （消印）
◦インターネット／3月11日10時～18日10時

昭和60年4月14日～平成11年4月1日生まれの方
昭和60年9月21日～平成11年4月1日生まれの方

◦郵送・持参／8月7日 ～17日 （消印）
◦インターネット／8月7日10時～17日10時

昭和60年9月22日～平成15年4月1日生まれの方

◦郵送・持参／11月27日 ～12月7日 （消印）
昭和61年1月12日～平成15年4月1日生まれの方
◦インターネット／11月27日10時～12月7日10時
◦郵送／4月1日～7日
（消印）
◦インターネット／4月1日10時～8日10時

通訳（英語・中国語・ベトナム語）
専門職種Ⅰ類 鑑識技術（法医・化学・文書鑑定）
自動車運転免許試験官、交通技術

平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれの方
昭和56年4月2日～平成11年4月1日生まれの方

◦郵送のみ／4月1日～7日
（消印）

昭和56年4月2日以降に生まれた方
昭和45年10月2日以降に生まれた方

◦郵送／6月15日～7月16日
（消印）
◦インターネット／6月15日10時～7月17日10時
9月13日

障害者を対象
事務
とするⅢ類

分

専門系（法律、建築、電気、電子・
通信、化学、物理、土木、機械）

平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれの方
昭和51年4月2日以降に生まれた方
昭和56年4月2日以降に生まれた方

◦郵送のみ／6月15日～7月16日
（消印）

第1次試験（選考）

昭和56年4月2日～平成15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

お問い合わせ

東京消防庁消防官・職員採用試験（選考）
区

0120-314-372

0120-119-882
東京消防庁人事課
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/

申込受付期間

主な受験資格

消防官
職 員

4月26日

◦郵送／4月1日～10日
（消印）
◦インターネット／4月1日10時～13日17時

平成3年4月2日以降生まれで、大学（短大除く）を卒業（見
込み含む）か同等の資格を有する方

Ⅰ類

5月10日

◦郵送／4月1日～14日
（消印）
◦インターネット／4月1日10時～16日17時

平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれか、平成11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

Ⅱ類

9月6日

◦郵送／6月25日～7月14日
（消印）
◦インターネット／6月25日10時～7月16日17時

平成3年4月2日～平成13年4月1日生まれの方

Ⅲ類

9月19日

◦郵送／7月1日～22日
（消印）
◦インターネット／7月1日10時～24日17時

平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれの方

5月3日

◦郵送／4月1日～10日
（消印）
◦インターネット／4月1日10時～13日17時

平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれか、平成11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類事務
Ⅲ類事務

9月13日

Ⅲ類事務（障害者対象）

◦郵送／6月15日～8月3日
（消印）
◦インターネット／6月15日10時～8月5日17時

平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれの方
昭和56年4月2日～平成15年4月1日生まれの方

◦自動車整備は、決定後、東京消防庁ホームページ等に掲載する予定です。

文化・スポーツ
トーキョーアーツアンドスペース本郷
企画展
「停滞フィールド」


ピーポくん
ファミリーコンサート

3月22日まで。日常を切り取り、異なる

5月23日 14時、大田区民ホールアプ

ふりがな

の住所・氏名・電話を書き、〒100-8929

ス: 映画「サウンド・オブ・ミュージック」
メ

警視庁音楽隊
（☎03-3581-4321）へ。

ドレーほか。抽選で2,400人。4歳未満不

SaLaDポップスコンサート ♦
in 野音

視点から世界を表現する3組の作家によ

リコで。出演／警視庁音楽隊・カラーガー

5月3日 15時30分、日比谷公園大音

るグループ展。

ド。抽選で1,100人。申込／3月27日
（消印）


楽堂で。指揮／熊倉優、曲／ヴェルディ:

同館☎03-5689-5331
※

までに往復はがきに催し名・人数・代表者

歌劇「アイーダ」
より凱旋行進曲、ロジャー

＝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

可。申込／3月22日までに

で。

サラ ダ 音 楽 祭 事 務 局 ☎03-5330-

3080か生活文化局文化事業課☎03 5320-7703
各催し等の開催に関する最新情報は
ホームページでご確認下さい。

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

令和2年
（2020年）
3月1日
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施設オープン

「東京都公文書館」が4月1日
国分寺市に移転オープンします
東京都公文書館は、歴史的価値のある公文書等の適
切な保存と利用を図ることを目的とした施設です。移
転･開館にあたり、利用者が充実したサービスを受けら
れる環境を整え、公文書や歴史に関する調査研究を深
める支援を行います。ぜひご利用下さい。

■施設の特徴

◦江戸･東京の歴史を映像やパネルなどで紹介する展示室を設置。

桜の奥に洗足池を望む

◦閲覧利用の多い史料等を中心に、インターネットで閲覧できる「デジタルアーカイ

=パソコン用壁紙

ブサービス」を開始。

◦研修会や講演会などに利用できるスペースを貸し出し（有料）。

桜の名所に新文化スポット

※IWA…International
Water Association
開館記念企画展示
「守る、伝える〜東京のアーカイブズ」
4月1日〜6月13日

洗足池公園･勝海舟記念館

所在地

（大田区）

開館時間

東急池上線洗足池駅を出てすぐ、閑静な住宅街に囲まれたオアシス
がある。桜や紅葉の名所として知られる洗足池公園は、都内有数の大

国分寺市泉町2-2-21（JR中央線･武蔵野線
「西国分寺」
駅下車、徒歩8分）
9時〜17時

お問い合わせ

きさの池を有し、池を囲む豊かな緑により都心にいながら四季折々の自

休館日

東京都公文書館

然を楽しむことができる。

、第 3

など

☎03-3707-2601
（2月28日まで）
☎042-313-8460
（3月2日から）

池の外周は約1.2km、ゆっくり歩いて30分程。東京の名湧水57選の
1つである清水窪弁財天を主な水源とし、高い透明度を保っている。園
内にはホタルの自生化に取り組む水生植物園や、朱色の鳥居が特徴的
な厳島神社が鎮座する弁天島、アーチ型が美しい池月橋など見どころ
も多い。中でも桜が群生する「桜広場」
「桜山」は暖かい季節にぜひ足を
運びたい。ボートの上からゆっくり眺めるのもおすすめだ。
ほとり

洗足池はその畔に勝海舟が別荘を構え、現在も勝夫妻の墓所が残
る、海舟ゆかりの地であることをご存じだろうか。昨年9月に開館した
「勝海舟記念館」では、激動の時代を駆け抜けた彼の生涯をさまざまな
角度から学ぶことができる。館内をじっくり見て回れば、歴史に詳しい

防

引っ越しや部屋の模様替えの機会に
地震から命を守る家具の固定を
近年発生した地震でけがをした原因の約30〜50％が、家具類の転倒･落下･移動に
よるものです。けがだけでなく、火災や避難障害など、地震による家具類の転倒等は、
さまざまな被害をもたらします。
あなた自身や家族の命を守るには、日常の対策が大きな効果を発揮します。

人でも新たな発見があるだろう。建物は、海舟の別荘隣地に海舟の遺
品や関連図書の収集･保存等を目的に建てられた「清明文庫」
を改修･増
築したもので、国登録有形文化

災

東京消防庁のホームページでは、安全な家具の置き方や転倒防止器具の
取り付け方などをまとめた「家具類の転倒･落下･移動防止対策ハンドブッ
ク」を掲載しています。ぜひご活用下さい。

財に指定されたネオゴシック様
式等を基調とした外装と、アー

家具等の固定方法

ルデコ調の内装を間近で見られ

最も確実な方法は、壁にL型金具でネジ止めすることで
す。ネジ止めが難しい場合は、ポール式器具（突っ張り
棒）＋ストッパー式器具の組み合わせが効果的です。

るのも興味深い。
海舟も愛でたであろう桜を眺
は

めながら、歴史に思いを馳せて
はいかがだろうか。

※対策器具は、家具販売店、ホームセンター、百貨店の防災用
品コーナーなどで販売しています。

勝海舟記念館の内部。左は旧清明文庫の外壁

[勝海舟記念館]☎03-6425-7608 10時〜18時
（入館は17時30分まで）
。毎
（ の場合は翌日）
休館。一般300円。東急池上線
「洗足池」
駅下車、徒歩6分。

お問い合わせ

生活文化局広報課

都民の声
「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）

お問い合わせ

☎03-5388-3093

ごあんない

東京消防庁震災対策課 ☎03-3212-2111
総務局防災管理課 ☎03-5388-2457

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/

都政一般相談

☎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

9:30〜12:00
13:00〜17:00

印刷物規格表第1類
印刷番号
（31）
17

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

★都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階)では、都政刊行物の閲覧･販売等をしています(3月18日〜25日は閉室)。
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。

内線3968

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
（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。
〉
※電話番号を間違えないようにお願いします

