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世帯と人口

｢東京都受動喫煙防止条例｣･
｢改正健康増進法｣全面施行

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

2年2月1日現在の推計

712万1,297世帯 人口1,395万3,577人
（男：685万9,771人 女：709万3,806人）
＊参考：外国人数57万9,086人

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

新型コロナウイルスの拡大防止に向けて
―都民の皆様へのお願い―

新型コロナウイルスの拡大を防ぐためには、その特徴を理解した上で正しい行動をとることが大切です。

自分を守りましょう
【感染の特徴】

換気の悪い
密閉空間

集団感染は次の3条件が重なり発生。
手を介した感染もある。

多くの人
が密集

お願い
◦こまめな手洗いを心がける
◦時差通勤・テレワーク
◦こまめに部屋を換気

新型コロナ？
と思ったら

受診前に電話で相談しましょう

【感染の特徴】

【感染の特徴】

主な感染経路は
咳やくしゃみの
しぶき

近距離で
の会話・
発声

◦人混みを避ける
◦近距離での会話・発声を
避ける

周囲の人を守りましょう

かかりつけ医のいる方

◦まずかかりつけ医に電話相談
◦高齢者・基礎疾患のある方は早めの相談

心がけていただきたいこと
◦正しい情報に基づき、冷静な対応を
デマに惑わされず、また、風評被害を生じさせないよう、冷静に行動
しましょう。必要な方に届くよう、生活必需品等の買い占めはやめま
しょう。

症状のある方は

不安に思う方は

新型コロナコールセンター

☎0570-550571
（9時〜21時）

かかりつけ医

高齢者や基礎疾患
のある方は
重症化のおそれ

お願い

◦咳エチケットの徹底
◦症状があるうちは学校・仕事を休む

日ごろ、医療機関にかかっていない方

不安に思う方も
症状のある方も

医療機関でも
感染のおそれ

お願い

受診前に
必ず電話を
しましょう!

(妊婦・基礎疾患がある方など)

症状が軽くても
感染させることが
ある

新型コロナ受診相談窓口

〈平日
（日中）
〉
最寄りの保健所の相談センター
〈土日祝・夜間〉☎03-5320-4592

◦悪質な便乗商法に注意
怪しい電話やメールなどに反応しないようにしましょう。不審に思った
場合や、
トラブルにあった場合は、消費生活センターにご相談下さい。
東京都消費生活総合センター ☎03-3235-1155
消費者ホットライン ☎188

◦人権への配慮をお願いします
感染した方や海外から帰国された方、医療機関関係者などに対する
誹謗中傷やいわれのない差別的扱いなどが発生しています。不確か
な情報に惑わされることのないよう、冷静な行動をお願いします。

受診が必要な場合

新型コロナ外来

(医師による診断)

検査が必要な場合

PCR検査

入 院
3月17日時点の情報に基づき作成しています

自宅
療養

又は

一般の
医療機関

東京都の最新の対策については
「東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト」
をご覧下さい。
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
東京都 コロナ対策サイト 検索
中小企業等支援策は2面に掲載
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新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業等支援を実施
中小企業従業員融資

緊急融資制度

中小企業の従業員向けに休業での収入減等に対応した実質無利子の融資

○新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

事業活動に影響を受けている都内中小企業等を対象とした
融資制度。

（限度額100万円）
を実施。
産業労働局労働環境課

○新型コロナウイルス感染症対応緊急借換

新型コロナウイルス感染症対策に係る
雇用環境整備に取り組む企業を支援

返済期間の見直しを可能とする融資制度。

○危機対応融資

国の助成金に関し、専門家派遣による無料の相談･助言
（1社5回まで）や、

資金繰りがひっ迫している事業者への融資制度。

融資限度額

奨励金の支給
（1事業所10万円）
を実施。

いずれも2億8千万円
（無担保8千万円）。

対 象

信用保証料補助有。
産業労働局金融課

中小企業診断士等の専門家を無料派遣
経営改善等に向けたアドバイスを実施。1社4回まで。
☎03-3251-7881

フリーランスを含む個人事業主をサポート
資金繰りや経営に関する相談窓口を設置するとともに、契約等に
おけるトラブル解決に向けた支援を実施
（法律相談は事前予約制）
。
〈資金繰り〉産業労働局金融課 ☎03-5320-4877
〈経営相談･契約トラブル〉東京都中小企業振興公社 ☎03-3251-7881

｢時差出勤｣や｢テレワーク｣は、感染症対策としても効果的です
｢東京テレワーク推進センター｣では、さま
ざまなテレワークツールの体験ができるほ
か、実践事例等の情報提供やテレ
ワーク導入に関するオンラインセ
ミナー等を行っています。
東京テレワーク推進センター ☎03-3868-0708

テレワーク導入
モデル体験事業

監

お知らせ

都庁舎の入庁手続きが
電子化によりスムーズに！
庁舎を利用される皆さんの利便性向上などを目的

査

包括外部監査人から監査結果報告書が
提出されました
包括外部監査は、公認会計士や弁護士など専門知識を有する外部の者が、知
事との契約に基づいて行う監査です。

選ばれ、監査を実施しました。
監査の結果、都民の福祉の増進、最少の経費で最大の効果、組織･運営の合理
化といった視点から、9件の指摘、82件の意見を受けました。

専用ホームページから
❶ 来庁日･氏名･訪問先などの必要事項を入力し、QRコードを作成
❷ 表示されたQRコード
（印刷でも可）
を入庁受付の警備員に提示
❸ICカード
「一時通行証」
を受け取り、ゲートにかざして通過
「都庁舎来庁者受付」
専用ページ（3月27日14時から）
https://visitorsignin.metro.tokyo.lg.jp/

報告書の全文は
お問い合わせ

学

で。https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/

総務局行政改革課

☎03-5388-2337

ぶ

首都大学東京が東京都立大学へ名称変更

都庁舎に設置の端末から
❶ 端末の案内に従い、氏名･訪問先などの必要事項を入力

※操作方法が分からない場合は、お近くの警備員にお声掛け下さい。

❷ 印刷されたQRコードを入庁受付の警備員に提示
❸ ICカード
「一時通行証」
を受け取り、ゲートにかざして通過

◦従前の手書きによる「来庁者受付票」は廃
止となります。

☎03-3868-3401

小企業振興公社および東京都立産業技術研究センターの経営管理について」が

電子化による入庁手続き方法

◦都 庁展望台をご利用の際は、入庁手続き
の必要はありません。

産業労働局労働環境課

中小企業対策事業および観光産業対策事業に関する事務の執行並びに東京都中

とご協力をお願いします。

◦QRコードは当日中の再入庁時にも利用
できます。

テレワークを体験できる機器を1カ月程度無償貸与。

監査テーマは監査人が自らの判断で決定し、元年度は、
「産業労働局における

に、3月30日より入庁手続きを電子化します。ご理解

その他


感染症拡大を理由とする従業員の休業等にあたり、
国の雇用調整助
成金の特例措置等を利用する中小企業等。

〈専門家派遣〉労働相談情報センター ☎03-5211-2248
〈奨励金〉産業労働局労働環境課 ☎03-6205-6703

☎03-5320-4877

東京都中小企業振興公社

☎03-5320-4653

首都大学東京（TMU）、産業技術大学院大学（AIIT）およびその設置者である
公立大学法人首都大学東京は4月1日に名称を変更しました。
都民･都政に貢献する都立の高等教育機関として、都との連携をさらに強化
し、教育力･研究力に一層磨きをかけていきます。
変更前
首都大学東京
産業技術大学院大学
公立大学法人首都大学東京

変更後
東京都立大学
東京都立産業技術大学院大学
東京都公立大学法人

東京都立産業技術大学院大学では、社会人教育のニーズ
に応えるため、研究科を再編し、起業や創業などに特化した
「事業設計工学コース」を新たにスタートしました。
お問い合わせ

お問い合わせ

総務局総務課 ☎03-5388-2319

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。

〈名称変更について〉東京都公立大学法人経営企画室 ☎03-5990-5389
〈新コースについて〉東京都立産業技術大学院大学管理課 ☎03-3472-7831

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。
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※バックナンバーもあります

イベント

隅田川花火大会「市民協賛者」募集！

会場①・②

7月11日 19時〜20時30分
（荒天等の場合中止）

日 時

会

場

会場③
募集口数

協賛金額

①台東リバーサイドスポーツセンター野球場（団体席）
※①～③は第1会場（台東区側）が観覧できるビニールシート席

100口程度
（1口のみ）

1口80,000円
※1口につき22人招待

②台東リバーサイドスポーツセンター野球場

1,550口程度
（1口のみ）

1口20,000円
※1口につき5人招待

③台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場

500口程度
（1口のみ）

1口20,000円
※1口につき5人招待

④墨田区側隅田公園（南側）
※第1会場（墨田区側）が観覧できるパイプ椅子席

500口程度
（4口まで）

1口6,000円
※1口につき１人招待

⑤墨田区側両国親水テラス
※第2会場（墨田区側）が観覧できるパイプ椅子席

1,850口程度
（4口まで）

1口6,000円
※1口につき１人招待

第１会場
打ち上げ場所

第２会場
打ち上げ場所

本所吾妻橋駅

会場④

※人数には代表者を含みます。大会当日時点で1歳以上は1人として数えます。
申 込

4月24日
（消印）
までに､はがき
（1グループ1枚まで）に希望会場（1カ所のみ）･協賛口数
（④⑤のみ）･代表者の住所･氏名･電話を書き､〒110-8615台東区役所内「隅田川花火
大会実行委員会 市民協賛受付台東事務局」へ。
ふりがな

会場⑤

◦協賛金は、大会支援寄付として大会運営のための事前準備費用に充てます。

◦大会中止の場合、協賛金は返還します
（第1会場の打ち上げ開始後の中止を除く）。

◦応募多数の場合抽選となります。当選者には、5月18日までに振込用紙を送付します。落選者に
は、通知しませんのでご了承下さい。

お問い合わせ

隅田川花火大会実行委員会
（台東区役所内） ☎03-5246-1111 生活文化局文化事業課 ☎03-5388-3141 https://www.sumidagawa-hanabi.com/

お

♦ホストシティTokyoプロジェクト

東京2020大会

東京2020オリンピック聖火リレーが
スタートしました！

オ リ ン ピ

ツ

し え て

ク・ パ ラ リ ン ピ

施設 編

3月12日にギリシャのオリンピア市で採火された聖火が、20日に宮城県
の航空自衛隊松島基地に到着しました。そして、福島県のナショナルトレー
ニングセンターJヴィレッジから、日本国内の聖火リレーがスタート。
オリンピック聖火は、46道府県を巡った後、7月10日に東京都の駒沢オ
リンピック公園にやってきます。7月24日までの15日間、都内の全62区市
町村で聖火リレーを実施します。

63
ツ

ク

有明アリーナ

有明アリーナは、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
12月に工事が完了しました。
オリンピックではバレーボー
ル、パラリンピックでは車いす
バスケットボールの会場となり、
両大会時には、仮設分を含めて
約15,000席の観客席が設けら

反りのある屋根が特徴的なアリーナ外観

れます。
Photo by Tokyo 2020
1日のリレーの最後に聖火が灯される
「聖火皿」

お問い合わせ

Photo by Tokyo 2020
「希望の道を、つなごう。」
という聖火リレー
コンセプトからデザインされたユニフォーム

オリンピック･パラリンピック準備局企画調整課
☎03-5320-7985

木材を効果的に利用し温かみのある空間を生み出すとともに、車いす席
や多機能トイレの分散配置など、誰もが利用しやすい施設を目指して設計
されました。また、高密度Wi-Fiや5Gを導入するなど、優れた通信環境の整
備を進めています。
大会後は、大規模スポーツ大会やコンサートなどの開催のほか、レストラ
ンやカフェ、スポーツジムを備え、さまざまなスポーツ･文化活動に親しめる

東京2020大会開催を街全体で盛り上げる

場として活用します。

シティドレッシング開始！

「東京2020大会で熱戦の場となった後は、施設の運営権を民間事業者に
委ねるコンセッション方式に
より、民間の創意工夫を最大限

競技会場や東京2020ライブサイト等の会
場周辺を中心に、都内各地の道路、空港、駅等

に生かした最先端のアリーナ

を統一的なデザインのフラッグやバナー等

としていきます。都民の皆さん

で装飾し、東京2020大会を盛り上げていき

に、スポーツや文化をはじめと

ます。
街なかでぜひ見つけてみて下さい。

主要幹線道路
ラストマイル（※）等
空港･駅等

した幅広い分野の魅力的なコ
ンテンツを楽しんでいただけ

駅におけるバナー装飾
（イメージ）

装飾場所

青山通り、内堀通り、晴海通り 等
国立競技場駅〜オリンピックスタジアム 等
羽田空港･東京駅･品川駅･渋谷駅 等

装飾開始
4月
6月
6月

る施設を目指していきます
（施
国産木材をふんだんに利用したメインアリーナ

所在地

※観客が利用する見込みの駅から競技会場まで徒歩で移動するルート
お問い合わせ

※

オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課
☎03-5320-4249

設管理担当者）
」

江東区有明1-11-1。ゆりかもめ
「有明テニスの森」
「新豊洲」
駅下車、
徒歩約8分。

お問い合わせ

オリンピック･パラリンピック準備局施設整備第一課 ☎03-5388-2479

＝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）
4月1日

4

第896号

Tokyo Metropolitan Government News

Information ／暮らしの情報

広報 東京都

お知らせ

防

春の全国交通安全運動 世界一の
交通安全都市TOKYOを目指して

合に、最先順位の方1人。請求期限／5年

4月6日 〜15日 。
「交通ルールの遵

お問い合わせの上、窓口へ。

3月31日。事前にお住まいの区市町村に
〈制度について〉専用ダイヤル☎042-

守」
と
「正しい交通マナーの実践」
の習慣を

306-0675(4月1日から)

身に付け、交通事故を防止しましょう。

電気製品による
「小さなこげ跡」でもご相談下さい
後に大きな火災になるかもしれません

〈手続きについて〉区市町村の窓口か福

都民安全推進本部交通安全課☎03-

祉保健局生活福祉部☎03-5320-4077

5388-2273

在住外国人支援事業助成

火災予防に係る各種申請に関する疑問

都内在住の外国人を支援する事業に助

電気製品の「小さなこげ跡」
を見つけた場合はホームページや東京消防

成金を交付。対象事業／①コミュニケー

・年末年始除く）
。

ション支援②生活支援③多文化共生の意
識啓発④在住外国人の活躍促進⑤連携

旧優生保護法一時金受付・
相談窓口を開設しています

近年、電気製品を原因とする火災が増えており、全火災件数のおよそ
3割を占めています。このような火災は、電気製品を正しく使い、異常を
早めに発見することで防ぐことができます。

火災予防コールセンター
☎03-3253-0119
等に答えます。受付／9時〜17時
（

災

庁公式アプリ内の「東京消防庁版電気製品火災相談ガイド」
をご覧になる
か、最寄りの消防署に相談して下さい。
東京消防庁では「小さなこげ跡」も火災として扱い、原因を調べて火災
予防につなげています。

（①〜④のいずれかに該当し、複数団体が
共同で実施する事業）
。締切／4月30日
までに必要書類を持参
（17時まで）
か郵送
（必

相談ダイヤル☎03-5320-4206

一時金支給対象者以外も相談できます。
福祉保健局企画政策課☎03-5320-

着）
で。助成要件・申請方法等詳細は で。
生 活 文 化 局 地 域 活 動 推 進 課 ☎03-

4201、 03-5388-1401

5320-7738

特別児童扶養手当について
申請はお住まいの区市町村窓口へ

産業廃棄物を排出した
事業者の方へ

東京消防庁版
電気製品火災相談ガイド

産業廃棄物の処理を委託する場合、産

対象／次のいずれかに該当する20歳

未満の児童を監護している父母または養

業廃棄物を引き渡す際にマニフェスト
（産

育者
（所得や施設入所等により支給制限

業廃棄物管理票）
の交付が必要です。元

有）
。①身体に重度、中度の障害や長期安

年度にマニフェストを交付した事業者は、

静を必要とする症状があり、日常生活に

その内容を取りまとめた
「産業廃棄物管理

著しい制限を受ける②精神の発達が遅延

票交付等状況報告書」
を作成し、6月30日

しているか、精神に障害があり、日常生活

までに都へ提出する必要があります
（排出

に著しい制限を受ける状態にある。

場所が八王子市の場合を除く）
。

区市町村か東京都心身障害者福祉セ

環境局産業廃棄物対策課☎03-5388-

ンター☎03-3235-2949、 03-3235-

3514

2968

国民生活基礎調査

固定資産税における
土地・家屋の価格が縦覧できます
4月1日〜6月30日。対象／23区内に土

方。人数／450人
（応募多数の場合選考）
。

礼／1回500円相当。申込／4月10日9時

任期／依頼日〜3年3月31日。謝礼／都

〜5月7日17時に

日現在、公務扶助料や遺族年金等を受け

で。

生活文化局都民の声課☎03-5388-

で。

都営交通お客様センター☎03-3816-

東京都ひとり親家庭等
在宅就業推進事業の参加者

5700

チャレンジ・アシスト・プログラム
応募団体
（活動助成事業）


1日

◦1等100万円スクラッチ
（200円）


1日

パソコンを使用する在宅ワークで収入を

若者のグループが企画・提案する活動

1日

得ることができるようサポート。対象／都

への助成金支給。対象／都内在住・在

内在住のひとり親の方および寡婦の方。

勤・在学の高校生世代以上30歳以下の

期間／4月〜3年3月。申込／5月15日ま

方が中心となり、主に都内で活動するグ

◦1等1,000万円くじ
（100円）


1日

◦1等10万円スクラッチ
（200円）

◦宝くじ発売75周年記念くじ

8日

一人一人に合った支援プランにより、

◦1等200万円スクラッチ
（200円）
 8日

で。申込等詳細は

◦1等1万円スクラッチ
（100円）


4125

◦1等1,500万円くじ
（100円）


22日
22日

◦1等100万円スクラッチ
（200円）
 29日
財務局公債課☎03-5388-2685

で。

ループ。代表者は20歳以上。発足から3

福祉保健局育成支援課☎03-5320-

年以内。申込／4月20日
（消印）
までに所
とグループ紹介の
定の申請書
（ で入手）

東京都福祉のまちづくり推進
協議会委員
福祉のまちづくりの推進に関する事項

11月に生まれたキリンの｢ジョナ｣が日々
（写真は12月11日撮影）
成長中。
飼育担当の齊藤さんより一言
｢とても理想的な誕生で、朝来
てみるとジョナはすでに立ち
上がっている状態でした。小柄
で弱々しく、しばらく担当者を
心配させましたが、年が明けて
から無事に群れ入りし、現在は
仲間たちと一緒に元気に過ご
しています。｣

営交通1日乗車券6枚や活動に応じて図書
カード等。申込／4月14日〜27日に

◦1等300万円スクラッチ
（200円）


◦1等300万円スクラッチ
（200円）
 15日

る方(戦没者等の妻や父母等)がいない場

タビュー等。資格／4月1日現在、都内在

考）
。任 期 ／ 依 頼 日 〜3年3月31日。謝

（1等前後賞合わせて1億円）

対象／戦没者等のご遺族の方で、4月1

以上
（応募時点）
の方で、 閲覧とメール

対象に、生活の基礎的な事項を調査しま

4月の宝くじ発売開始予定日

談 窓 口 ☎03-6427-4900（9時 〜17時、

戦没者等のご遺族の皆さんへ
第11回特別弔慰金の請求受け付け開始

都営交通のサービス等について、イン
ターネットでの調査回答やグループイン

3139

分譲マンションの管理などに関する相

住宅政策本部マンション課☎03-5320-

都政の課題等に関するアンケートの回
答
（年7回程度）
。資格／都内在住の18歳

住・在勤・在学の16歳以上の都営交通利

福祉保健局総務課☎03-5320-4033

分譲マンション総合相談窓口を
拡充

都営交通モニター

用者で、メールの送受信を日本語でできる

で、ご協力をお願いします。

5004

インターネット都政モニター

集

除く。人数／500人
（応募多数の場合選

土地・家屋が所在する区の都税事務所へ。

除く）
を、第1 と第3 にも開設す

募

☎03-3212-2111内線5025

の送受信を日本語でできる方。公務員を

す。6月16日までに調査員が伺いますの

るほか、 の相談時間を19時まで延長。

東京消防庁調査課

無作為に抽出した都内の7,800世帯を

地・家屋を所有する納税者の方。詳細は、
主税局相談広報班☎03-5388-2925

お問い合わせ

を調査審議。資格／4月1日現在、都内在

住の18歳以上で、年6回程度の会議に出
席可能な方
（公務員を除く）
。人数／若干
名。任期／任命
（11月以降）
から2年間。

申込／5月8日
（消印）
までに、郵送で作文

化館
（〒136-0081江東区夢の島2-1-3）
☎
03-3521-7323へ。

「夢のみち2020」
道路愛護ポスターコンクール
ひと

まち

み らい

テーマ／
「人・街・未来」
つながる
「みち」

づくり。対象／都内在住・在学の小・中
学生。規格／みちに関する標語を必ず入

「ユニバーサルデザインの理念に基づく

れること。四つ切り画用紙。1人1作品ま

福祉のまちづくりを進めるために今後東

で。応募／6月5日
（消印）
までに郵送で、

京都が取り組むべきこと」
（400字〜800

を作品裏面に貼
所定の応募票
（ で入手）

字）
と別紙に住所・氏名・年齢・性別・職業・

り、
「夢のみち2020」事務局
（〒223-0053

ふりがな

多摩動物公園☎042-591-1611

資料等を郵送で、BumB東京スポーツ文

略歴・電話・都の他の審議会等参加の有

横浜市港北区綱島西2-7-6-3階）
☎045-

無を書き、〒163-8001東京都福祉保健

633-1960へ。

局生活福祉部
（☎03-5320-4047）
へ。

東京都道路整備保全公社☎03-53813368

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。

令和2年
（2020年）
4月1日

都庁では

Twitter

LINE

都内の川を題材とした
「川のフォトコンテスト」
作品
風景部門、ふれあい部門。規格／2L判

Facebook

働 く

国主催 慰霊巡拝の参列者

以下かJPEGデータで。1人2作品まで
（未

州・ブリヤート共和国③ハバロフスク地

発表、著作権・肖像権等で第三者の権利

方・ユダヤ自治州④沿海地方⑤中国東北

を侵害しないもの）
。申込／6月5日
（消印）

地方
（旧満州地区全域）
⑥インドネシア⑦

東京都子育て支援員研修(第1期)
受講者募集

2年度前期技能検定
職種／機械加工、防水施工等。資格／

実務経験のみの場合、1級は7年以上、2

までに郵送で部門名・作品名・河川名・

東部ニューギニア⑧ビスマーク諸島⑨ミャ

級は2年以上、単一等級は3年以上の実

撮影場所・撮影年月日・住所・氏 名・電

ンマー⑩トラック諸島⑪フィリピン⑫硫黄

務経験者(職業訓練受講歴、学歴等によ

島。対象／都内在住で当該地域の戦没者

る短縮有)。3級は実務経験を有すること

ふりがな

話・メールを書き、〒163-8001東京都建
設局河川部
（☎03-5320-5425）
へ。メール
（3MB未満）
、CD-Rの応募可。応募作品
の返却不可。都が無償で使用
（著作権は
本人に帰属）
、作品は7月に新宿駅西口広
場等で展示。募集要項等詳細は

で。

の配偶者、父母、子・兄弟姉妹とその配

偶者、孫、おい・めい。巡拝予定地等は
変更になる場合有。
・

福 祉 保 健 局 生 活 福 祉 部 ☎03-

多摩のスギ林等を伐採し、花粉の少な
い品種等に植え替える森づくりを支援。

硫黄島戦没者追悼式の
参列者

東京都職業能力開発協会(☎03-5211-

-4121

4月6日

〜17日

に受 検 申 請 書 等を

2353)へ持参。

危険物取扱者(乙種第4類)受験対策、

製菓衛生師試験

公害防止管理者(水質関係第4種)受験対

資格／中学卒業以上で、2年以上の菓

業に就業中で、都内在住・在勤の方。授

策、簿記(初級)等61コース。現在中小企

東京都農林水産振興財団☎0428-20-

込／5月1日(消印)まで。願書配布および

の配布やイベントへの参加等の特典有。

験 ／6月6日
申込等詳細は

対象／スミレやツツジ等、山地でよく見

偶者、父母、子・兄弟姉妹・孫・おい・め

かける植物等12種。受付／3年3月31日

いとその配偶者）
、25人程度。申込／4月

までに位置情報や写真等を

で。

環境局緑環境課☎03-5388-3507

03-5320-4076へ。

。受 験 料 ／9,500円。申
で。

福祉保健局健康安全課☎03-53204358

2020年は
スポーツだけ
じゃない !
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江戸・東京が育んできた文化を神楽坂で体感

みが現れ、まるでタイムスリップしたか
のように感じるかもしれません。
また神楽坂は、明治大正の昔から、
夏目漱石や尾崎紅葉といった文豪が集
い、いくつもの寄席や演芸場がある文
化的な街でした。現在も、落語などの
話芸が盛んに演じられているほか、花
柳界と共にさまざまな芸能も伝承さ
れ、文化や伝統芸能が街の歴史と強く
結びついています。
今年で8回目を迎える
「神楽坂まち舞
台・大江戸めぐり2020」は、路上や神
社仏閣、公園など街なかで、伝統芸能

産業労働局能力開発課☎03-53204719

職業能力開発センター
6月生
①住宅内外装仕上科(6カ月)②エンジ
ニア基礎養成科③電気制御基礎養成科

コース／木工製作、機械加工、金属塗

装、建築配管。各コース毎

(全6日)。対

象／都内中小企業等に勤務する方で申込

(4カ月)④ジョブ セレクト科(2カ月)。対

職種の2級技能士を有する方(要勤務先推

象／①一般求職者、転職希望者②③④

薦)。授業料16,200円。申込／4月1日〜

方。実施校／①②城東③多摩④城東・多

要事項を書き、郵送か持参で実施校へ。

摩。定員／①②③各10人④5人。選考／
①②③5月15日

④18日

。申込／①

30日(必着)に受講申込書(

で入手)に必

産業労働局能力開発課☎03-53204719

②③4月6日〜5月7日に住所地のハロー
ワークか各職業能力開発センター・校へ
④4月14日〜5月14日に城東職業能力開
発センター(☎03-3605-6140)・多摩職
業能力開発センター(☎042-500-8700)

職 員 採 用
詳細は必ず事前に

石畳の路地を歩きながら演奏する
「新内流し」

を気軽に見て、聞いて、触れることがで
きるイベントです。
毘沙門天善國寺の特設ステージで
は、落語や講談、琵琶語りなど、日本の
伝統語り芸が披露されます。赤城神社
しょう
では、雅楽器の笙による現代音楽の演

奏や長唄三味線と邦楽囃子の演奏が、
イベントを盛り上げます。その他にも、
芸者さんとのお座敷遊び体験など、神
楽坂ならではのプログラムが満載。歴
史スポットを巡るスタンプラリー、紙芝
居や江戸糸あやつり人形を楽しめるこ
ども広場なども注目です。
子供から大人まで幅広い層の方や外
国の方々が、世代や文化を超えて楽し
める2日間。ぜひ、この機会に神楽坂と
伝統芸能の魅力を発見してみて下さい。

※5月9日土13時30分〜、10日日11時30分〜。荒天中止。一部有料・要事前申込。

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

※

復はがき、ファクスに必要事項を書き、実
施校へ。

へ。教科書代等は自己負担。

Tokyo Tokyo FESTIVAL の
多彩な取り組みから、今回は
「神楽
坂まち舞台・大江戸めぐり2020」
を紹介します。

わ

か往

東京みらいの名工
育成プログラム

30歳未満で、就業経験が無いか少ない

じ

職業能力開発センターの
キャリアアップ講習4月受付分

途。申込／4月10日(必着)までに

で硫黄島戦没者の遺族の方
（戦没者の配

神楽坂は、江戸時代の地割りがほぼ
そのままに、石畳の路地などが残され
てきました。メインストリートから一歩
こ みち
小路に入ると、江戸の面影が残る街並

福祉保健局少子社会対策部☎03-5320

業 料1,000円 〜6,500円。教 科 書 代 別

村硫黄島で開催予定。対象／都内在住

石畳の入り組んだ路地を進んで
いくと聞こえてくるのは、路地を歩き
ながら演奏する
「新内流し」の三味線
の音色。これは、日本を代表する伝
統芸能に出会えるイベント
「神楽坂
まち舞台・大江戸めぐり」
の一コマです。

で。

養成施設で所定の課程を履修した方。試

高尾・陣場エリアで見つけた
植物等の情報をご提供下さい

2日から電話で福祉保健局生活福祉部☎

80人程度。申込／4月3日〜17日(必着)。

子製造業務経験のある方か製菓衛生師

8153

3年1月に民間航空機を利用し、小笠原

場所／新宿・飯田橋・立川。定員／各回

会員／年50,000円以上の寄付。会報誌

個人会員／年3,000円以上の寄付。法人
昨年度入賞作品
「The Metropolitan River Life」

ス／地域保育。開催時期／6月から順次。

申込等詳細は

5320-4717

森づくり支援倶楽部会員

対象／都内在住・在勤で保育や子育

て支援分野での従事を希望する方。コー

(関連講習を受講した場合を除く)。申込／

同協会か産業労働局能力開発課☎03-

5320-4076

5

Information ／暮らしの情報

Instagram により情報を発信しています！

①カザフスタン共和国②イルクーツク

第896号

東京都公立学校教員採用
候補者選考(3年度採用)

などでご確認下さい。
月以降。勤務先／都内の公立学校(小・
中・高・特別支援学校)。

職種／教員(小・中・高・特別支援

学校、養護教諭)。資格／教員免許(取

教育庁職員課☎03-5320-6794

以降(特例選考は昭和36年4月2日以

東京都公立学校臨時的任用教職員採用
候補者選考(産休育休代替教職員)

降)に生まれた方。採用／3年4月1日

内容／産休・育休を取得する公立学

得見込含む)を持ち、昭和56年4月2日

以降。申込／5月8日18時までに

か、

校教職員の代替として勤務する常勤職

11日(消印)までに東京都教育庁選考

員。職種／教諭・養護教諭・事務・栄

課(〒160-0023東京都庁内郵便局留)

養士。申込／4月23日(消印)までに郵

へ簡易書留で郵送。試験日等詳細は要

送か

綱(

、区市教育委員会、都庁案内コー

ナー等で配布)で。
同課☎03-5320-6787

東京都公立学校時間講師
候補者選考(随時選考)
資格／教員普通免許状(勤務する学

校種・担当教科の免許)。採用／2年4

＝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

で。

教育庁職員課☎03-5320-6714

外国語(英語)科時間講師
資格／外国語(英語)科教員普通免

許状をお持ちの方。期間／6月〜7月
か9月〜10月に1カ月間。勤務先／都
内の公立学校(小学校を除く)。
教育庁職員課☎03-5320-6794

※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）
4月1日
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東京都シルバーパス
4月〜9月の新規購入のお知らせ

町会･自治会の活動を支援します!

70歳以上の都民の方は、都内民営バス･都営交通などが利用できる｢東京
都シルバーパス｣を購入できます。有効期限は2年9月30日です。

の課題を解決するための取り組みを支援するため、事業助成を行います。

対 象
申 込

～「地域の底力発展事業助成」の募集

東京都は、地域活動の担い手である町会･自治会が主催して行う、地域
対象事業

都内に住民登録している70歳以上の方
（寝たきりの方を除く）
。

1地域の課題解決のための取り組み
2 1のうち、東京都が取り組む特定施策の推進につながる取り組み5
区分◦防災･節電活動◦青少年健全育成活動◦高齢者の見守り活動
◦防犯活動◦オリンピック･パラリンピック気運醸成活動

必要書類を用意し、最寄りのバス営業所･都営地下鉄定期券発売
所などの発行窓口へ。70歳になる月の初日から申し込み可能。

費 用

3 1のうち、東京都が緊急に取り組むべき特定施策の推進につながる
取り組み
（多文化共生社会づくり）

❶2年度住民税が｢課税｣の方 …………………………… 10,255円
（4月〜9月購入の場合に限る）

4複数の単一町会･自治会が共同して実施する地域の課題解決のため
の取り組み

❷2年度住民税が｢非課税｣の方 …………………………… 1,000円
❸2年度住民税が｢課税｣で元年の合計所得金額（※）が125万円
以下の方（経過措置）……………………………………1,000円

5単一町会･自治会が他の地域団体と連携して実施する地域の課題解
決のための取り組み

※不動産売却に係る特別控除額
（元年分）を控除します。該当す
る方は、必要書類が異なる場合があります。
必要書類

■全員

助成限度額

本人確認書類（保険証･運転免許証等）

対象事業123
単一町会･自治会20万円、
区市町村内の一部地域を単位とする町会･自治会の連合組織100万円、
区市町村を単位とする町会･自治会の連合組織200万円
450万円530万円

■❷❸の方は次のア〜ウのいずれか1点。
ア｢ 2年 度 介 護 保 険 料 納 入（決 定）通 知 書｣の 所 得 段 階 区 分 が
｢1｣〜｢6｣。品川区･目黒区･世田谷区･武蔵野市･昭島市･福
生市･あきる野市は｢7｣まで、八丈町は｢9｣まで。

都内に所在する町会･自治会

対象団体

申請について

イ｢2年度住民税非課税/課税証明書｣
ウ｢生活保護受給証明書（生活扶助）｣

受付期間

＊ア は再発行できません。イは区市町村で発行（原則有料）。ア･イ
は2年度の書類が発行されるまでの間は元年度の書類で代用で
きます。ウは2年4月1日以降に発行され生活扶助受給が確認で
きるものに限ります。
東京バス協会シルバーパス専用電話 ☎03-5308-6950
9時〜17時
（
を除く）
福祉保健局在宅支援課 ☎03-5320-4275

お問い合わせ

BumB東 京 ス ポ ー ツ 文 化 館 ☎ 03-

ねぬき鍋』と浅草街歩き」4月21日 ・23
日 11時。墨田区役所前発着場集合。各
日30人。4,700円。申 込 ／4月13日
（必

着）
までに往復はがきに催し名・希望日・
ふりがな

3521-7323

10時、城北中央公園調節

イン
（〒130-0015墨田区 横 網1-2-16-4

は保護者同伴）
、抽選で60人。昼食持参。

本所防災館 ☎03-3621-0119

「ゴールデンウィーク親子防災体験」5月4

申込／4月17日
（消印）
までに往復はがき
ふりがな

に催し名・全員の住所・氏 名・年齢・電

憲法週間行事
「講演と映画の集い in 東久留米」

5月16日 13時30分、まろにえホール

立川防災館 ☎042-521-1119

（書道家）
による発達障害に関する講演。

3日。
で。

｢親子の江戸･東京探検倶楽部｣
5月10日･17日

。皇居江戸城跡を巡

技術を紹介。7月19日〜9月5日の

5月19日 12時、西新宿集合。抽選で

14時
（訪問先3カ所）
。各回先着21人。申

、全44回。①10時
（訪 問 先2カ 所）②

30人。武蔵境通り、神代植物公園を巡る。
か往復は

込／開催日の3日前までに

で。

都市整備局市街地整備部☎03-5320-

5112

3380）
へ。重複申込不可。

燃料電池バス
（FCバス）
で巡る!
水素ツアー
中央区晴海・江東区潮見周辺の関連
施設を巡り、水素活用の取り組みや最新

学 ぶ
聞こえに不自由している方の
ための読話講習会
6月8日 〜3年2月22日18時30分
（毎

人権問題都民講座
「スポーツが与える
『生きる力』
」

4月11日

14時、東京都人権プラザ

・全30回）
、東京手話通訳等派遣セン

で。抽選で80人。人生の壁に突き当たっ

手話通訳・要約筆記有。映画／
「こんな夜

ターで。都内在住で身体障害者手帳を持

た人たちが、スポーツに出会い再び人生

更けにバナナかよ 愛しき実話」
（字幕付）
。

つ18歳以上の中途失聴・難聴の方、20

を切り開いていく姿を多く描いてきた作

人。申込／5月13日
（消印）
までに所定の

家・平山讓とともに、
「生きる力」
について

申込／4月1日〜26日
（必着）
に

か往復

で入手）
を郵送で東京手話通

はがきに催し名・人数
（2人まで）
・住所・

申込書
（

氏名・電話を書き、憲法週間行事事務局

訳等派遣センター
（〒160-0022新宿区

ふりがな

（〒221-0042横 浜 市 神 奈 川 区 浦 島 町
358-3-108（株）
エヌクリエイション内）
☎

り、江戸時代の文化と落語を学ぶ。対象／

070-1071-5218へ。

者、抽選で10組20人。費用／1組2,000

2588

両日参加可能な小学4年〜6年とその保護

街路樹ツアー
〜春の神代植物公園と周辺を歩く

話を書き、〒163-8001東京都下水道局

（東久留米市）
で。抽選で450人。武田双雲

申込等詳細は

生活文化局地域活動推進課 ☎03-5388-3166

計画調整部
（☎03-5320-6594）
へ。

日・5日・6日。
「家族で出場!火災現場に急行せよ!」5月

12月10日以降に実施する事業

東京都道路整備保全公社
（☎03-5381-

見学。都内在住の小学4年以上
（小学生

「親子防災体験」5月3日・4日・5日。

9月1日～10月23日17時

ふりがな

年齢・電話・ファクスを書き、東京水辺ラ

池袋防災館 ☎03-3590-6565

10月10日以降に実施する事業

所・氏名・年齢・電話を書き、〒163-0720

池集合。同調節池、和田弥生幹線などを

防災館ゴールデンウィーク
特別企画

6月1日～8月14日17時

がきに催し名・人数
（2人まで）
・全員の住

人数
（中学生以上）
・代表者の住所・氏名・

階）
☎03-5608-8869へ。

7月10日以降に実施する事業

申込／4月10日
（消印）
までに

「総合治水推進週間」
施設見学会
5月16日

申請対象事業

地域の底力 検索

円。申込／4月23日までに で。

「食文化クルーズ・飯田屋
『どじょうのほ

で提出。必要書類

4月1日～5月15日17時

お問い合わせ

催 し
東京水辺ライン

各受付期間内に必要書類をファクスか
等詳細はホームページをご覧下さい。

03-6722-0084へ。

3352-3359、 03-3354-6868へ。
同センターか福祉保健局障害者施策

総務局人権施策推進課☎03-5388-

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。

新宿2-15-27第3ヒカリビル5階）
☎03-

考える。申込／4月8日までに

推進部☎03-5320-4147、 03-53881413

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

か電話、

ファクスで同プラザ ☎03-6722-0123、

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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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

AIITシニアスタートアッププログラム
講演会・説明会

目の健康講座
「白内障とうまく付き合おう」


東京都立産業技術大学院大学
（AIIT）

5月9日 15時、有楽町朝日ホールで。

は、起業に必要な知識やスキルを学ぶプ

600人。申込／4月22日
（消印）
までに

ログラムを8月に開講。これに先立ち、4

かはがきに催し名・住所・氏名・年齢・電

13時、起業や学び直しに関心

話を書き、東京都眼科医会
（〒160-0008

月25日

のある方向けに講演会と説明会を開催。
で。

申込／4月24日までに

ふりがな

新宿区四谷三栄町3-10-201）
へ。講演会
後、眼科健康相談も有
（当日先着100人）
。

同 大 学OPI企 画 運 営 係 ☎03-3472-

7833

同医会☎03-3353-8383か福祉保健
局健康推進課☎03-5320-4356

。②
「はじめてのバードウォッチング」

3日

4月29日〜6月30日。
「バラと洋館・日

者、各日100人②小学生以上、10人。参
加費／①300円②小・中学生300円、高

校生以上500円。申込／開催日の2週間

21時まで開園
（最終入園20時30分）
。
「庭園ガイド」 〜
時。6月は

住所・電話・ファクス・全員の氏名・性別・
673-3844） 042-673-3945へ。

11時・14

同園☎03-3910-0394

ふりがな

年齢を書き、高尾の森自然学校
（☎042-

14時、

のみ。各回60分程度。雨

天中止。
「春バラ人気投票」
など。

かファクスに人数・代表者の

前までに

〜20日

本庭園のライトアップ」5月8日

5月10日 。抽選で①小学生以下と保護

国指定重要文化財「旧三河島汚水
処分場ポンプ場施設」
つつじ観賞会

環境局緑環境課☎03-5388-3556

5月2日 10時〜15時。大正時代のロ
マンを残す赤れんがの建物とともに、つつ
じを観賞。マンホールカードなどの記念品

檜原都民の森

の配布有
（数量限定）
。

①自然教室「芽吹きの森で自然観察講
座」4月25日

。100円。
「スミレと春 の

下水道局広報サービス課☎03-53206515

「オオルリと
花ガイド」
5月1日 。100円。
春の探鳥会」
17日 。100円。②木工教室
箱」5月10日

。2,100円。
「ミニテーブ

「森
ル」
17日 。3,100円。③特別イベント
林セラピーとヨガ体験教室」4月26日 。
100円。申込／開催日の2週間前
（必着）
ま

でに

か往復はがきに催し名・開催日・

ふりがな

住所・氏名・年齢・性別・電話を書き、檜
原都民の森
（〒190-0221檜 原 村7146）
☎042-598-6006へ。

文化・スポーツ
東京都美術館
「障害のある方の
ための特別鑑賞会」


30分、日比谷公園で。出演／DREAMS
COME TRUE（ミュージシャン）
、半﨑美

芸術×力」6月8日

子
（シンガーソングライター）
、由紀さおり

。身体障害者手帳等をお持ちの方、抽

（歌手）
・安田祥子
（声楽家）
ほか。コンサー

選で各回350人。申込／4月27日
（消印）

ト、楽器体験、フードエリアなど。大音楽

「ボストン美術館展

までに

かはがきに希望受付時間
（①10

時〜12時30分②12時30分〜15時③ど
ふりがな

堂のコンサート、一部ワークショップは要
事前申込。申込等詳細は

（1
ちらでも可）
・住所・氏名・電話・介助者

で。

同 事 務 局 ☎03-6457-9118（10時〜
除く）
か日比

人まで）
の有無と駐車スペース利用の有無

13時、14時〜17時。

を書き、東京都美術館
（〒110-0007台東

谷公園大音楽堂☎03-3591-6388

区上野公園8-36）
☎03-3823-6921へ。

春の｢都民半額観劇会｣
申 込

4月8日
（消印）までに、はがきに① 希望公演番号
（1枚1公演･同一番号の複
ふりがな

数申込不可）
②人数
（2人まで）
③郵便番号･住所④ 氏名⑤年齢⑥電話を書き、

〒104-0061中央区銀座5-1-7-6階 都民劇場「都民半額観劇会事務局」へ。
抽選で7,200人。

※申し込み内容
（希望公演･人数）の変更はできません。
※入場券代金のほかに取扱手数料500円(入場券1枚当たり)と送金手数料121円
および入場券郵送料84円が必要です。
※入場券の発送予定日は、当選通知に記載しますので、必ずご確認下さい。
劇場名・料金

演

公演
番号

目

新橋演舞場
歌芝居2020 石川さゆり
1等席：7,000円 ｢あい －永遠に在り－｣
(1,000席)
石川さゆり 内博貴 ほか
東京芸術劇場
S席：4,350円
(200席)

木ノ下歌舞伎
｢三人吉三｣
内田朝陽 大鶴佐助
千葉冴太 ほか

熱海五郎一座
新橋演舞場
J a z z y なさくらは 裏 切りの
1等席：6,250円 ハーモニー
(1,200席)
三宅裕司 紅ゆずる
横山由依
（AKB48） ほか
国立劇場
6月歌舞伎鑑賞教室
1等席：2,550円
尾上松緑 ほか
(1,000席)

。2,100円。
「木

「ミニチェア」4月26日

賞

当選者には、4月17日ごろ当選通知とコンビニエンスストア専用払込用紙
をお送りします。4月28日までにコンビニエンスストアからご送金下さい。
送金確認後、入場券を送付します。落選者には通知しませんのでご了承下
さい。

旧古河庭園
「春のバラフェスティバル」


①「絵本の森を探検しよう!」
5月2日 、

鑑

7

入場券の送付

自然・公園
「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!

第896号

三越劇場
指定席：5,000
円(600席)

六月新派公演
｢東京物語｣
水谷八重子 波乃久里子
ほか

明治座
S席：6,750円
(1,000席)

梅沢富美男劇団特別公演
梅沢富美男 研ナオコ ほか

東京建物Brillia
ホール
S席：7,250円
(200席)

ミュージカル｢四月は君の嘘｣
小関裕太（6日）
／木村達成
（7
日） 生田絵梨花 ほか

明治座
S席：6,500円
(1,000席)

コロッケ芸能生活40周年記
念公演
｢豪華ゲストとのスペシャル
ステージ｣｢コロッケものまね
オンステージ2020｣ほか

帝国劇場
S席：7,250円
(1,000席)

ミュージカル
｢ジャージー・ボーイズ｣
中川晃教 ほか

日

時

1

5月15日

16時30分

2

5月18日

16時30分

3

5月31日

13時

4

6月4日

13時

5

6月3日

16時

6

6月5日

16時

7

6月4日

14時30分

8

6月21日

14時30分

9

6月11日

15時

10

6月23日

15時

11

6月18日

16時

12

6月23日

16時

13

7月6日

18時

14

7月7日

13時

15

7月12日

16時

16

7月21日

16時

17

7月13日

18時30分

18

7月15日

18時30分

※料金はいずれも半額後の入場料金+取扱手数料500円（入場券1枚当たり）の金額。
お問い合わせ

アール・ブリュット2020特別展
「満天の星に、創造の原石たちも輝く」

都民劇場 都民半額観劇会事務局 ☎03-3572-4343
東京芸術劇場 ☎03-5391-2111 日本演劇興行協会
生活文化局文化事業課 ☎03-5388-3154

☎03-3561-3977

都内6カ所において、独創性あふれる
作品を展示。①4月4日

〜14日 、なか

のZERO。②4月24日

〜5月5日

丈町民ギャラリー。③5月14日

、八

〜24日

、福生市プチギャラリー。④5月31日
〜6月13日

5月30日 ・31日 10時30分〜21時
※

日本国籍を有する都内在住・在学の中学
2年。競技体験・面接等の選考有。申込／

優れた運動能力を有する中学生を選考

で

5月7日
（必着）
までに所定の申込書
（

、すみだリバーサイドホー

し、競技経験ゼロからオリンピック等国際

ル。⑤6月27日 〜7月7日 、吉祥寺美

大会での活躍を目指す。対象競技／ボー

東京都体育協会☎03-6804-8123か

〜9月13

ト・ボクシング・レスリング・ウエイトリフティ

オリンピック・パラリンピック準備局事業

ング・自転車・カヌー・アーチェリー。対象／

推進課☎03-5320-7715

術館
（武蔵野市）
。⑥7月24日

日比谷音楽祭〜フリーで誰もが参
加できる、
ボーダーレスな音楽祭

トップアスリート発掘・育成事業♦
第12期生募集 

日

、東京都渋谷公園通りギャラリー。

※いずれも各館休館日を除く。
東京都渋谷公園通りギャラリー☎035422-3151

入手可）
を郵送で。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各催し等が中止・延期となる場合があります。
開催に関する最新情報はホームページでご確認下さい。

＝問い合わせ先、 ＝申し込み先、 ＝ホームページ、 ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル、♦＝
「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2年
（2020年）
4月1日
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康

4月1日から屋内は原則禁煙です

｢東京都受動喫煙防止条例｣･｢改正健康増進法｣全面施行

つつじの開花時期を迎えた境内
（平成30年4月撮影）
=パソコン用壁紙

カラフルに華やぐ歴史的空間

塩船観音寺･霞丘陵自然公園
（青梅市）

か

「花と歴史の寺」として知られる塩船観音寺は、都心から約40km、河

べ

辺駅発のバスを降りて10分ほどの場所にある。周囲を丘に囲まれた地
形が船の形に似ていることから
「塩船」
と名付けられた、開山から1,000
こ さつ

年以上もの歴史を持つ古刹である。
力強い金剛力士像が迎える山門
（仁王門）
をくぐると、国の重要文化

◦飲食店、娯楽施設、体育施設、会社等の事務所、ホテル･旅館（客室
除く）等の屋内は原則禁煙となります。

財に指定されている本堂のほか、東京都や青梅市の指定有形文化財で

◦規定に違反した場合、過料等の罰則を科せられる場合があります。

ある仏像など、貴重な文化財の数々を目にすることができる。これらの

◦喫煙できる場所においても、周囲の方に配慮して喫煙して下さい。

多くは鎌倉時代から室町時代に造られたものだが、その保存状態の良

店舗･施設管理者の方へ

さに驚くと同時に、細部に刻まれた年月の流れに心を動かされる。

◦屋内に喫煙室を設ける場合、法が定める基準を満たす必要があります。

本堂奥の裏山では、昭和40年代からつつじ園の整備が進められてお

◦施設の方針が決まらない場合や、喫煙室の設置が間に合わない場合等は、
禁煙にして下さい。

り、現在20種以上、約2万本のつつじが植えられている。開花時期の4
月中旬から5月上旬にかけて行われる「つつじまつり」では、都内外から
10万人近い人が訪れ、にぎわいを見せる。

都独自のルールのポイント

また、つつじ園の奥から霞丘陵自然公園に入ることができ、見晴らし

◦健康影響を受けやすい20歳未満の子供を守る観点から、保育所･幼稚園･小学
校･中学校･高等学校等の屋外喫煙場所の設置を禁止

の良い尾根道を進むと、富士
山が見える霞丘陵ハイキング

◦受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る観点から、従業員がいる飲食
店では原則屋内禁煙
◦飲食店では、禁煙の場合も店頭に標識を掲示

コースに行くことも可能だ。
土地の歩んできた歴史に触
れ、彩り豊かな自然の景色を満

受動喫煙防止対策に係る相談窓口

喫すれば、今一度新たな気持
ちで日々を過ごすことができる

も く も く ゼロ

だろう。

山門
（仁王門）

JR「河辺」駅からバス「青梅車庫」
「小作駅東口」行きに乗り
「塩船観音入口」
下車、徒歩10分。
[塩船観音寺]☎0428-22-6677。つつじまつり開催期間中のみ大人300円、子供
100円。

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）

☎0570-069690 (ナビダイヤル) 9時〜17時45分(

◦最寄りの保健所等では、受動喫煙防止対策に関する相談のほか、個別のお問い合わせに対応
しています。
◦新しい喫煙ルールに関する詳細は、ホームページでご確認下さい。
お問い合わせ

福祉保健局健康推進課

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 13:45〜13:49

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階南側)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。

☎03-5320-4361

東京都受動喫煙防止条例 検索

☎03-5388-3093

ごあんない

土 日 祝 除く)

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
（5月1日発行）
は、4月30日・5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

