
LINEもご活用ください

福祉保健局感染症対策課　☎03-5320-4487　お問い合わせ

LINEを活用した｢東京都 新型コロナ対策パーソナルサポート｣
　LINE公式アカウント「東京都 新型コロナ対策パーソナルサ
ポート」に「友だち登録」し、自身の健康状態等を入力いただくこ
とで、一人一人に応じた対処方法をご案内します。

■新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
微熱や軽い咳が出る方や、感染したかもしれないと不安に思う方
新型コロナコールセンター　
☎0570-550571(ナビダイヤル)
9時〜21時、土 日 祝 も受付　英語･中国語･韓国語での相談にも対応

風邪症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(高齢･基礎疾
患がある･妊婦の方は2日程度)、強いだるさや息苦しさがある方
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へ
〈平日(17時〜翌9時)･土 日 祝 終日〉☎03-5320-4592

■東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
外出自粛や休業の要請、協力金制度など
都民や事業者の疑問や不安に対応
☎03-5388-0567　
9時〜19時、土 日 祝 も受付

■東京都外国人新型コロナ生活相談センター（T
ト　　コ　　ス

OCOS）
新型コロナウイルスを原因とする、外国人の生活全般の不安などに対応
お困りの方がいたら、教えてあげてください。

0120-296-004　10時〜17時、土 日 祝 除く
やさしい日本語･英語･中国語･韓国語など、14言語に対応

LINE公式アカウント名
｢新型コロナ東京都緊急
事態措置相談センター｣

東京都緊急対策(第4弾)を策定
1 新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策
　感染拡大防止に向けた多面的な施策や、医療提供体制のさらなる強化の
ためのきめ細かな取り組みを展開
○�感染拡大防止に対する協力金の創設�○感染を予防する物資の供給
○患者受け入れ体制の強化�○区市町村振興基金の積み増し　など

2 経済活動と都民生活を支えるセーフティネットの強化
　新型コロナウイルスによる都民や企業の影響を最小限に抑えるため、さま
ざまな側面からセーフティネットを強化
○中小企業制度融資の実質無利子�○妊婦の方のタクシー利用支援
○住居喪失者への一時住居提供　など

3 社会構造の変革を促し、直面する危機を乗り越える取り組み
○オンライン教育の推進�○オンライン医療の活用�○テレワークの推進　など

 政策企画局政策調整課　☎03-5388-2180　

新型コロナウイルス拡大防止にご協力お願いします
医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、

生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないようお願いします。

自分を守るため
大切な人を守るため
そして社会を守るため

STAY HOME
お 家 に い ま し ょ う

ステイ ホーム

やむを得ず外出する場合には、 
3つの｢密｣が重なる場面を避け
行列を作らない等、
人と人との間隔を約2ｍ空けて
行動してください。

ソーシャル・ディスタンス
（適切な距離）を保ちましょう1    換気の悪い 密  閉空間

2    多くの人の 密  集する場所
3    近距離での 密  接した会話

NO!!　3密

2m 2m

検索東京都　コロナ対策サイト東京都の最新の情報については
特設サイトをご覧ください。

712万41世帯　人口1,395万1,791人
（男：685万8,516人　女：709万3,275人）
＊参考：外国人数57万7,576人

世帯と人口 2年3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

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

広報東京都　　　検索
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テレワーク導入･活用拡大の
課題解決を支援2

 ｢デジタルアーカイブ｣を
活用してみませんか？4

新型コロナウイルスの影響により、記事の内
容等が変更となる場合があります。最新の情
報はホームページをご確認ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4月16日時点の情報に基づき作成しています。
本号は4面構成になります。



　 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。
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支　援

お問い合わせ 〈コンサルティングについて〉
 ワークスタイル変革コンサルティング事務局　☎03-6327-1797

〈事業について〉産業労働局労働環境課　☎03-3868-3401　

都内の中堅・中小企業等(従業員数999人以下の企業等。その他要件有)。
テレワークに適した業務の切り出し・可視化、テレワーク導入プロセスの
提案　など
最大5回訪問(各回2時間程度)　　　　　　　　3年1月29日まで

　東京都では、テレワーク導入を検討している企業等に対し、業務改善やICTの専門家
を派遣し、テレワーク導入や活用拡大の課題解決を支援します。また、本事業の支援を
受けた企業に対して費用を一部補助します。

対　象

内　容

実施方法 募集期間

テレワーク導入・活用拡大の課題解決を支援

はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)
　コンサルティングを受けた企業等にテレワークのトライアル導入費用を補助し
ます(その他要件有)。
補助率　10／10(従業員数により限度額有)
補助対象経費　�環境構築経費(機器※購入費等)、就業規則へのテレワーク制度整備費
※�購入する機器やアプリケーションは東京都が定める「テレワーク導入プラン」よ
り選定
募集期間　3年3月31日まで

東京しごと財団　☎03-5211-1756

ワークスタイル変革コンサルティング

5月は自動車税種別割の
納期です�
　6月1日 までにお納めください。新型
コロナウイルスの影響で納税が困難な方
に対して、猶予できる場合があります。身
体障害者手帳等をお持ちで一定の要件に
該当する方は、自動車税種別割の減免が
受けられます。
自動車税コールセンター☎03-3525-

4066（ 除く）か主税局相談広報班
☎03-5388-2925

都税の問い合わせが24時間
365日可能になりました！�
　AIチャットボット（自動対話）を利用して、
都税の一般的な質問に会話形式で答えま
す。ご利用は で。
主税局相談広報班☎03-5388-2925

緊急情報伝達試験を
5月20日に実施�
　5月20日 11時ごろ、全国一斉に全国
瞬時警報システム（Jアラート）を用いた緊
急情報伝達試験が実施されます。試験時
には、都内の多くの区市町村で防災行政
無線等による「これは、Jアラートのテスト

5月25日〜31日は
脳卒中週間です�
　脳卒中は、救命や後遺症の軽減を図る
上で、発症後の早期治療が不可欠な疾患
です。次のような症状が突然起こったらす
ぐに119番してください。迷った場合は、
救急相談センター（＃7119）へ。
〈自分で気付くこと〉
◦片方の手足・顔半分の麻痺、しびれ
◦�ろれつが回らない、言葉が出ない　など
〈周りの人が気付くこと〉
◦�歯を見せるように笑ってもらっても、顔
がゆがんでしまう　など
福祉保健局救急災害医療課☎03-5320�
-4427

高等学校卒業程度認定試験
（第1回）�
　試験／8月12日 ・13日 。締切／5
月12日（消印）。願書／文部科学省・都庁
案内コーナー・多摩教育事務所・東京都
教育相談センター・東京都教職員研修セ
ンターで配布。
教育庁高等学校教育課☎03-5320-

6743

5月の宝くじ発売開始予定日�

◦ドリームジャンボ宝くじ（300円）　���8日
　（1等前後賞合わせて5億円）
◦ドリームジャンボミニ（300円）　　��8日
　（1等1,000万円）
◦1等10万円くじ（100円）　　　　�13日
◦1等50万円スクラッチ（200円）　��20日
◦1等100万円スクラッチ（200円）���27日
財務局公債課☎03-5388-2685

東日本大震災による避難者の方へ
水道・下水道料金の減免を継続します�
　都内に避難し居住している方および避
難者の方が同居している世帯を対象に実
施している水道料金（都営水道）と下水道
料金（23区）の減免措置期間を、3年3月31
日まで延長します。現在、減免措置を適用
されている方の再申請手続きは不要です。
申請等のお問い合わせ
〈水道料金〉23区／水道局各営業所かお
客さまセンター☎03-5326-1101、多摩
地区／水道局サービスステーションか多
摩お客さまセンター☎0570-091-101か
☎042-548-5110
〈下水道料金〉23区／下水道事務所か下
水道局業務管理課☎03-5320-6573

「医療と暮らしのほっとライン」
開催曜日を変更�
相談ダイヤル☎03-6907-1781
　毎月第1・2・4 13時〜16時、第3
10時〜13時。医療ソーシャルワーカーに
よる医療や福祉に関する電話相談。
東京都医療社会事業協会☎03-5944-

8912か福祉保健局医療人材課☎03-
5320-4441

です」という放送や、防災情報メール送信
等が行われます。詳細は各区市町村へお
問い合わせください。
総務局防災管理課☎03-5320-7891

空き家に関するワンストップ
相談窓口・普及啓発事業�
　空き家の相続・売却・賃貸・管理に関
する相談を受け付けています。空家・空
地管理センター 0120-336-366。東
急 0120-057-109。東京都行政書士
会☎03-5489-2411。ネクスト・アイ
ズ 0120-406-212。ミサワホーム
0120-727-330。
住宅政策本部民間住宅課☎03-5320-

5148

都管理河川流域における
「浸水リスク検索サービス」の公開�
　都が「浸水予想区域図」に示している、
大雨が降った場合に浸水が予測される区
域や浸水する深さなどの「浸水リスク」を、
地図や住所から簡単に検索できるサービ
スを公開しています。避難行動の確認や
検討などにご活用ください。
建設局河川部☎03-5320-5414

低公害・低燃費車への買い替え
を支援します�
　中小企業者等による低公害・低燃費車
への買い替えに対し、低金利（4月10日現
在1.10%）の融資をあっせん。利子の2分
の1、信用保証料の3分の2を補助。購入
車両に対する補助金も有。申請期限／3
年3月31日。申込等詳細は で。
環境局自動車環境課☎03-5388-

3535

お知らせ

♦ホストシティTokyoプロジェクト

申込方法等詳細はホームページをご覧ください。

　感染者や医療従事者などが、誹謗中傷やいわれのない差別的扱い
を受ける事例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。

ひとりで悩まず
ご相談ください

　〇悪質な便乗商法等でお困りの場合
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(いやや)

　〇子育ての悩み等でお困りの場合
4152(よいこに)電話相談� ☎03-3366-4152

「虐待かな」と思ったら� ☎189(いちはやく)

　〇配偶者等からの暴力の相談など
東京ウィメンズプラザ（一般相談）� ☎03-5467-2455

東京ウィメンズプラザ（男性のための悩み相談）�
☎03-3400-5313� 17時〜20時／ 14時〜17時

東京都女性相談センター� ☎03-5261-3110

東京都女性相談センター多摩支所� ☎042-522-4232

　〇人権に関する相談
東京都人権プラザ� ☎03-6722-0124

みんなの人権110番� ☎0570-003-110

◦都税について
　納税が困難な場合には申請により納税の猶予ができる場合があります。詳しく
は所管の都税事務所徴収課か支庁総務課にご相談ください。
主税局徴収企画班☎03-5388-3023　

◦水道・下水道料金について
　一時的に支払いが困難な方に対し、最長で4カ月支払いを猶予します。
〈23区〉水道局お客さまセンター☎03-5326-1101
〈多摩地区〉水道局多摩お客さまセンター☎0570-091-101か☎042-548-5110　

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
都税の納税および水道・下水道料金の支払い猶予

都税事務所等
窓口一覧



※電話番号を間違えないようにお願いします
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※ ＝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

Twitter Facebook InstagramLINE都庁では により情報を発信しています！

注　意

　どんなときに事故が起きているかを知り、子供を事故から守
る対策をとりましょう。

◦ベビーゲートを閉め忘れた　　
◦ベビーゲートが外れた　など

◦�ベビーゲートを積極的に使い、階段からの転落や、台所で
のやけどなどを防ぐ。
◦�安全に配慮した、住まいの構造にあったものを選ぶ。
◦�取扱説明書等で適切な固定方法を確認する。
◦�緩みがないかなど、定期的に確認し、必要に応じて固定し
直す。
◦�扉の開閉は、手などを挟み込まないよう注意し、閉め忘れ
がないか確認する。

ベビーゲートを安全に使いましょう！

生活文化局生活安全課　☎03-5388-3082　お問い合わせ

このようなときに事故が起きています

子供を事故から守るために

働　く

東京都ふぐ調理師試験�
　試験／学科：9月12日 、実技：14日
〜18日 のうち指定する日。受験料／

19,700円。願書配布／5月11日〜6月18
日に福祉保健局健康安全課、市場衛生検
査所（江東区）で。願書受付／6月16日
･17日 ･18日 に都庁第二庁舎1階臨時
窓口へ。
福祉保健局健康安全課☎03-5320-

4358

登録販売者試験�

　一般用医薬品の販売等に従事しようと

する方のための試験。試験／9月13日 。
受験料／13,600円。願書配布／5月19
日 から都庁、都内保健所などで。願書受
付／5月25日〜6月5日（消印）に郵送で。
福祉保健局薬務課☎03-5320-4522

調理師試験�

　資格／中学卒業以上で、2年以上の調
理業務経験のある方。試験／10月10日
。受験料／6,400円。締切／6月5日（消
印）。願書配布および申込等詳細は で。
調理技術技能センター☎03-3667-

1815か福祉保健局健康安全課☎03-
5320-4358

「AI付ドライブレコーダー」の
体験モニター�
　資格／自家用普通自動車を所有し、日
常的に運転をする都内在住の65歳以上
で、スマートフォン等によりインターネット
を利用する方。任期／3カ月。申込／5月
15日〜6月15日に所定の申込書（都内の

地域包括支援センターか で入手可）を
か郵送、ファクスで（株）モビリティテクノ

ロジーズ（〒150-0002渋谷区渋谷2-12-
4-11階） 03-4531-8100へ。
都民安全推進本部交通安全課☎03-

5388-2273

募　集

「東京都障害者総合美術展」
出品作品�
　作品／絵画・造形・書・写真。資格／
都内在住の障害者。申込／7月17日（消
印）までに所定の申込書（ で入手）を郵送
で日本チャリティ協会（〒160-0004新宿
区四谷1-19アーバン四谷ビル4階）☎03-
3341-0803、 03-3359-7964へ。
同会か福祉保健局障害者施策推進部

☎03-5320-4147、 03-5388-1413

育英資金奨学生�

　奨学金（無利子貸付）。対象／都内に住
所がある、高校・高専・専修学校（高等課
程、専門課程）に在学する生徒で、勉学意
欲があり、経済的理由により修学が困難
な方。高専・専修学校（専門課程）は都内
の学校のみ。所得等の審査有。申込／在
学校へ。締切／5月末までの在学校が指

定する日。
在学校か東京都私学財団☎03-5206-

7929

都営住宅入居者募集日程の
変更�
　5月の都営住宅入居者募集は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を踏まえ、6月
に変更します。
　募集案内･申込書の配布（予定）／6月8�
日〜16日( 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。
JKK東京(東京都住宅供給公社)都営住

宅募集センター☎03-3498-8894(
除く)

AI ITシニア
スタートアッププログラム�
　対象／起業を目指すおおむね50歳以
上の方。期間／8月中旬〜3年2月下旬、
東京都立産業技術大学院大学ほかで。
科目／「東京経済事情」含む3科目以上。
申込／6月29日までに で。選考手数料
（10,000円）・受講料（1科目20,000円）。
同大学OPI企画運営係☎03-3472-

7833

　注意喚起リーフ
レットを東京都消費
生活総合センターな
どで配布しています
（ からも入手可）。

東京2020大会

　東京2020大会は、日程を延期し、2021年7月23日より開催す
ることが決定しました。
　この間、選手、観客、聖火ランナー、ボランティアなど多くの
方々にご心配をおかけしました。
　今後、東京都は全力を挙げて、新型コロナウイルスに打ち勝ち、
安全で安心な大会の実現に向け、組織委員会、国など関係者と一
丸となって準備を進めていきます。

開催日程 ��
東京2020オリンピック　�　2021年7月23日 〜8月8日
東京2020パラリンピック�　2021年8月24日 〜9月5日

お問い合わせ オリンピック・パラリンピック準備局総務課
☎03-5388-2217　

東京2020大会開催日程の決定

 

　新型コロナウイルスの影響を受け、
多くのイベント・公演が延期・中止
になっています。こうした状況におい
ても、3つの「密」を避けながら、好き
な時間に好きな場所で美術作品やコ
ンサートを楽しめる新たな取り組み
が広がっています。今回はその1つを
ご紹介します。
　1964年の東京大会を契機に東京都
が設立したオーケストラ、東京都交響
楽団は、家で長い時間を過ごしている
方に音楽を届けたいという思いから、
無観客で行ったコンサートの様子を
YouTubeで配信しています。3月末に
配信した「都響スペシャル『春休みの
贈り物』」は、再生回数が累計20万回
を超え（4月15日時点）、大きな反響を
呼んでいます。
　この『春休みの贈り物』は、子供から
大人まで、多くの音楽ファンが楽しめ
る2本立てとなっています。1本目は、
今や都響の代名詞とも言える「ドラゴ
ンクエスト」シリーズの楽曲と子供た

コンサート動画を無料配信

ちが一緒に歌って楽しめるジブリ映
画の曲などを集めたプログラム。
　2本目は、「モルダウ」や「美しく青き
ドナウ」など、オーケストラの迫力と
華やかさが際立つ曲を収録した「オー
ケストラ名曲集『癒しの音楽』」です。
　指揮者や演奏者の表情、細かな動き
まで見られるのは映像ならではの醍
醐味と言えるでしょう。また、指揮を
務めた音楽監督の大野和士さん自ら
が、演奏の合間に曲の解説をしている
のも見どころの1つです。
　演奏会を中止せざるを得ない状況
の中、大野さんは次のとおり、メッセー
ジを送っています。「皆さまと力を合
わせて、この難しい時を乗り越えてま
いりましょう。そして、1日も早く再び
コンサート会場でお目にかかれるよ
う都響楽団員一同と共に願っており
ます」

＊東京都交響楽団YouTube
公式チャンネル

東京芸術劇場での無観客コンサートの様子

都
響 か

らの 贈り物

生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232お問い合わせ

奨励賞受賞作品

ⓒ堀田力丸



住宅政策本部民間住宅課　☎03-5388-3320　お問い合わせ環境局自然環境部　☎03-5388-3506　お問い合わせ

環　境

　都では森林所有者と協定を結び、手入れの難しくなったスギ･ヒノキ林
を間伐する｢森林再生事業｣を実施しています。
　スギやヒノキの人工林は、適切に間伐することで幹は太く、根は広く深
く発達し、台風等の自然災害に強い健全な姿を取り戻します。詳しくは森
林所在地の市町村へお問い合わせください。

森林を所有する皆さんへ
間伐費用を都が全額負担します

住　宅

※電話番号を間違えないようにお願いします
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、奥多摩町、檜原村
◦�25年間の協定期間中、間伐を2度実施
◦�森林以外への転用不可など制約有

対象森林地域
協定概要

■ 登録協力補助(登録協力報奨金)

■ 見守り機器設置費等補助

制度の概要等詳細はホームページをご覧ください。

サイト紹介

印刷物規格表第1類　
印刷番号（31）79

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 13:45〜13:49
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。

放置された森林(左)が間伐後明るくなり、地表も草木で覆われている(右)

〈次号（6月1日発行）は、5月31日・6月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

東京動画

東京アルバム

都立図書館「江戸･東京デジタルミュージアム」東京ズーネットBB
都政の仕組みや東京の魅力を伝える動画を
紹介。ランキング（週間･月間）や、都提供の
テレビ番組などさまざまな動画を公開。

生活文化局広報課　☎03-5388-3054

昭和20年代から現在に至る、東京の風景の数々を写真で紹介。

生活文化局広報課　☎03-5388-3094

江戸･東京の歴史や文化を楽しみながら学べる
資料を公開。

同館　☎03-3442-8451

動物園･水族園での動物たちの行動
を「うごく!どうぶつ図鑑」として動画
で紹介。

東京動物園協会　☎03-3828-2143

家で過ごす時間に「デジタルアーカイブ」を活用してみませんか？

東京動画 検索

東京アルバム 検索

江戸東京デジタルミュージアム 検索東京ズーネットBB 検索

東京都公文書館　デジタルアーカイブ
公文書館が所蔵する江戸明治期史料や公文書、地図などをデ
ジタル画像で公開。

同館　☎042-313-8440
東京都公文書館 検索

　住宅セーフティネット制度は、住まい探しにお困りの方が広く入居でき
る賃貸住宅として、賃貸用物件を所有する方が物件を登録する制度です。

　不動産事業者からの働きかけにより、都内の空き家等がセーフティネッ
ト専用住宅に新たに登録された場合、当該貸主･事業者それぞれに5万円
を交付します。

　セーフティネット住宅に設置する一定の見守り機器の購入費･取付費の
1／2を補助します(補助限度額3万円／戸)。

東京ささエール住宅
(セーフティネット住宅)
の新たな補助を開始

◦�高齢者･障害者･低額所得者･子育て世帯の少なくともいずれかを受け
入れる登録とすること、専用住宅として10年間維持すること等要件有。


