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1 緊急事態宣言下では、外出自粛等の徹底により、感染を最大限抑え込む
2 適切なモニタリング等を通じて、慎重にステップを踏み、都民生活や経済社会活動との両立を図る
3 状況の変化を的確に把握し、必要な場合に｢東京アラート｣＊を発動し、外出自粛等の再要請をするなど感染拡大防止の徹底を図る
4 今後、発生が予想される｢第2波｣に対応するため、万全の医療･検査体制を整備する
5 ウイルスとの長い戦いを見据え、暮らしや働く場での感染拡大を防止する習慣=｢新しい日常｣が定着した社会を構築する

〈作成の5つの視点〉

新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ（骨格）

○「息苦しさ」「強いだるさ」「高熱」等の強い症状がある方や比較的軽い風邪の
　症状が続いている方。
○高齢・基礎疾患がある・妊婦の方は比較的軽い風邪の症状がある場合。
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

新型コロナウイルスとの戦いは今後長期戦が見込まれます。
都では、感染拡大防止と経済社会活動が両立した新たな社会構築に向け、

｢新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ｣を作成しました。

6月号は5月19日時点の情報に基づき作成しています。

みんなで守ろう　いのちと暮らし

 判断指標  指標項目

 感染（疫学的）状況
 ①新規陽性者数
 ②新規陽性者における接触歴等不明率
 ③週単位の陽性者増加比

 医療提供体制
 ④重症患者数
 ⑤入院患者数

 モニタリング(監視体制)
 ⑥PCR検査の陽性率
 ⑦受診相談窓口における相談件数

■緩和･再要請を判断する際に用いるモニタリング指標

■新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
感染症の予防に関すること、心配な症状が出たときの対応など
新型コロナコールセンター　
☎0570-550571(ナビダイヤル)
9時〜22時、土 日 祝も受付　英語･中国語･韓国語での相談にも対応

ロードマップの詳細は「東京都防災ホームページ」をご覧ください。

人との距離を取り、向き合わない

感染拡大防止のため引き続き、
｢3密の回避｣｢人との距離の確保｣にご協力ください。

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

＊｢東京アラート（警報）｣の発動
　7つの指標について常にモニタリングを行い、警戒すべき状況と判断される
場合には、｢東京アラート｣を発動し、都民に警戒を呼び掛ける。

　〈ロードマップについて〉
　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　☎03-5388-0567
　〈モニタリング指標について〉
　福祉保健局感染症対策課　☎03-5320-4482

お問い
合わせ

715万7,358世帯　人口1,398万2,622人
（男：687万1,011人　女：711万1,611人）
＊参考：外国人数57万165人

世帯と人口 2年4月1日現在の推計
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おうち時間を
有効活用するために！4

都立霊園の使用者を募集
申込期間は6月18日～7月7日です

7

7月5日は東京都知事選挙の
投票日です
6月19日～7月4日の期日前投票も
ご利用ください
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　 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。

申請等詳細はホームページをご覧ください。

東京都感染拡大防止協力金
　都からの休業要請等に全面的に協力いただいた中小事業者を対象に協力
金を支給。
申請対象／�①�都内に事業所がある中小企業等で、大企業が実質的に経営に

参画していない。
　　　　　�②�都による休止･時間短縮の要請･協力依頼対象施設を運営して

いる（自主休業は対象外）。
　　　　　③�5月6日までの対象期間のうち、少なくとも4月16日から休業

等を行っている、など全ての要件を満たす事業者。
支給額／50万円（2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円）
申請／6月15日 までに か郵送（消印）、持参（持参は17時まで）で。専門
家（①都内の青色申告会②税理士③公認会計士④中小企業診断士⑤行政書
士）による事前確認により、円滑な申請･支給が可能です。専門家の事前確認
がなくても申請は可能ですが、確認のために時間を要する場合があります。
備考／5月7日以降の休業要請等に協力いただいた場合の協力金について
は、 等でお知らせします。

�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　☎03-5388-0567

〈東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書〉
食事提供施設の申請の場合に記入が必要な【従来の営業時間】欄の
記入が漏れている。

〈休業等の状況がわかる書類〉
休業等の期間が、｢いつからいつまでか｣分かるように記載されて
いない。

〈支払金口座振替依頼書〉
金融機関･支店コードや種目の欄が記入されていない。
口座名義人（カタカナ）欄が正しく記入されていない。

新型コロナウイルスに関する 
緊急就職相談ダイヤル･相談窓口
　新型コロナウイルスの影響により、内定取り消し･雇い止め･解雇等で離
職された方の就職に向けた相談に対応。
相談窓口／東京しごとセンター（千代田区飯田橋3-10-3）
電話相談／☎03-5213-5013
時間／窓口･電話いずれも ～ 9時～20時、 9時～17時

新型コロナウイルスに対応した中小事業者向け･個人向け支援を実施

｢東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ｣を開設

事業者向け 事業者向け

事業者向け

事業者向け

個人向け 個人向け

　新型コロナウイルス感染症に関する支援情報を、都民･事業者の皆さんへ分かりやすく伝えるウェブサイトを開設しています。
　簡単な質問に回答することで、個々のニーズに合った支援情報を得ることができます。ご活用ください。

資金繰り（もらう）、資金繰り（かりる）
雇用･従業員に関すること
テレワークに関すること
税･年金･保険、生活費に関すること
生活インフラ（自動車･住宅･電気･ガス･水道）
公的施設の使用、相談
行政からのお知らせ　など

東京都理美容事業者の自主休業に係る 
給付金
　4月30日から5月6日までの間、自主的に休業いただいた、中小企業およ
び個人事業主等の理美容事業者を対象に給付。　
支給額／15万円（2店舗以上有する事業者は30万円）　
申請／6月15日 までに か郵送（消印）で。
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　☎03-5388-0567

新型コロナウイルスに関する 
緊急労働相談ダイヤル
　新型コロナウイルスに関する解雇･雇い止め･内定取り消し、休暇や休業と
それに伴う賃金の取り扱い、ハラスメント等の労働問題の相談に対応。
☎0570-00-6110（東京都ろうどう110番）
※�「新型コロナウイルス関連の相談」と伝えてください。
時間／ ～ 9時～20時、 9時～17時
東京都労働相談情報センター　☎03-3265-6110

中小企業人材オンラインスキルアップ 
支援事業
　中小企業等が従業員に対して行うeラーニングを利用したスキルアップ
に要する経費を助成。
助成対象／eラーニングに要する経費（受講料、訓練に付随するID登録料・
管理料等）
助成率／5分の4（助成限度額32万円／社）
助成要件／12月31日までに訓練を完了すること
産業労働局能力開発課　☎03-5320-4718　

新型コロナウイルス感染症緊急対策 
設備投資支援事業
　都内中小企業を対象に、感染症対策関連商品（マスク･アルコール消毒液･
防護服等）の製造等に必要な機械設備の新規導入経費を助成。
助成率／5分の4（助成限度額1億円／社）
助成対象期間／交付決定日の翌月1日から1年6カ月間
東京都中小企業振興公社　☎03-3251-7884

東京都　コロナ　支援 検索お問い合わせ 政策企画局政策調整課　☎03-5388-2189　https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/

テーマ別に制度を見る

　提出書類の記入漏れ等が多く見られます。提出前にご確認ください。

自分にあった制度を探す テーマ別に制度を見る キーワードで検索する



新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
■東京都緊急事態措置等･感染症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
FAX 03-5388-1500(聴覚に障害のある方等専用)

■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

対応言語：やさしい日本語･英語･中国語･韓国語･ベトナム語･ネパール語･インドネシア語･
タガログ語･タイ語･ポルトガル語･スペイン語･フランス語･カンボジア語･ミャンマー語
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※電話番号を間違えないようにお願いします

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

※ ＝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

運転免許証の有効期間の延長措置都税の納税および
水道･下水道料金の支払い猶予

取り扱いに注意しましょう！

家庭でのマスク等の捨て方

� 都税について

水道 ･ 下水道料金について

消毒用アルコールの安全な使い方

スマートフォン等を利用した
聴覚障害者のための遠隔手話サービス

「特別定額給付金」について 新型コロナウイルスに便乗した
悪質商法･詐欺にご注意ください　新型コロナウイルス感染症対策に係る家計への支援として、基準日

（2年4月27日）において住民基本台帳に記録されている方を対象に、1
人につき10万円を給付します。申請期限は各区市町村が定めた受付開
始日から3カ月です。
　申請方法や給付方法については各区市町村、総務省コールセンターへ
お問合せください。

怪しいなと思ったら、電話相談窓口へご連絡ください。

消費者ホットライン ☎188（いやや）
東京都消費生活総合センター ☎03-3235-1155　
「東京くらしWEB」の特設ページでも事例を紹介しています。

水道局お客さまセンター ☎03-5326-1101（23区）
☎042-548-5110（多摩）

下水道局排水設備課 ☎03-5320-6581　

◦�区市町村や東京都、総務省などが、給付のために手数料の振り込
みを求めたり、現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
は、絶対にありません。
◦�自宅や職場などに行政機関をかたる電話がかかってきたり、
メールが届いたら、お住まいの区市町村や最寄りの警察署、消費
生活センターにご相談ください。
警察相談専用電話　☎＃9110�

　消費者ホットライン　☎188（いやや）

区市町村、特別定額給付金コールセンター　 0120-260020　　　�　

　新型コロナウイルス感染症対策のため、運転免許証の有効期間が7月31
日までの方は、3カ月の有効期間の延長手続を行うことができます。申請
方法等詳細は運転免許試験場･免許更新センター･警察署へ。
警視庁運転免許本部　☎03-6717-3137　

　新型コロナウイルスの影響により、事業
等の収入が一定程度減少するなど、納税が
困難な場合には、申請により納税を最長で
1年間猶予する徴収猶予制度があります。
申請書は で。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。
主税局相談広報班　☎03-5388-2925　

　新型コロナウイルスの影響により、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。
　ファクスでの受け付けも行っています（所定の様
式を で入手）。詳しくは か電話で。
〈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、☎042-548-5110　

　新型コロナウイルスな
ど感染症と診断された方
やその疑いのある方が家
庭にいる場合、鼻水等が
付着したマスクやティッ
シュ等のごみを捨てる際
に注意が必要です。

環境局一般廃棄物対策課　�
　☎03-5388-3581　

　新型コロナウイルス感
染症の拡大防止対策とし
て、消毒用アルコールを
使用する機会が増えてい
ます。使用の際は、次の
点に注意しましょう。

東京消防庁危険物課　☎03-3212-2111（内線4839）　

　新型コロナウイルス感染の疑いがある聴覚障害者が、「新型コロナ外来（帰国者･接触者外
来）」を受診する際に、スマートフォン等のテレビ電話機能を利用して手話通訳者が画面越しに
手話通訳を行う遠隔手話サービスを提供します。
対象／都内在住の聴覚障害者で、新型コロナ受診相談窓口またはかかりつけ医により、新型コ
ロナ外来の受診が必要だと判断された方
※�お持ちのスマートフォン等に専用アプリをインストールする必要があります。
申込／新型コロナ外来の受診前にお住まいの区市町村（手話通訳派遣窓口）へ。
�福祉保健局障害者施策推進部　☎03-5320-4147　 03-5388-1413　

◦�新型コロナウイルス関連事業に投資すれば10倍になると勧誘する。
◦�厚生労働省職員を名乗って、「新型コロナウイルスの検査をした方が
よい」と電話する。
◦�注文していないマスクを宅配便で送り、代金を請求する。
◦�「新型コロナウイルスが水道管や排水管に付着しているため洗浄し
たほうがよい」と言って、高額な洗浄代を請求する。

◦ごみに直接触れない
◦ごみ袋はしっかり縛って封をする
◦ごみを捨てた後は手を洗う

◦�危険物に該当する消毒用アルコールもあるため、使
用前に必ず容器表面の注意事項を確認する
◦�蒸発しやすく、可燃性蒸気が発生するため、喫煙時
や、コンロなど火元の近くでは使用しない
◦�詰め替えの際は、通風性の良い場所や常時換気が可
能な場所で行う

消費生活全般
について

水道･下水道
について

おもな手口

詐欺にご注意ください

申請書

聴覚障害者 遠隔手話
オペレーター

通訳者側
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感染症対策支援

　熱中症を疑う等、医療機関の受診や救急車を呼ぶ
か迷ったときは、☎#7119（東京消防庁救急相談セン
ター）、｢東京版 救急受診ガイド｣をご利用ください。

◦早め･こまめな水分補給
　運動をする際などは、計画的に休憩･水分補給をしましょう。
◦帽子や日傘で日差し対策
　外出する際は、強い日差しを避け、帽子や日傘を利用しましょう。
◦部屋の中では風通しを良く 
　エアコン、扇風機などを利用し、室内温度を調整しましょう。

　熱中症は、梅雨の合間の気温が上昇する日や、蒸し暑い日など、身体が
暑さに慣れていない6月頃から発生するため、注意が必要です。

マスクをしていると、汗の蒸発が妨げられるなど体温調節ができず、脱
水等を起こしやすくなります。ご注意ください。

（参照：環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」）

東京消防庁防災安全課　
☎03-3212-2111（内線4207）　

お問い合わせ

夏本番前から熱中症予防対策を
注　意

熱中症を防ぐ3つのポイント

東京版 救急受診ガイド

　デング熱やジカウイルス感染症な
ど、蚊が媒介する感染症の発生を防止
するためには、日頃から蚊の発生を抑
制するとともに、蚊に刺されないよう
にすることが大切です。
　皆さんで協力し、蚊の発生防止に取
り組みましょう。

お問い合わせ 福祉保健局環境保健衛生課　☎03-5320-4391　

防　除

6月は蚊の発生防止強化月間
蚊が出るぞ　みんなで無くそう　たまり水

◦不要なたまり水をなくそう
　例： 植木鉢の受皿、空き缶、古タ

イヤ　など
◦ 草むら･やぶは定期的に手入れを
◦ 刺されないよう長袖･長ズボンを

着用し、虫よけ剤も活用

蚊対策のポイント

検索東京都 蚊対策

都立図書館　学習読書応援 検索 みんくるの小部屋 検索

スポーツTOKYOインフォメーション 検索

「おうちで運動」特集！ こうさくどうぶつえん･ぬりえどうぶつえん

おうちで楽しむ都営交通

今こそできる！こんなこと−都立図書館 学習･読書ポータル

「おうち時間」を有効活用するために！
家でできる運動･学習支援サイトを開設 家を楽しむ、塗り絵と工作
　家で気軽に取り組める運動や学習を応援するためのサイトを作りました。気軽に始
めて、楽しく、「おうち時間」を過ごしましょう！

　おうちで動物や都営交通公式キャラクターに親しめるページを
作成しました。印刷して「おうち時間」をお楽しみください。

◦ TOKYO style
　1日10分 か ら 始 め る「つ い で に ス
ポーツ」など、家で簡単にできる運動を
まとめたパンフレット。「座位時間と
健康」など役立つ情報も掲載。

　コアラやキリンなど、動物
の切り絵の型紙などを用意し
ました。工作を通して、動物た
ちの特徴に気づいたり、新し
い発見に出会えるかも。

　多摩動物公園で飼育･生息し
ている動物の中から、31種類の
動物の塗り絵を用意。塗り絵の
一言コメントもお楽しみに。

多摩動物公園　☎042-591-1611

　都営交通のマスコットキャラク
ター、「みんくる」と「とあらん」の塗
り絵を用意。人気キャラクターを
自由に色付けしてみませんか。

　都バスのペーパークラフトの
データを用意しました。いろいろな
バスを作ってみましょう！

◦おうちでできる簡単な運動動画
　障害のある方もない方も容易に取り組
める運動動画。字幕･音声付き。椅子に座
りながら、肩こりや足のむくみを解消す
る運動など多数紹介。

�オリンピック･パラリンピック準備局パラリ
ンピック部　☎03-5320-7729、東京都障
害者スポーツ協会　☎03-5206-5586

◦ かんたん体操で介護予防･フレイル予防
　高齢者の方も簡単にできる体操動画。字幕付き。
スクワットやあーんー体操など、健康的な生活習慣
の維持に繋がる運動を紹介。

福祉保健局高齢社会対策部�
　☎03-5320-4271

◦ アスリートからのメッセージ
　アスリートによるメッセージやト
レーニング紹介などの動画を掲載。

オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部　☎03-5320-7723

◦ これならできる！自由研究
　小学生の自由研
究に役立つアイデ
ア（111種類）を紹
介。興味のある教
科やテーマ、読み
たい本から探すこ
とができます。

◦ 今こそ読みたい！ 
ネットで読めるおすすめ作品

　インターネット上の図書館「青空文庫」よ
り、小学校高学年から高校生向けに、都立
図書館の司書がおすすめ作品を紹介！星の
数で難易度の目安を示しています。

都立中央図書館　☎03-3442-8451

ぬりえどうぶつえん 検索

こうさくどうぶつえん 検索

おうちで楽しむ都営交通 検索

都営交通お客様センター　☎03-3816-5700



教　育

授業料軽減助成金　 奨学給付金　

　東京都は、私立高等学校等に通う生徒の教育費負担軽減のため、授業料軽減助成金･奨学給付金の申請受付を行います。

授業料以外の教育費負担を軽減今年度から対象者を拡大

私立高等学校等に通う生徒の教育費を支援

東京都私学財団　☎03-5206-7925　お問い合わせ

①�都内私立高校平均授業料相当額までの支援：2年5月1日以前から申請時まで生徒と
保護者が都内在住で、私立の高等学校※･中等教育学校後期課程･特別支援学校高等
部･高等専門学校（1年～3年）･専修学校高等課程に在学する生徒の保護者のうち、区
市町村民税課税標準額等が一定基準以下の方（年収目安910万円未満）。なお、生徒が
学校の指定する都外の寮に移り住む場合も対象となります。
②�多子世帯支援：①の基準を上回った保護者のうち、扶養する23歳未満の子が3人以

上いる方。

①�65,000円～342,200円
　就学支援金と合わせて年間総額461,000円（通信制課程は254,000円）の範囲内で、
保護者が負担する在学校の授業料が上限。
②59,400円
　保護者が負担する在学校の授業料が上限。

平成26年4月以降に入学した生徒の保護者で、7月1日現在、
都内在住かつ生徒が私立の高等学校･中等教育学校後期課
程･高等専門学校（1年～3年）･専修学校高等課程･各種学校
の一部などに在学している、生活保護世帯および住民税が非
課税または均等割のみ（所得割額が0円）の方。

38,100円～138,000円

今年、家計が急変した世帯を対象とした追加受付を予定。
詳細は6月中旬以降に私学財団 で。

6月19日～7月31日（消印）に所定の申請書（6月中旬
以降に在学校か私学財団 で入手可）を郵送で〒162-
8799牛込郵便局留東京都私学財団へ。
通信制高校の授業料軽減助成金の申し込みは10月頃
を予定。

※①②ともに高等学校の通信制課程は、都認可校のみ。

対　象 対　象

申　込

助成額（年額）

給付額（年額）
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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！

※電話番号を間違えないようにお願いします

　東京都では、多くの犠牲者の方々のご冥福を祈り、平和を願う都民の強い決意
を表すため、例年8月15日に｢東京都戦没者追悼式｣を実施しています。
　今年の開催については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から参列者
募集の有無を含めて実施方法を検討中です。概要等詳細は、同日開催の日本政府
主催「全国戦没者追悼式」と併せてホームページ等でお知らせします。

福祉保健局生活福祉部　☎03-5320-4076　お問い合わせ

東京都戦没者追悼式･全国戦没者
追悼式の実施について

平　和

環　境防　災

　大気環境の改善に取り組んでいる事業者を「Clear 
Skyサポーター」として募集しています。登録方法など
詳細は で。

環境局計画課　☎03-5388-3481　

お問い合わせ 環境局化学物質対策課　☎03-5388-3457　

　近年、頻発する集中豪雨などにより、下水道が整備された地域
でも浸水被害が起こっています。ぜひ、皆さんのご家庭でも、浸水
被害への備えをお願いします。

6月は浸水対策強化月間です
浸水への備えを心掛けましょう

◦�雨水ますや側溝の上に物を置いた
り、ごみを入れない
　雨水が下水道管に流れ込まず、浸
水の危険性が高くなります。

家庭でできる浸水の備え

下水道局管路管理課　☎03-5320-6615お問い合わせ

◦�日頃から浸水に備えて準備する
　土のう、水のう、止水板などの準備
をお願いします。これらは、身近にあ
るもので代用が可能です。

◦�豪雨時は地下室や半地下室に入ら
ない
　地下室等は、道路から雨水が流入
し、浸水することがあります。

ごみ袋を利用して

置かないでください

浸水対策強化月間 検索

「Clear Skyサポーター」を募集！

　GPS機能による現在地表
示が可能です。雨の強さを
10段階で色分け表示、降雨情
報をリアルタイムで確認で
きます。

「東京アメッシュ」で
降雨情報の確認を！

　気温が高く日差しの強い夏は、光化学スモッグ注意報が発生しやすい季節で
す。大気中のVOC（シンナーなどの有機溶剤やガソリンが揮発したものなど）は
光化学スモッグ発生の原因になります。
　都は九都県市※で連携し、VOCの排出削減を広く呼び掛けています。VOCを減
らすために、皆さんのご協力をお願いします。
※ 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市

光化学スモッグのない青空を目指して
6月〜9月は夏季のVOC対策重点実施期間

◦�暮らしの中のVOCを減らすため、VOC含有量の少ない製品を選びましょう。
◦�工場などで有機溶剤を取り扱うときは、容器のふた閉めを徹底し、溶剤がつい
た布は密閉容器に捨てましょう。
◦�塗装作業を行うときは、水性塗料などの低VOC塗料を使いましょう。
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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。

　寄附金は新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、都内医療現場のための物
資購入等に活用します。金融機関から口座振り込みで。
金融機関／みずほ銀行　支店名／東京都庁出張所（店番号777）
預金種目／普通　口座番号／3002619
口座名／守ろう東京・新型コロナ対策医療支援寄附金
※�みずほ銀行本支店からは、振込手数料はかかりません。

福祉保健局指導第三課☎03-5320-4174　

守ろう東京・新型コロナ対策医療支援寄附金

03-3802-3765
福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

4127

都提供テレビ番組の放送開始
「東京インフォメーションイブニング」�
　新型コロナウイルス感染症に関する都
からのお知らせや取り組みを伝える番組。
月曜〜金曜18時25分〜18時30分（祝日
18時15分〜18時20分）、TOKYO�MXで。
生活文化局広報課☎03-5388-3054

2年度特別児童扶養手当・特別
障害者手当等の手当額改定�
　4月から手当額が改定されました。対
象／特別児童扶養手当・特別障害者手
当等を受給している方。特別児童扶養手

当（1級）52,200円→52,500円、同（2級）
34,770円→34,970円、特別障害者手
当27,200円→27,350円、障害児福祉
手当・福祉手当（経過措置分）14,790円
→14,880円
区市町村か東京都心身障害者福祉セ

ンター☎03-3235-2949、 03-3235-
2968

6月1日からスマホ決済アプリで
都税が納付できるようになります�
　スマートフォン決済アプリ「P

ペ イ ペ イ

ayPay」また
は「L

ラ イ ン

INE�P
ペ イ

ay」から、納付書のバーコード
を読み取ることで、外出せず納付が可能
です。
主税局収入管理指導班☎03-5388-

2984

6月は「就職差別解消促進月間」
〜問われる企業と社会の人権感覚�
　東京都では国等と連携して、就職差別
をなくし、就職の機会均等を確保するため
の啓発活動を展開しています。差別のな
い公正な採用選考の実施に向けて、積極
的な取り組みをお願いします。
産業労働局労働環境課☎03-5320-

4649

進路相談会�

　不登校や高校を中途退学した方など
に、進路情報の提供や個別の相談を行い
ます。7月4日 ・18日 ・8月22日 東
京都教育相談センターで。7月11日 同
センター立川出張相談室で。いずれも9
時30分〜16時30分。対象／中・高校生

相当年齢の方と保護者。申込／各日8日
前までに電話で同センター☎03-3360-
4175へ。

6月は固定資産税・都市計画税
（23区内）第1期分の納期�
　6月1日に納税通知書を発送します。6
月30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場合
には、猶予できる場合があります。
主税局相談広報班☎03-5388-2925

喫煙・受動喫煙の健康影響を
考えましょう�
　5月31日の「世界禁煙デー」から1週間は
「禁煙週間」です。東京都では、禁煙希望
者への支援としてリーフレットを作成して
います。 からもダウンロードできます。
福祉保健局健康推進課☎03-5320-

4361

6月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等300万円スクラッチ（200円）　� 6日
◦幸運のクーちゃんくじ（200円）　　�6日
�　（1等前後賞合わせて5,000万円）
◦1等500万円スクラッチ（300円）���10日
◦1等1万円スクラッチ（100円）　��� 10日
◦1等1,500万円くじ（100円）　　�� 10日
◦1等30万円スクラッチ（200円）　� 17日
◦幸運の女神くじ（200円）��　　　��24日
�　（1等前後賞合わせて1億5,000万円）
◦1等100万円スクラッチ（200円）���24日
財務局公債課☎03-5388-2685

気管支ぜん息等の方へ助成を行って
います〜大気汚染医療費助成制度�
　都内に1年（3歳未満は6カ月）以上在住
の18歳未満で気管支ぜん息等に罹

り

患
かん

し
ているなど、要件を満たす方に、認定疾
病に係る医療費を助成しています。申請
書の配布・受付等はお住まいの区市町村
窓口へ。
区市町村か福祉保健局環境保健衛生

課☎03-5320-4491

7月1日から児童相談所の
相談窓口が一部変更�
　荒川区の児童相談所開設に伴い、相談
窓口が変更になります。
荒川区にお住まいの方／荒川区子ども家
庭総合センター（荒川区荒川1-50-17）☎

 
お問い合わせ　生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232

https://tokyotokyofestival.jp/
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　江戸から現代に至るまでの歴
史と文化を、豊富な資料や細部
まで作り込まれた模型で学ぶこ
とができる江戸東京博物館。今
回は家に居ながら江戸東京博物
館を楽しめる方法を紹介します。
　ホームページの「WEBで博物
館を見てみよう」をクリックすると、
約9,000㎡におよぶ常設展示室
を、実際に博物館を訪れたかのよ
うに鑑賞できます。実物大で復元
した江戸時代の日本橋をはじめ、明治
時代初期の銀座煉瓦街の縮尺模型や、
昭和初期の住宅を再現した展示などを
見ることができます。
　中でも、縮尺模型の中に立ったかのよ
うな視点で、江戸の街並みと人々を再
現した世界観を体感できるのは、ホーム
ページならでは。道を往来する人や商い
をする人を眺めるなど、江戸時代にタイ
ムスリップした感覚をお楽しみください。
　また、歴史的な建造物を移築保存し
ている江戸東京たてもの園のホーム
ページでも、園内の復元建造物を、内
側と外側の両方から見ていくことがで

自宅で江戸東京の歴史や文化に触れてみよう！

きます。東京文化会館などを設計した
近代日本の建築家･前川國男の自邸2
階や関東大震災後に建てられた看板建
築の文具屋･武居三省堂の住居部分な
ど、通常足を踏み入れられないエリアも
ホームページでは公開しています。
　この他、江戸東京博物館の所蔵す
る絵画や工芸品の一部は、｢T

ト ー キ ョ ー

OKYO�
D
デ ジ タ ル

IGITAL�M
ミ ュ ー ジ ア ム

USEUM｣内の｢注目のコレ
クション｣にて解説付きで閲覧すること
ができます。
　この機会に、ご自宅でゆっくりと江戸
東京の歴史に触れてみてはいかがで
しょうか。

＊江戸東京博物館ホームページ　�����https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
＊江戸東京たてもの園ホームページ　https://www.tatemonoen.jp/
＊TOKYO�DIGITAL�MUSEUM　����https://digitalmuseum.rekibun.or.jp/

江戸の街並みを再現した縮尺模型(両国橋西詰)

お知らせ

タックス・タクちゃん

　主に50代・60代のこれから高齢期を迎える世代を対象に、これからの人生設計
を考える際のヒントや、歳を重ねても安心して暮らすために役立つ情報等を掲載。
　都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階)・公共施設等で配布するほか、6月上旬か
ら で個別配送を受け付けます。

お問い合わせ 福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4272　

電子ブックでも読めます(6月上旬から)

東京50 BOOK
 〜これからの夢とライフを考える本

フィフティ･アップ
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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

働　く

介護支援専門員
実務研修受講試験�
　試験／10月11日 。費用／12,900
円。申込／6月1日〜30日（消印）に簡易書
留郵便で。要項配布／都庁案内コーナー・
区市町村・東京都福祉保健財団で。郵

送希望は封筒に「受験要項希望」と書き、
250円分切手を貼った返信用封筒（角2）
を同封し、〒163-0719東京都福祉保健
財団へ。
同財団☎03-3344-8512か福祉保健

局介護保険課☎03-5320-4279

職 員 採 用

入手）を各センター等へ持参か郵送（必
着）で。

産業労働局雇用就業部☎03-5320-
4702

医師（保健所医師）等
公衆衛生従事者������ 　�� ��
　医師／都か23区、八王子市、町田市
の保健所・本庁等。医師免許取得者で
臨床研修を修了した50歳位までの方。
保健師／御蔵島村。申込等詳細は で。

福祉保健局保健政策課☎03-5320-
4335

職業能力開発センター等
講師　�������� 　　　　　 　
　科目／調理、障害者向け訓練、電気、
配管、広告美術、機械、ビル管理、マン
ション維持管理、グラフィック印刷、自
動車、環境空調サービス、木工、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／25人程度。勤務場所／各セン
ター等。任用期間／7月1日〜3年3月
31日。選考／6月中旬。面接・能力実
証等。申込／6月8日 までに所定の
申込書兼履歴書（各センター等か で

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

お問い合わせ 　東京都公園協会霊園課　☎03-3232-3151（ 除く）　https://www.tokyo-park.or.jp/reien/

募　集

申込方法･期間

申　 込　 書

申 込 資 格

募集に関するお問い合わせ

①ホームページ：6月18日〜7月7日。
②郵送：所定の申込書で6月18日〜7
月7日の消印があるもの。
※�①②のいずれかの方法で、1人･1カ所
の申し込みに限る。

6月18日〜7月7日に、都庁案内コー�
ナー、東京都公園協会、各都立霊園･�
葬儀所、都内区市町村、松戸市の窓
口で配布します。

都内に一定年数以上継続して居住し
ているなど、施設ごとに資格が定め
られています。詳細は申込書をご確
認ください。

☎0570-783-802
6月1日〜7月12日（6月6日 ･
7日 ･13日 ･14日 除く）　

都立霊園の使用者を募集します
募集霊園 墓所の種類 募集数 使　用　料 年間管理料

多磨霊園

一　　般 374カ所 165万9,600円〜617万7,400円 1,400円〜4,900円

みたま堂 40カ所
2体用　21万5,000円

使用期間：30年（更新可）
3,260円

4体用　28万7,000円 4,350円
6体用　35万9,000円 5,440円

小平霊園

一　　般 85カ所 166万2,500円〜520万6,250円 1,400円〜4,200円
芝　　生 17カ所 354万円 3,760円

樹林墓地
遺骨申込 66体

・遺骨1体あたり 　　  13万4,000円
・粉状遺骨1体あたり　 4万4,000円

不　要

遺骨・生前申込 136体
生前申込 517体

樹木墓地（遺骨申込のみ） 400体 遺骨1体あたり　19万4,000円

合葬墓地
遺骨申込 192体

・一定期間後共同埋蔵　遺骨1体あたり　7万円 
 ・直接共同埋蔵　遺骨1体あたり　　　   6万円遺骨・生前申込 250体

生前申込 358体
八王子霊園 芝　　生 95カ所 119万6,000円 3,760円

八柱霊園

一　　般 333カ所 34万1,700円〜120万6,000円 1,400円〜4,200円
芝　　生 24カ所 84万4,000円 3,760円

合葬墓地
遺骨申込 378体

・一定期間後共同埋蔵　遺骨1体あたり　13万4,000円
・直接共同埋蔵　遺骨1体あたり　　　　　5万4,000円 不　要遺骨・生前申込 656体

生前申込 966体
青山霊園 一　　般　 54カ所 454万2,400円〜1,007万8,450円 1,400円〜2,800円
谷中霊園 一　　般 67カ所 280万5,500円〜633万5,000円 1,400円〜2,800円
染井霊園 一　　般 36カ所 272万1,600円〜340万2,000円 1,400円

6月1日に、応募方法などを対話形式でお答えする
チャットボット｢都立霊園申込案内｣を開設します。

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。

募　集

都営住宅入居者�

　募集戸数／①家族向・単身者向（一般
募集住宅）2,347戸②若年夫婦・子育て
世帯向（定期使用住宅）756戸③居室内で
病死等があった住宅311戸。募集案内・
申込書の配布／6月8日〜23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。 からも入手
可。申込／6月26日（必着）までに郵送で
渋谷郵便局へ。
JKK東京（東京都住宅供給公社）都営住

宅募集センター☎0570-010-810（6月8
日〜26日）、☎03-3498-8894（その他の
期間）、いずれも 除く。

受験生チャレンジ支援
貸付事業�
　中学3年・高校3年かこれに準じる方を
養育する一定所得以下の世帯を対象に、
学習塾代や受験料の貸し付けを無利子で
行います（要件・審査有）。高校や大学等
に入学した場合は、返済が免除されます。
貸付限度額／塾代20万円、高校受験料

の保健医療施策について」（800〜1,200
字）と別紙に住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・職業・
電話を書き、〒163-8001東京都福祉保健
局医療政策部（☎03-5320-4424）へ。

マンション改良工事助成�

　分譲マンションの共用部分の維持管

27,400円、大学等受験料80,000円。申
込等詳細は かお住まいの区市町村へ。
福祉保健局地域福祉課☎03-5320-

4072

東京都育英資金奨学生募集
（予約募集）　　�����������������
　進学後すぐに奨学金（無利子）を借りるこ
とができるよう、事前に申し込む制度。所
得等の審査有。対象／3年4月に高校・専
修学校高等課程に進学を希望する都内在
住の中学3年で、経済的な理由により修学
が困難な方。申込／在学校へ。締切／7
月〜9月初旬の在学校が指定する日。
在学校か東京都私学財団☎03-5206-

7929

東京都保健医療計画
推進協議会委員�
　都の保健医療に関する事項を検討。資
格／都内在住の20歳以上で夜間含む年数
回の会議に出席できる方（公務員除く）。人
数／5人以内。任期／4年7月31日まで。
申込／6月19日（消印）までに作文「これから

理･修繕が適切に行われるよう、管理組
合を対象に利子補給を実施。募集戸数／
5,000戸。パンフレット･申込書は 等で
入手可。申込／3年2月19日(消印)まで
に所定の申込書等を郵送で〒163-8001
東京都住宅政策本部マンション課(☎03-
5320-7532)へ。

飼育担当の清水さんより一言
｢母親のお腹の中で大きく成長
して生まれたため立ち上がる
と、すでに頭の高さが190cm
もありました。骨太で立派な体
ですが、母親に尾をよく舐めら
れてしまい、尾の毛が他の子供
より短く少ないのが特徴です｣

多摩動物公園☎042-591-1611

2月に生まれたキリンの｢ジム｣が日々成
長中。� � （写真は3月18日撮影）

 



告 示 日  6月18日 木
投 票 日  7月5日 日
投票時間  7時〜20時

(檜原村･奥多摩町･新島村は18時まで)
年齢  平成14年7月6日以前に生まれた方
住所  令和2年3月17日以前から都内の区市町村に
        お住まいで、選挙人名簿に登録されている方

※�選挙人名簿に登録されていても、投票日前に都外へ転出された方等、
投票できない場合があります。

投票
できる方

投票日当日に予定があり投票所へ行けない方は、お住まいの区･市役
所、町･村役場、出張所等で期日前投票ができます。
期間  6月19日 金 〜7月4日 土 
時間  8時30分〜20時
※�投票所によっては、投票できる期間･時間が異なる場合があります。

期日前投票

7月5日日は、
東京都知事選挙の
投票日です

お住まいの区市町村選挙管理委員会、東京都選挙管理委員会　☎03-5320-6911〜3　https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/お問い合わせ

期日前投票を
ご利用ください

東京都議会議員補欠選挙
　都知事選挙と併せて、大田区選挙区、北区選挙区、日野市選挙区、北多摩第三
選挙区（調布市･狛江市）で都議会議員の補欠選挙が行われます。

　投票日は時間帯によっては投票所の混雑が予想されま
す。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、期日前投
票をご利用ください。 不在者投票の事前手続き等、詳細はお住まいの区市町村選挙管理委員

会にお問い合わせください。

　出張先等、滞在地の区市町村選
挙管理委員会で不在者投票ができ
ます。事前手続きが必要。また、
都道府県選挙管理委員会が指定す
る病院･老人ホーム等(入院･入所者
が対象)で不在者投票ができます。

　区市町村選挙管理委員会から投
票所入場(整理)券を郵送します。万
一届いていなかったり、紛失した場
合でも投票できますので、投票の
際、係員にお申し出ください。

　候補者の政見や経歴等が掲載
された選挙公報を配布します。区
･市役所、町･村役場等にも用意
してありますので、ご利用くださ
い。ホームページでもご覧いただ
けます。

　体が不自由等の理由により投票
用紙に記載できない方は｢代理投票｣
（係員による代筆）、目の不自由な
方は｢点字投票｣ができます。投票
の際、係員にお申し出ください。

不在者投票

投票所入場(整理)券

選挙公報

代理投票と点字投票
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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
東京インフォメーションイブニング

（TOKYO MX）
月曜〜金曜 18:25〜18:30　
※祝日は18:15〜18:20

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。

印刷物規格表第1類　
印刷番号（31）79

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。

令和2年
（2020年）
6月1日発行
水無月 みなづき　

第898号
https://www.metro.tokyo.lg.jp/

〈次号（7月1日発行）は、6月30日・7月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉


