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シャンシャンが3歳になりました！
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Fax 03-5388-1329

熱中症、今年の夏は特に注意を！

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

2年5月1日現在の推計

718万213世帯 人口1,400万2,973人
（男：688万765人 女：712万2,208人）
＊参考：外国人数56万6,456人

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

｢新しい日常｣が定着した社会に向けて
新型コロナ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｣を、一人一人が実践していきましょう。
手洗いの徹底･マスクの着用

｢3つの密｣を避けて行動

人との距離を保とう

密閉空間
密集する場所
密接した会話
買い物

娯楽･スポーツ等

公共交通機関

◦少人数･短時間で済ませよう
◦レジで並ぶ時は間隔を空けよう
◦通販やキャッシュレスを活用しよう

◦オンラインを活用し楽しもう
◦公園は空いている時間、場所を選ぼう

◦混んでいる時間帯を避けよう
◦徒歩や自転車を利用しよう

食事

働き方

◦お 箸やお皿 の 共 有を避 ける、座り方を工 夫  
するなど、新しい食事マナーを実践しよう
◦テイクアウトやデリバリーを利用しよう

◦テレワークや時差出勤を積極的に行おう
◦オンライン会議やはんこレスを進めよう
◦ついたてや換気、消毒など、職場に応じた工夫をしよう

｢感染拡大防止中｣のステッカーを安心の指標に
感染予防策をまとめた事業者向けガイドブック、感染拡大防止策のチェックシート等を作成しました。対
策済みの事業者は、ホームページで申請することで｢新型コロナウイルス感染拡大防止中｣のステッカー
を入手できます。店頭に掲示し、安心して利用できる施設であることをお知らせするために活用ください。

ガイドブック、ステッカーの申請等詳細は
東京都防災ホームページをご覧ください。

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

お問い合わせ

検査･医療等の体制整備

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/

今後予想される｢第2波｣に備え、検査体制の拡充、症状に応じた医療体制の確保等に取り組んでいます。

検査体制を拡充

検査費の全額公費負担

病床を確保

感染の疑いがある患者から検体採取を行う新
型コロナ外来やPCRセンター設置のための支援
を行い、都内全域の検査体制を拡充します。ま
た、民間検査機関等への検査機器の導入支援等
により、都内全体での検査処理能力の向上を図
ります。

保険適用によるPCR検査、抗原検査の自己負
担分を全額公費で負担します。

感 染 拡 大 の 状 況に応じて病 床を速やかに確
保できるよう、病床確保 のレベ ルを3段階に設
定し、病床を確保していく体制を整えます（最大
4,000床、
うち重症700床）
。

7月号は6月16日時点の情報に基づき作成しています。

お問い合わせ

〈｢検査体制｣について〉福祉保健局感染症対策課
〈｢医療体制｣について〉福祉保健局感染症対策課

☎03-5320-4483
☎03-5320-4347
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新型コロナウイルス感染症に対応した支援を実施
事業者向け

事業者向け

東京都感染拡大防止協力金（第2回）

中小企業向け緊急融資

5月7日から25日までの緊急事態措置期間において、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支給。申請する店舗･施設が第1
回と同じ事業者は、提出書類を簡素化します。

感染症対応の緊急融資を新制度に移行。3年間無利子･信用保
証料全額補助により、中小企業･個人事業主の資金繰りを支援し
ます。

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対象の全期間休業等を
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)
までに か郵送、持参（17時まで）で。
申請方法／7月17日 （消印）

① 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

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

② 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換
既存の保証付借入の一本化や返済負担軽減を可能とする融資
制度。

③ 危機対応融資
売上が激減した事業者への融資制度。

④ 感染症対応融資（全国制度）

事業者向け

新しい生活様式に対応したビジネス展開支援
感染拡大防止を図りながら事業を行う中小企業等を支援。

① 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行

支援
中小企業等が行う感染拡大予防ガイドライン等に沿った対策の経費の一部
を助成します。

② 非対面型サービス導入支援
中小企業が行う非対面型サービス導入の取り組みに対し、経費の一部を助
成します。
助成率／助成対象経費の3分の2以内

助成限度額／①50万円
（内装・設備工事費を含む場合は100万円）
②200万円
申請方法／①8月31日②7月31日
（必着）までに申請書類
（ で入手）等一式を
郵送で。
東京都中小企業振興公社

☎03-4326-8174

妊娠中の女性労働者に係る
母性健康管理措置促進事業


融資限度額／①～③いずれも2億8,000万円
（無担保8,000万円）
④無担保4,000万円
融資利率／①～④合計で融資額1億円までの利子全額を補給
（融
資実行後3年間）
産業労働局金融課

☎03-5320-4877

融資の相談や申し込みは、金融機関の融資窓口
（東京都中
小企業制度融資取扱指定金融機関）
へ。

農林漁業者向け

農林漁業特別対策資金
売上が減少した農林漁業者等への中長期運転資金等の融資
制度。

産業労働局農林水産部

医師等から休業が適当と指導された妊娠中の女性労働者に有給休業を取得
させた中小企業等に対し奨励金を支給。
奨励金／10万円／社
（100社まで）
申請方法／3年1月31日
（必着）
までに申請書類
（

セーフティーネット保証（4号･5号）か、危機関連保証の認定を
受けた事業者を対象とした融資制度。

融資限度額／法人1,000万円、個人200万円
融資利率／利子全額を補給
償還期間／5年間（うち据置期間1年間）

事業者向け

産業労働局労働環境課

事業活動に影響を受けている中小企業等への融資制度。

融資の相談や申し込みは、JA･信用農業協同組合連合会(農
業)、産業労働局農林水産部(林業)、信用漁業協同組合連合会
(漁業)へ。

で入手）
等一式を郵送で。

☎03-5320-4645

☎03-5320-4817

事業者向け

休業等支援助成金申請手続き
サポートセミナー

個人向け

オンライン就職支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響で雇い止め･解雇された方、就職活動中の
学生向けにキャリアカウンセラーによる就職相談、セミナー、企業説明会等を
感染症防止に配慮し、オンラインで実施。学生向けにアルバイト探しの相談や
LINEでの対応も行います。要利用者登録。

中小企業向けに、新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調
整助成金や小学校休業等対応助成金を活用する際に必要な申請
手続き等について、社会保険労務士が解説するオンラインセミ
ナー
（計15回、各回先着で40人）を実施。自由な時間に視聴可能
な再放送配信（事前申込制）
や、セミナー受講者向けに個別の質問
に対応するオンライン相談会も実施。
産業労働局労働環境課

東京しごとセンター ☎03-5211-1571

☎03-5320-4649

申請方法等詳細はホームページをご確認ください。
り

新型コロナウイルス感染症に罹 患された方へ
入院や宿泊療養に安心して専念できるよう、ご家族等の生活をサポート
します。

子供の
養育
ペットの
飼育

保健所と児童相談所が連携しながら、子供を医療機関等で一時
保護します。
福祉保健局家庭支援課

☎03-5320-4127

知人やペットホテル等の預け先がない場合、相談できます。

専用ダイヤル ☎03-5320-4392
（10時〜16時、

除く）

ご家族に介護･介助が必要な高齢者や障害者の方がいる場合、状況に応じて地域の施
設におけるショートステイなどがご利用になれます。

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。

｢東京都 新型コロナウイルス
感染症 支援情報ナビ｣
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。
東京都 コロナ 支援 検索
政策企画局政策調整課

☎03-5388-2189

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

環

会

7月〜8月は政治家の
寄附禁止PR
めない！
有権者は求
らない！
強化月間です
政治家は贈
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を
問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄附を求
めることも禁止されています。
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ゼロエミッションビークルの普及
拡大に向けた取り組みを実施します
東京都は、CO2を排出しない環境先進都市「ゼロエミッション東京」の実
現に向け、2030年までに都内の乗用車の新車販売におけるゼロエミッショ
ンビークルの割合を5割まで高めることを目指しています。
このため、ゼロエミッションビークル等の購入に対する補助事業を今年
度も実施しています。

禁止されている寄附〈例〉

ゼロエミッションビークル（ZEV）と
は、走行時にCO2等の排出ガスを出さ
ない電気自動車（EV）や燃料電池自動
車（FCV）、プラグインハイブリッド自
動車（PHV）のこと。

◦お中元、お歳暮

◦お祭りへの寄附や差し入れ

◦運動会やスポーツ大会などへの
飲食物の差し入れ

◦結婚祝い、香典

※PHVはEVモードでの走行時

◦葬式の花輪･供花

寄附禁止のルールを守りましょう。
お問い合わせ

監

補助対象

めいすいくん

選挙管理委員会事務局選挙課 ☎03-5320-6913
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/

電気自動車等
普及促進事業

電動バイク
普及促進事業

査

監査により都民の安全･安心や
施設のサービスなど72件が改善
監査委員は、都の行財政が正しく無駄なく運営されているか監査し、
問題点を指摘して各局に改善を求めています。
今回の改善により、平成29年以降に行った指摘等のうち72件が改善

燃料電池
自動車導入
促進事業

◦海底トンネルの道路に、ポッ
トホールと呼ばれる道路舗装に
生じる穴が頻繁に発生し、同一
箇所を繰り返し補修しているに
もかかわらず、発生原因の調査
等が行われていませんでした。

◦美術館の利用者アンケート
等での、駅からのアクセスやチ
ケット売場の場所が分かりにく
いなどの意見に対応するため、
より一層、サービス向上につな
がる運営を求めました。

現場調査等によりポット
ホール周辺の滞水等が発
生原因であると特定。滞
水等が生じないよう対策
を行うこととしました。

➡

最寄り駅から館までの
間に案内板を新設、美術
館出入口にフロアマッ
プを掲出するなど、利用
者の視点に立った改善
を図りました。

➡

電気自動車
（EV）
プラグインハイ
ブリッド自動車
（PHV）

電動バイク

燃料電池自動車
（FCV）

補助額
EV30万円（事業者は25万円）
PHV30万円（事業者は20万円）

個人・
事業者

本体価格のうち同種同格のガソリ
ン車両との差額から国補助額を除
いた額（上限有）

国の補助金制度で定める額の1/2
（上限104万円）

※この他、自動車等に蓄えた電気を家電などで使用できる外部給電器や、戸建て住
宅と自動車との間で相互に電気を供給しあえるビークル･トゥー･ホームシステ
ム
（V2H）
の補助もあります。

済みとなりました。

主な改善事例

対象者

お問い合わせ

クール・ネット東京

☎03-5990-5068

税の減免

耐震化のための
建て替え･改修を行った住宅の
固定資産税･都市計画税を
減免します
（23区内）
昭和57年1月1日以前から23区内に所在する家屋で､令和3年3月31日ま
でに耐震化のための建て替え･改修を行った住宅が対象です。
建て替え

◦減免期間：新築後新たに課税される年度から3年度分
◦公園内の橋の架け替え工事の
設計委託において、仕様書で定
められた技術的検討が一部適
切に行われておらず、設計内容
の再検討が必要となっていたた
め、受託者を適切に指導･監督す
るよう求めました。

設計内容の修正を行う
とともに、他部署の職員
から技術的助言を受け
るなど、部署間の連携の
仕組みを新たに構築し、
チェック体制の強化を
図りました。

➡

改善状況の詳細、その他の改善案件については、監査事務局ホームペー
ジの「監査指摘･改善措置等検索システム」からご覧いただけます。ぜひご
利用ください。
お問い合わせ

※

監査事務局総務課

☎03-5320-7017

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

◦減免額：住宅部分の全額減免
（対象戸数は建て替え前後の家屋により異なる）
◦申 請期限：新築した年の翌々年の2月末
   ※1月1日新築の場合は翌年の2月末
改 修

◦減免期間：改修工事完了日の翌年度分から一定期間
◦減免額：居 住部分で1戸あたり120㎡の床面積相当部分までを耐震減額
制度の適用後に全額減免
◦申請期限：改修工事が完了した日から3カ月以内
申請方法等詳細はホームページをご覧ください。
お問い合わせ

住宅が所在する区の都税事務所か
主税局資産税部 ☎03-5388-3045

＝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
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い、未来に続く東京の財 産

東京都選定
歴史的建造物 等
東京都では、美しく風格ある東京の実現を目指し、歴史的な資源
を生かした景観づくりを進めています。このような取り組みの一つ
に、歴史的建造物の保存等による歴史的景観の形成があります。
旧古河氏庭園(北区)

1919(大正8)年に完成した、武蔵野台地の地形を生かして作られ
た庭園。伝統的な手法と近代的な技術の融和により和洋の見事な調
和を実現している事例として、国の名勝に指定されている。

歴史的景観とは？
歴史的景観は、東京の歴史と文化を今日に伝える建物や庭園、橋などから形成されます。都は、これらの建
造物の中から、歴史的景観を守り、親しみ、育て、さらに良好な景観づくりに生かすため、
「東京都選定歴史的
建造物｣や
「特に景観上重要な歴史的建造物等｣を選定しています。

東京都選定
歴史的建造物
歴史的な価値のある建築物、
橋等の土木構造物のうち、景観
上重要なものを、所有者から同
意を得て選定し、保存を促進し
ています。文化財は対象外で
す。現在、計96件を選定してい
ます。

特に景観上重要な
歴史的建造物等

令和元年度選定

令和初

大学セミナーハウス本館（八王子市）

旧博物館動物園駅駅舎（台東区）

日光橋（福生市）

1965（昭和40）年、多摩丘陵の自
然の中に開館した研修施設。特徴的
な外観が遠方からも確認できる。
現在も、学生のゼミ合宿等に使用
されている。

京成電気軌道（現京成電鉄）の地下
駅として1933（昭和8）年に開業し、
東京国立博物館や上野動物園の最寄
り駅として利用された駅舎。

1891（明治24）
年に架設されたれ
んが造りのアーチ橋。後に、橋の両
側を鉄筋コンクリートで挟んで橋の
幅を広げた。水面にれんがの一部を
見ることができる。

東京都選定歴史的建造物のほかに、文化財などの
歴史的な価値のある建造物や庭園等のうち、周辺の
良好な景観づくりに大きな影響を与えるものを選
定しています。現在、計76件を選定しています。

「東京都選定歴史的建造物」
の選定基準
①歴史的な価値を有する建造物で、原則として建設後50年
を経過しているもの
②東京都の景観づくりにおいて重要なもの

日本橋三越本店(中央区)

・地域の歴史的景観を特徴づけていること
・地域のランドマークとしての役割を果たしていること
・都 民となじみが深く、地域のイメージの核となってい
ること

ルネッサンス様式の本館は、大正期の建
物の基礎を生かしつつ、各時代でさまざま
な増修築を重ね、1935(昭和10)年に現在
に近い形となった。日本の百貨店建築の
発展を象徴する建物であり、国の重要文化
財に指定されている。

③できるだけ建設当時の状態で保存されているもの
④外観が容易に確認できる
（外から見える）
もの

歴史的景観を守るために
建造物の保存や
利活用等
都は歴史的建造物を良好な状態
で保存するため、民間事業者へ貸
し出すなどの取り組みを行ってい
ます。また、歴史的建造物の制度
紹介や保存支援を目的に、講演会
や見学会を実際の建物で行うな
ど、多くの人が利用できる取り組
みも行っています。

歴史的景観の保全

旧小笠原邸(新宿区)

都は、歴史的建造物の周辺にて建築行為等を
行う方に、歴史的景観への配慮をお願いしてい
ます。指針の詳細はホームページで公開してい
ます。

1927(昭和2)年に小笠原
伯爵邸として建てられた。
スペイン瓦や、特製タイル
で装飾された壁面などによ
り、優美な雰囲気を醸し出
している。歴史的建造物を
利活用するための取り組み
として、レストランとして
利用されている。

東京歴史まちづくりファンド
東京都選定歴史的建造物の修繕や利活
用のための寄付金を受け付けています。
東京都防災･建築まちづくりセンター
☎03-5989-1453

東京都選定歴史的建造物についての詳細はホームページをご覧ください。
お問い合わせ

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。

都市整備局緑地景観課 ☎03-5388-3359

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）
7月1日

都庁では

Twitter

LINE

Facebook

夏 だ！

大 正時 代に活 躍した消防クラシック

学 ぼ う！
挑戦

〜27日

ふりがな

村名・学校名･学年･氏 名を記入)を在学
校かお住まいの区市町村選挙管理委員

。テント泊、野外

炊さんなど。小学3年〜6年の親子
（父親

区市町村選挙管理委員会事務局か東

消防博物館の展示の一部を紹介した動画

と子）
、抽 選 で20組。1人6,050円
（1泊3

京都選挙管理委員会事務局☎03-5320

食付）
。申込／8月17日
（消印）
までに往復

-6913

で。

同館☎03-3353-9119

こどもの学び応援サイト
おうちdeチャレンジ！消防士
ロープの結び方や包帯の使い方を紹介

ふりがな

はがきに催し名・住所・全員の氏名・年齢
（学年）
・性別・電話を書き、高尾の森わ
くわくビレッジ
（〒193-0821八王子市川
町55）
☎042-652-0911へ。

消防車等のペーパークラフトなど楽しめる

明るい選挙ポスター
コンクール

サイトを公開。

内容／投票への参加呼びかけなど。規

する動画や、防災に関するクイズ・ぬり絵、

東京消防庁広報課☎03-3212-2111
(内線2328)

格／四つ切りか八つ切り。対象／都内在

住･在学の小･中･高校生。応募／9月11
日(必着)までに作品(裏面右下に区市町

お知らせ
守ろう東京･新型コロナ対策医療支援寄附金
寄附金は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。

昨年度最優秀作品
「小学校低学年の部」

7月は
「愛の血液助け合い運動」
実施月間 

が大切です。無料の

献血ルームや街頭での献血にご協力を

まいの区市町村へ。

検診についてはお住
福祉保健局健康

お願いします。
福祉保健局疾病対策課☎03-53204506

推進課☎03-5320
-4363

金融機関／みずほ銀行 支店名／東京都庁出張所(店番号777)

かんぞうくん

7月の宝くじ発売開始予定日

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

◦1等300万円スクラッチ
（200円）

※みずほ銀行本支店からは､振込手数料はかかりません｡

◦サマージャンボ宝くじ
（300円）

8日
14日

（1等前後賞合わせて7億円）

福祉保健局指導第三課☎03-5320-4174

東京都立大学

会へ。

カーや江戸の火消しに関する資料など、
を公開。消防博物館の

し よ う！

高尾の森わくわくビレッジ
「おやじと子のキャンプ」

9月26日
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新型コロナウイルス緊急支援基金

寄附金はアルバイト収入の減少などにより経済的に困窮している学生の支援に
活用します。
ご支援をお願いします。金融機関から口座振り込みで。

◦サマージャンボミニ
（300円）

7月27日〜8月2日は肝臓週間
肝炎ウイルス検診を受けましょう

14日

（1等1,000万円）
◦1等1,500万円くじ
（100円）

22日

◦1等100万円スクラッチ
（200円） 22日

肝炎ウイルスは、早期発見・早期治療

財務局公債課☎03-5388-2685

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／3002708

募

口座名／東京都立大学 新型コロナウイルス緊急支援基金

※みずほ銀行のATMおよびインターネットバンキングからの振り込みは､振込手数
料がかかりません｡
東京都公立大学法人経営企画室☎03-5990-5389

緊急情報伝達試験を
8月5日に実施
8月5日

都民住宅
（東京都施行型）
入居者

集
任期／2年。申込／7月14日
（消印）
まで

に

募集戸数／家族向73戸。募集案内・

か郵送で作文「応募動機と食の『安

全』と
『安心』には何が大切だと考えるか」
ふりがな

レジ袋の有料化が
7月1日からスタート

除

（1,000字程度）
と別紙に住所・氏 名・年

く）
に都庁、区市町村、都営住宅募集セン

齢・性別・職業・電話を書き、〒163-8001

ター・各窓口センターで。4日 ・5日

東 京 都 福 祉 保 健 局食品監 視 課（☎03 5320-4401）
へ。

申込書の配布／7月2日〜10日
（

11時ごろに、全国一斉に全

プラスチック製買い物袋の有料化が全国

は、同募集センターで入手可。 からも

国瞬時警報システム
（Jアラート）
を用いた

一律で始まります。購入した商品を持ち運ぶ

入手可。申込／郵送で7月15日
（必着）
ま

緊急情報伝達試験が実施されます。試験

ために用いる、持ち手の付いたプラスチック

でに都営住宅募集センター
（☎03-3498-

時には、都内の多くの区市町村で防災行

製の買い物袋
（レジ袋）
が対象です。今回の

8894）
へ。

記念プレート付き
「思い出ベンチ」 

政無線等による
「これは、Jアラートのテス

有料化をきっかけに、マイバッグを持ち歩く

あなたの思い出がつづられた記念プ

トです」
という放送や、防災情報メールの

など普段の生活習慣を見つめ直し、プラス

送信等が行われます。詳細は区市町村へ

チック製品を賢く使う工夫をしてみましょう。

都市計画審議会の傍聴者

レート付きのベンチを都立公園などに寄

9月7日

10基、動 物園5基。価 格 ／15万円・20

〈有料化に関する相談窓口〉☎0570-

お問い合わせください。
総務局防災管理課☎03-5320-7891

万引きをしてしまう方など向け
「犯罪お悩みなんでも相談」

相談ダイヤル☎03-6907-0511
10月31日までの

〜 （

☎03-5388-3593

15人。申 込 ／8月17日
（消 印）
までに 往

う人やその家族などを対象とした電話相
談。内容に応じて、社会福祉士や精神保
健福祉士が適切な支援機関等を紹介。
都民安全推進本部都民安全推進課☎

付しませんか。募集数／公園30基、霊園
万円。申込方法／申込書
（

で入手可）
を

復はがき
（1人1枚・重 複申込 不 可）
に住

までに郵送か持参で。
10月30日 （必着）

所・氏名・電話を書き、〒163-8001東京

〈23区〉 東 部 公 園 緑 地 事 務 所 ☎03-

都都市整備局都市計画課
（☎03-5388-

3821-7431〈多摩地区〉西部公園緑地事

ふりがな

3225）
へ。審議案件は同課か

で。

除く）
9時〜

17時。万引きなどの犯罪行為をしてしま

03-5388-2265

000930
（事業者向け）
、☎0570-080180
（消費者向け）
か環境局資源循環推進部

13時30分、都庁で。抽選で

務所 ☎0422-47-1210
記念プレート

東京都食品安全審議会委員
食品の安全確保に関する事項の調査・
審議。資格／都内在住の20歳以上で、
年数回の審議会に出席できる方
（都職員、
都の附属機関委員を除く）
。人数／2人。

新型コロナウイルスの影響により、記事の内容等が変更に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。
お出かけ等の際は最新の情報を確認し、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。

※

＝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

※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）
7月1日
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支

広報 東京都

援

募

新型コロナウイルスを克服し、
東京の未来を創るアイデアを募集

高齢ドライバーの方へ
安全運転支援装置の購入･
設置する際の費用を補助します
高齢ドライバーの安全運転を支援するため、ペダルの踏み間違いによる

東京都は、新型コロナウイルス感染症により浮き彫りとなった社会的
課題に関して、都民、大学研究者、医療関係者および企業などから幅広い
アイデアを募集します。

急発進を防ぐなどの機能を備えた安全運転支援装置の購入・設置費用を都
が補助します。

自己負担割合
8月31日までに購入･設置した
場合、自己負担する費用は1割、残
り9割は都が取扱事業者に支払う
（補助限度額10万円／台）。9月1
日 か ら3年3月31日 ま で に 購 入･
設置した場合、自己負担は5割（補
助限度額6万円／台）。

対象要件
◦都 内 在 住 で70歳 以 上（昭 和26
年4月1日以前生まれ）

募集テーマ

多様な主体の協働により社会的課題を解決する手法など、
新型コロナウイルスを克服し、東京の未来を創るアイデア

提案要件

都内在住・在勤・在学の18歳以上の個人または都内で活
動する法人その他の団体

提案方法

7月31日（必着）までに、 か、所定の様式（
送・ファクスで。

◦自動車が自家用であること
◦国 の｢安全運転サポート車普及
促進事業費補助金｣による控除
を受けないこと

皆さんから頂いたアイデアを都の政策へ反映させていきます。

など
お問い合わせ

取扱事業者等詳細はホームページをご覧ください。

都民安全推進本部交通安全課

で入手）を郵

実施要綱等詳細はホームページをご覧ください。

購入･設置に際しては取扱事業者(店舗)への
予約･申込が必要です。

お問い合わせ

集

財務局財政課

☎03-5388-2669

働 く

取扱事業者一覧

☎︎03-5388-2759

東京都子育て支援員研修
（第2期）
の受講者

回。対象／都内在住の20歳
（網猟、わな
猟は18歳）
以上で欠格事由などに該当し

対象／都内在住・在勤で子育て支援分

ない方。②狩猟免許更新適性検査
（今年

保育、地域子育て支援、放課後児童、社

29日〜9月14日の 平日および7月19日

野への従事を希望する方。コース／地域
会的養護。開催時期／9月から順次。場
所／新宿・飯田橋・立川ほか。定員／各

回80人 程 度。申 込 ／7月1日〜15日
（必
着）
。申込等詳細は区市町村か

で。

福 祉 保 健 局 少 子 社 会 対 策 部 ☎ 035320-4121

12

アール･ブリュットのすすめ〜新たな価値観との出会い
皆さんは
「ア ー ル･ブリュット(Art
Brut)」という言葉を聞いたことがあり
き
ますか。
「生 の芸術」
とも訳されるこの

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

計5回。対象／平成29年に狩

猟免許を取得・更新した方。申込／①6
月29日〜7月17日
（消印）
に （17時まで）
か往復はがきで。抽選で各回100人程度
②申請書等を環境局自然環境部
（☎03521-2948）
、各支庁へ持参。

保育の仕事
｢就職支援セミナー｣

5日前
（

①8月10日 ・11日 10時、泉の森会
9時、蒲田保育専門学校
（大田区）
で。希

＊東京都渋谷公園通りギャラリーの展覧会
｢フィールド⇔ワーク｣：8月23日まで。詳細は本号7面の｢文化・スポーツ｣欄に掲載。
「満天の星に、創造の原石たちも輝く」
：9月5日〜12月6日。

ほか

5388-3505）
、多摩環境事務所
（☎042-

館（狛 江 市）
で。② 8月22日 ・23日

言葉は、フランスの芸術家ジャン･デュ
ビュッフェによって1945年に提唱され
ました。今日では、専門的な美術教育を
受けていない人などによる、独自の発
想や表現方法が注目されるアートを表
します。
例えば、袋の口などを留める針金入
りのビニールでつくられた小さな戦士
ⓒ大西暢夫
（写真）
、折り紙のように落ち葉を折っ
勝部翔太
「無題」
2011年
てつくられた今にも動き出しそうな動
物、壁紙を削ってつくられた壁画など、 ラリーがオープンしました。ギャラリー
既成概念を超えて自由に表現される
では作品の展示や、出展作家等との交
作品には、観た人にこれまでにない「何
流プログラムなどを通して、アール･ブ
か」
を感じさせる魅力があります。それは
リュットに触れることができます。
「驚き」
「不思議」
「刺激的」
「圧倒される」
多様な創造性により生み出された
などの言葉として表されることもあれば、 アール･ブリュットの作品との出会いに
「何と表現して良いか分からないけれ
より、当たり前だと思っていたものの見
ど、すごい」
という感想を抱かせること
方が揺さぶられ、今までとは違う世界に
もあります。
巡り合うことができるかもしれません。
今年の2月、アール･ブリュット等の振
新たな価値観を見つけて、世界を広げ
興拠点として東京都渋谷公園通りギャ
てみませんか。

度は適性検査のみ。講習会は中止）
／6月

は各回

除く）
までに要申込。

保育士試験
試験／筆記:10月24日 ・25日

、実

望者には実習有。対象／保育士有資格

技:12月13日

者。申込／①7月31日②8月14日
（消印）

部免除基準に該当する場合は、2,650円。

までに郵送で所定の申込書（

で入手）

を東京都保育人材・保育所支援センター
（〒102-0072千代田区飯田橋3-10-3-7

。受験料／12,950円
（全

送 料 含）
。締切 ／7月20日
（消 印）
。受 験
手引きの請求／

か「手引き請求」
と朱

書きした封筒に返信用封筒
（角2、切手貼
付不要）
を同封し、保育士試験事務セン

階）☎03-5211-2912へ。
福祉保健局保育支援課☎03-5320-

ター
（〒171-8536豊 島 区 高 田3-19-10）
0120-4194-82へ。

4130

福祉保健局保育支援課☎03-5320-

狩猟免許試験、
狩猟免許更新適性検査
①狩猟免許試験／9月26日

4130
ほか計3

職 員 採 用
詳細は必ず事前に

東京都職員Ⅰ類B
（保健師）
      
資格／免許取得者か取得見込みで

3年4月1日 現 在22歳 以 上40歳 未 満
の方。人員／11人。勤務先／多摩･島

などでご確認下さい。

東京都職員Ⅱ類
（福祉）
       
資格／保育士等の有資格者
（取得見

込み含む）
で、3年4月1日現在20歳以上
36歳未満の方。人員／45人。勤務先／

しょ地域の保健所など。採用／3年4月

児童自立支援施設･児童相談所一時保護

1日。選考（1次）／9月13日 。締切／

所等。採用／3年4月1日。選考
（1次）／

日 まで。

印）
、 は9月2日まで。

郵送は8月26日
（消印）
、持参は8月28
福祉保健局職員課☎03-5320-4023

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

（消
9月20日 。締切／郵送は8月28日
福祉保健局職員課☎03-5320-4023

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）
7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

環
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今夏の省エネ対策、暑さ対策

省エネ家電等への買い替えでポイントがもらえます！

今年は、テレワークなどにより自宅で過ごす機会も多くなる中、暑い夏が予
※
想されています。環境省･気象庁が発表する｢熱中症警戒アラート
（試行） 」も
確認しながら、省エネ対策、暑さ対策に取り組みましょう。
※熱中症の危険性が極めて高いと予想される際に発信する情報

お家で

できる対策

お外で

できる対策

お問い合わせ

◦暑い日は無理をせず、エアコンなどを利用し、換気にも気
を付けながら室温調節をしましょう。すだれやカーテンで
日差しを遮ると、冷房効果が高まります。省エネ家電等へ
の買い替えでゼロエミポイントがもらえます。
◦自宅で過ごす暑い夏、お家での打ち水をおすすめします。
周りの人との距離にも気を付けて行いましょう。
◦外出の際は、マイボトルを持参して水分補給を。感染防止
のため、ペットボトルなどや使用したマスクは家に持ち帰
り、適切に捨てましょう。
◦日傘を使い暑さから身を守るとともに、人との距離を保ち
ましょう。
〈省エネ対策について〉環境局地域エネルギー課

一定の基準を満たす対象製品への買い替えに対して、商品
券等に交換可能な｢東京ゼロエミポイント｣を付与します。
対象機器購入後、申請書
（ で入手可）と領収書・リ
サイクル券等を事務局へ提出。上限に達し次第終了。
インターネット通販での購入も対象です。

申請
方法

対象機器

エアコン

冷蔵庫
給湯器

2.2kW以下
統一省エネラベル
冷房能力 2.4～2.8kW
4つ星以上
3.6kW以上
250ℓ以下
統一省エネラベル
定格内容積 251～500ℓ
5つ星
501ℓ以上
高効率給湯器

申請方法等詳細は

かコールセンターで。

「低温調理」
の安全性を科学する！
食の安全都民講座を配信
家庭で食肉の低温調理をする際の注
意点に関する講義や実験の動画を に公
開。期間／7月1日〜31日。7月10日まで
で質問等を受け付け、回答を後日掲載。
健 康 安 全 研 究センター☎03-33633472

人権問題都民講座
「スポーツ漫画の系譜学」

18時45分、東京都人権プラ

ザで。抽選で40人。
「サインはV」
「アタッ
クNo.1」など1964年の東 京オリンピッ

付与ポイント数
12,000
15,000
19,000
11,000
13,000
21,000
10,000

東京ゼロエミポイント 検索

〈 機器の買い替えについて〉
コールセンター ☎ 0570-005-083 ☎ 03-6634-1337

☎03-5388-3533 〈暑さ対策について〉環境局環境都市づくり課

学 ぶ

8月7日

第899号

☎03-5388-3566

文化・スポーツ

ク後に人気を集めたスポーツ漫画を題材
に、社会の変化とサブカルチャーとの関
係について人権の視点から考察。申込／

東京都渋谷公園通りギャラリー
｢フィールド⇔ワーク｣展

トーキョーアーツアンドスペース本郷
「デイジーチェーン」展Part1

8月23日まで。独自の手法で創作を続

7月4日〜8月10日。国内外アーティス

か電話、ファクスで同

けてきた5人の作家の生活や創造の現場

トたちによる、トーキョーアーツアンドス

プラザ☎03-6722-0123、 03-6722-

〈フィールド〉へ赴き撮影した写真家・齋藤

ペースや海外派遣先での滞在制作プログ

0084へ。

陽道の作品を、5人の作家の作品〈ワーク〉

ラム
「クリエーター・イン・レジテンス」の

とともに展示する。

成果発表展。

7月31日までに

「感染症を媒介する蚊対策講習
会」
を配信
デング熱など蚊が媒介する感染症の発
生を未然に防止するため、蚊の生態や対

同ギャラリー☎03-5422-3151

同館☎03-5689-5331

東京都写真美術館
｢森山大道の東京 ongoing｣展

東京都人権プラザ企画展
｢写真で知る
『世界のともだち』
｣

に公開中。

9月22日まで。1960年代から一貫して

7月27日〜10月30日。東京に暮らす外

健 康 安 全 研 究センター☎03-3363-

東京という都市の様相をとらえ続けてき

国人のうち、近年人口が増加しているベ

た写真家・森山大道の最新作を中心に紹

トナムとネパールについて、本国に暮らす

介。テーマは｢ongoing =進行中、進化し

子供たちの写真
（
「世界のともだち」
シリー

続ける｣。

ズ）
を通して、両国の生活や文化を紹介。

策等についての講義動画を
3487

拡大版
〜シャンシャンが3歳になりました！
平成29年6月12日に生まれたパンダの
「シャンシャン｣が元気に成長中。

同館☎03-3280-0099

同 プラザ ☎03-6722-0123、 036722-0084

｢東京版新型コロナ見守りサービス｣を開始
都立施設で新型コロナウイルス感染症のクラスター
（集団感染）
が発生し
た際などに、訪問履歴に基づき利用者に感染情報を提供するサービスです。
入館時に入口にあるQRコードをスマートフォン等で読み取り、
「都立施
設入館システム」へメール

令和2年5月11日撮影

平成29年9月20日撮影

飼育担当
より一言

誕生日を迎えたシャンシャン

｢今年の6月で3歳を迎えたシャンシャン。体重は80㎏を超
え立派に成長しています。しかし、実はタケを選り好むこと
が多く、給餌に少々苦労しています。せめて私たちには好み
を教えてほしいと思いながら、日々タケを選んでいます。｣

誕生日特別動画や壁紙、これまでの成長過程等を公開中。
https://www.ueno-panda.jp/
上野動物園☎03-3828-5171

都立施設訪問時

を送信するか、LINE「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」
（ 初回のみ）し、施設
の追加をすることで登録
できます。
都立施設を安心・安全
にご利用いただくととも
に、市中感染リスク低減の
ためにご活用ください。

QRコード読み取り
都立施設入館
システム

送信

友達追加

LINE
パーソナル
サポート

メール送信または友達追加で簡単登録

戦略政策情報推進本部ICT戦略推進課 ☎ 03-5320-7930

新型コロナウイルスの影響により、記事の内容等が変更に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。
お出かけ等の際は最新の情報を確認し、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。

※

＝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

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

令和2年
（2020年）
7月1日

8

第899号

Tokyo Metropolitan Government News

Topics ／都政ニュース

広報 東京都

令和2年

（2020年）
7月1日発行

https://www.metro.tokyo.lg.jp/

文月 ふみづき
第899号

注

意

熱中症、今年の夏は特に注意を！
例年、7月･8月は熱中症による救急出動件数が増加します。特に今年は、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で外出の機会が減り、暑さへの慣れが十分でないことや、マ
スクの着用により熱中症のリスクが高まっています。感染症予防に配慮しつつ、熱中
症対策を行いましょう。
マスクをしていると、汗の蒸発が妨げられて体温調節ができず、脱水等を起こしやす
くなります。マスクの着用は必要ですが、体調の変化に十分注意してください。

熱中症予防のポイント
加美上水橋付近

適宜マスクを外しましょう

=パソコン用壁紙

◦気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
◦屋外で人と十分な距離（2m以上）を確保できる場合には、マスクを外す

玉川上水と共に育まれた自然の恵み

◦マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離

玉川上水散策（福生市）

を十分にとったうえで、適宜マスクを外して休憩をとる

（参照：環境省・厚生労働省｢令和2年度の熱中症予防行動｣）

東京駅から西へ約40km。立川市と青梅市の間に位置する福生市
は、西側に多摩川と玉川上水、東側に横田基地があることから、｢和｣と
｢洋｣、それぞれの風景が見られる場所として知られている。

距離を十分確保

しゅく ば し

JR福生駅西口商店街を5〜6分進み、歩きやすく整備された宿橋通り
に入る。ここは昭和初期頃まで、街の目抜き通りとして親しまれた所。
現在も明治時代の大型民家「旧ヤマジュウ田村家住宅」や木造の教会な
ど、趣のある建物が当時の面影を残している。
べい

暑さに負けない体づくり
◦日頃からウオーキングなどで汗をかく習慣を身に付ける

くろいた

通りを抜けると、奥多摩街道と玉川上水が並走し、その向こうに黒板

塀が続く大きな屋敷が見える。市内に2軒ある酒蔵の一つ、1822(文政

高温・多湿・直射日光を避ける

5)年創業の造り酒屋だ。敷地内には文化財に登録された建造物が点在

◦屋外ではなるべく日陰を歩くか、帽子や日傘で日差し対策

し、門が開いていれば中に入ることも可能。どっしりとそびえ立つ赤れ

◦屋内では換気をしつつ、エアコンや扇風機で室温調整

んがの煙突とケヤキの大木が歴史を感じさせている。
再び玉川上水に戻ろう。玉川上水は、徳川4代将軍家綱の時代に江

早め・こまめな水分補給

戸の飲用水不足を補うために造られた人工の水路。羽村市内で多摩川

◦のどが渇く前に水分補給

の水を取水し、約43㎞先の四谷付近まで続いている。

◦起床時・入浴前後の水分補給を心掛ける

現在、上水沿いの道は整備さ
れ、憩いの場所になっているが、
か

み じょう す い ば し

大人に比べ身長が低い子供は、地面から熱の影響を受けやすいため注意が
必要です。屋外では特に、子供の体調の変化に気を付けましょう。

しんぼりばし

中でも加美上水橋、新堀橋から
の眺めは記憶にとどめておきた
い美しさ。両岸の木々の緑を水

救 急 車 の 適 正な利用にご協力ください

面に映し、穏やかに流れる水景

救急車の出動が増加すると、救えるはずの命を救えな
くなる可能性が高まります。一人一人が熱中症を予防す
ることは、どこかの誰かを助ける第一歩になります。

色は、訪れた人にひとときの安
らぎを与えてくれることだろう。

約200年の歴史を誇る酒造場

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）をご利用ください。

JR青梅線｢福生｣駅西口下車。玉川上水までは徒歩約10分。
[福生市観光案内所 くるみる ふっさ]☎︎042-530-2341 10時〜18時。
の場合は翌日)休。「福生」
駅西口下車、徒歩5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

東京消防庁広報課

☎︎03-3212-2111(内線2325)

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

東京サイト
（テレビ朝日）

月曜〜金曜 13:45〜13:49

ファクスで

FAX 03-5388-1233へ

東京GOOD!
（テレビ東京）

月曜 21:54〜22:00

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

印刷物規格表第1類
印刷番号
（31）
79

東京インフォメーションイブニング
（TOKYO MX）

9:00〜17:00

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。

9:30〜12:00
13:00〜17:00

★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。

東京交差点
（テレビ東京）
火曜 21:54〜22:00
テレビ 東京インフォメーション
（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20

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
（8月1日発行）
は、7月31日・8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

