
事業者も利用者も、全ての人が安心して暮らすために

　このたび、都民の皆様のご支持をいただき、東京都知事として二期目を務
めることとなりました。重責に身が引き締まる思いを、新たにしております。
　この4年間、都民の皆様のお支えをいただきながら、東京の大改革を進め
てまいりました。待機児童を7割減らし、事業見直しにより約3,500億円の新
規財源を確保したほか、受動喫煙防止条例や人権尊重条例など、｢人｣が輝
くための条例を数多く制定いたしました。そして今、社会経済情勢が激変す
る中にあって、明るい未来を切り拓くために何を為すべきか。こうした観点か
ら、改革をより進化させる｢東京大改革2.0｣の旗を広げて、さらなる挑戦を続
けてまいります。
　まずは、何よりも大切な都民の皆様の命と健康を守るため、新型コロナウ
イルス感染症対策を加速します。新たに創設するCDC･疾病対策予防セン
ターを中核に、検査･医療提供体制の整備や、病院･医療従事者への支援な
どを強化してまいります。
　そして、｢東京大改革2.0｣の柱は、｢都民の命を守り『稼ぐ』東京｣、｢『人』
が輝く東京｣、｢『都民ファースト』の視点での行財政改革･構造改革｣の3点
です。感染拡大防止のための｢新しい日常｣の中、デジタルの力を最大限に

｢東京の未来は、都民と決める｣
活かし、東京の経済を｢新しい成長｣へと導きます。子供も女性も、高齢の方
も障がいのある方も、誰もが自分らしく輝ける都市を築きます。都民のための
都政やサービスを充実させるべく、改革を徹底します。また、アスリートや子供
たちにとって大きな希望であるオリンピック･パラリンピックについては、都民
の皆様のご理解が得られるよう、費用の縮減や簡素化を進め、安全･安心が
確保された大会を目指してまいります。
　｢東京の未来は、都民と決める｣。ぜひご一緒に、希望に満ちた｢新しい東京｣
への歩みを進めてまいりましょう。

東京都知事

ご利用は、
このステッカーのお店で！
　東京都は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策と経済社会活動と
の両立を図るため、都が策定した感染防止対策を実施した事業者(店舗･施
設等)に｢感染防止徹底宣言ステッカー｣を発行しています。
　利用する方は、店舗や施設等を選ぶ際にお役立てください。事業者はス
テッカーを掲示することで、対策済みであることを知らせることができます。

マスクの着用と手洗い･手指消毒の徹底

ステッカーのQRコードから、店舗･施設等が実施している取り組みを確認できます。

人数や滞在時間を制限し、3密にならないよう留意 お箸やお皿の共有を避ける

取り組みの一例

8月号は7月15日時点の情報に基づき作成しています。

ステッカーの申請方法等詳細は、東京都
防災ホームページをご覧ください。

※�インターネット環境がない方も申請が可能
です。お問い合わせ先までご連絡ください。

事業者の皆さんへ

検索東京都　感染防止　ステッカー

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

717万8,049世帯　人口1,399万9,568人
（男：687万9,164人　女：712万404人）
＊参考：外国人数56万3,422人

世帯と人口 2年6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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お問い合わせ

〈制度について〉環境局地域エネルギー課　☎03-5388-3533
〈申請について〉クールネット東京　☎03-5990-5066（窓・ドア）
　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5990-5086（熱利用機器）　

お問い合わせ

お問い合わせ
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募　集

補助対象 補助率 上限額 要　件

高断熱窓 材料費･工事費
の1/6

50万円
/戸

既存住宅の1つ以上の居室において、全て
の窓に高断熱窓を設置すること　等

高断熱
ドア

材料費･工事費
の1/6

8万円
/戸

既存住宅の1つ以上の居室において、全て
の窓に高断熱窓を設置することと併せて
実施すること　等

太陽熱
利用機器

機器費･工事費
の1/2

45万円
/戸 自然循環型（太陽熱温水器）を除く　等

地中熱
利用機器

機器費･工事費
の1/2

150万円
/台※

・クローズドループ型（水･不凍液を循環）
に限る
・暖房時、定格エネルギー消費効率（定格
COP）が3.7以上
※戸建住宅は設置台数の上限を1台とする

みい電 検索

施設概要

キャンペーンの流れ

　東京都では、太陽光や風力などで
つくられる自然の電気を、お得にご
利用いただけるキャンペーンを実
施します。多くの方が参加するほ
ど、電気代がお得になります。
　第2回となる今回は、神奈川県、
横浜市、川崎市、相模原市とも連携
し、自然の電気の普及に努めます。
　ぜひご参加ください。

「みんなでいっしょに自然の電気」
キャンペーン参加者募集!

同キャンペーン事務局　 0120-267-100　　 　
環境局次世代エネルギー推進課 　☎03-5388-3402

お問い合わせ

支援内容

支援内容

時　間

時　間

　東京都では、起業を目
指す方を幅広く支援する
ための創業支援拠点を、
丸の内に続き、多摩地域
にも開設しました。
　起業に興味･関心のあ
る方や起業の準備を始め
た方など向けの「S

ス タ ー ト ア ッ プ

tartup 
H

ハ ブ

ub T
ト ウ キ ョ ウ

okyo」と、起業を具
体的に考えている方やビ
ジネスプランを作成したい方など向けの「P

プ ラ ン ニ ン グ

lanning P
ポ ー ト

ort」の2つに分か
れており、目的に合わせて利用できます。気軽にお立ち寄りください。

立川市緑町3-1GREENSPRINGSE23階
（JR「立川」駅下車、徒歩8分
または多摩都市モノレール「立川北」駅下車、徒歩4分）

多摩地域で起業を目指す方へ
「TOKYO創業ステーションTAMA」
を7月30日に開設

家庭、商店、
小規模オフィス

対　象

起業関連イベントの開催、アイデア構築や起業仲間との
交流が可能なラウンジスペースの提供（一時保育サービ
ス有）、創業経験者による起業の疑問や不安に対応した相
談　等

創業支援に熟練したコンサルタントによる担任制の事業
計画策定等支援、資金調達や店舗･オフィスプランなどの
各種専門家による相談対応、女性向けの多様なセミナー
の開催、製品やサービスの仮説検証機会の提供　等

10時〜22時（ は18時まで）

〜 10時〜17時
（ のみ20時まで、 は第2第4のみ16時まで）

◦�Startup�Hub�Tokyo

◦�Planning�Port

支援内容等詳細はホームページをご覧ください。

　多くの都民の尊い命が失われた先の大戦の終戦から、今年で75年を迎
えます。
　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、8月15日 11時45分より「東京都戦没者追悼式」
を実施します。
　今年は新型コロナウイルス感染防止の観点から規模等を縮小し、参列
遺族の一般募集は行わないこととしました。
　式典の様子は、東京都公式動画チャンネル「東京動画」で
配信（生中継）します。
※�同日、日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が規模を縮小
して行われます。 

東京都戦没者追悼式の実施について
今年は一般募集に代わり動画で配信します

❶   7月31日～9月30日にホームページで参加登録してください
※参加登録をしても、契約切り替えの義務はありません。

❷  10月上旬から料金メニューの見積もりが届きます
※事務局が、各電力会社の中から最もお得な料金メニューを選定し
ます。

❸   11月3日までに契約を切り替え
るか判断してください

東京動画

所在地

　家庭における消費エネルギーのうち、約6割を冷暖房や給湯が占めていま
す。こうした家庭での熱の有効利用や住宅の省エネルギー化を促進するた
め、既存住宅の断熱改修や熱利用機器の設置にかかる費用の一部を補助し
ます。

窓の断熱や地中熱利用機器等を
設置する際の費用を補助

◦�補助対象者
　戸建･集合住宅の所有者、集合住宅の管理組合（国･地方公共団体等の公的
な団体は除く）等
◦�補助対象の要件等
　①都内の住宅（窓･ドアは既存住宅に限る）に新規設置
　②未使用品
　③2年4月1日〜4年9月30日に対象機器等を設置
　※交付決定日の前に契約締結したものは助成対象としない。ただし、2年4月1日
〜8月31日に工事または契約締結し、2年9月30日までに交付申請を行ったも
のは助成対象とする。

◦�募集期間
　2年度〜3年度（各年度、上限に達し次第終了）

福祉保健局生活福祉部　☎03-5320-4076　

東京都中小企業振興公社　☎042-518-9671
https://startup-station.jp/

黙とうのお願い
8月15日正午から1分間の黙とうを捧げます。家庭や職場、地域で
黙とうをお願いします。
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新しいかたちの学校が誕生します

◦全ての学習において探究的な学びを重視
　12年間を通して探究プログラムを実施し、第10学年では全員が
約3カ月間の特別プログラムに参加。国内研修や海外での調査研
究･ボランティア等に取り組み、第11学年での成果発信、第12学年
での進路実現に向けて活用します。

◦世界で通用する語学力と言語能力を育成
　義務教育期間の9年間で、英語の授業を通常の学校より1,000時
間以上多く学習。小学校の段階から、第二外国語に触れる機会をつ
くります。

①   10月11日 10時30分･15時30分、たましんRISURUホール
（立川市）で。

② 10月31日 10時･14時、都庁大会議場で。
③ 11月28日 10時･14時、たましんRISURUホールで。
申込／9月1日より受付開始。申込方法等詳細は で（先着順）。

お問い合わせ 　都立小中高一貫教育校開設準備室　☎042-519-3151　http://www.12ikkan-j.metro.tokyo.jp/

公立として全国初の都立小中高一貫教育校を立川市に開校
　人や社会に貢献し、世界を舞台に活躍する人材を育てるため、
4年4月、小中高一貫教育校を開校します。12年間の一貫した教
育や国内外での体験活動を通して、児童･生徒一人一人の資質や
能力を最大限に高め、豊かな国際感覚を養います。

募集人数：  小学1年生80人（男女各40人） 
※海外帰国児童･在京外国人児童含む

通学区域：  通学時間が40分以内にある鉄道の駅やバス停を含む区市
町村または地域

入学者決定方法： 抽選と適性検査により決定 
（適性検査問題例を説明会で公表）

4年度募集概要

主な特色

主な特色

校舎イメージ図。都立立川国際中等教育学校の向かい側に附属小学校
を設置。校舎は、4年夏頃竣工予定(校庭を除く)。竣工までの間は仮設
校舎を使用。
アクセス：JR立川駅よりバスで約12分

学校説明会

体育館棟

空中歩廊

都立立川国際中等教育学校

校舎棟（2階建て）

校舎棟（3階建て）

正門

プール棟

◦スペシャリストの育成
　幼稚園教諭、保育士、栄養士、管理栄養士や、調理師、介護福祉士を育成するた
めの教育課程に沿った指導を実施。専門性や資格等を生かした進路の選択を実現
します。

◦探究的な学習の充実
　探究型学習を通して、分析力･実践力･表現力等を育成。大学等と連携し、研究
や情報交換を行うとともに、総合型選抜（旧AO入試)や学校推薦型選抜等による
上級学校への進学実現を図ります。

◦地域との連携
　｢親子サロン｣や｢高齢者ふれあいカフェ｣、「スクールレストラン」の運営、企業
等でのインターンシップや施設実習など、地域との連携を図りながら生徒を育成
します。

① 10月11日 、北区立赤羽文化センターで。
② 10月18日 、都庁都民ホールで。
③ 11月15日 、北区立中央公園文化センターで。
④ 12月6日 、北区立中央公園文化センターで。
⑤ 3年1月10日 、北区立赤羽文化センターで。
時間／いずれも10時･13時･15時30分
申込／8月23日より受付開始。各回開催日の3日前
までに で。

お問い合わせ 　都立家庭･福祉高等学校（仮称）開設準備室　☎03-5997-1333　http://www.katei-fukushi-j.metro.tokyo.jp/

北区西が丘に都立初、家庭学科･福祉学科の専門高校を開校
　3年4月、家庭学科と福祉学科、2つの学科を兼ね備えた都立で初めての専門
高校を開校します。それぞれの学科の中に、卒業と同時に調理師資格を取得で
きる調理科、介護福祉士国家試験受験資格を得ることができる介護福祉科を
設けます（申請中）。さらに家庭学科には、幼児教育･保育系や栄養･健康系の上
級学校への進学を目指す保育･栄養科を設置します。

家庭学科 福祉学科
保育･栄養科 調理科 介護福祉科

◦幼児教育･保育系
◦栄養･健康系

調理師免許取得
（申請中）

介護福祉士国家試験受験資
格取得（申請中）

学校説明会



稼働中の調節池（28箇所）

工事中の調節池（7箇所）

金山調節池

神田川･環状七号線地下調節池

善福寺川調節池

白子川地下調節池

特集／豪雨対策「調節池」4
令和2年（2020年）8月1日　第900号

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ください。　　 宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書きください。

豪雨から
都民の命と
暮らしを守る

「調
ち ょ う

節
せ つ

池
ち

」
　近年、毎年のように全国各地で豪雨による大規模な災害が発生して
います。東京都では、激甚化･頻発化する豪雨から都民の命と暮らしを
守るため、豪雨に対して大きな効果を発揮する「調節池」の整備を進め
ています。

神田川･環状七号線地下調節池（トンネル式）

川に沿って設置された堰から調節池へ流入する様子

金山調節池（掘り込み式）

IKEカード入手場所等の詳細

善福寺川調節池（地下箱式）

調節池とは
　調節池は、川の氾濫による浸水被害を
防ぐことを目的に、増水した水を一時的
に貯留するため、川沿いの公園や道路の
地下空間などを活用して造られた施設で
す。川の水位が一定以上になると、川と
調節池をつなぐ堰

せき

から調節池に水が流入
する仕組みとなっており、貯留した水は
水位が下がった後、川に戻します。

これまでの調節池の整備
　東京都では、環状七号線の
地下トンネルとして有名な
「神田川･環状七号線地下調
節池」をはじめ、12河川で28
箇所の調節池を整備してい
ます。28箇所の総貯留量は
約256万m3で、25mプール
約8,500杯分に相当します。

調節池の上部空間の活用
　調節池の中には、平常時には上部空間を公園や運動場、集合住宅等
として複合利用している例もあります。東村山市や清瀬市を流れる柳
瀬川に造られた「金

かな

山
やま

調節池」は、約550種の植物･野鳥･昆虫･水生生
物が共生するビオトープとしても活用されています。

調節池による効果
　神田川では、昭和50年代には毎年のように大規模な浸水被害が発生してい
ましたが、平成9年の「神田川･環状七号線地下調節池」の使用開始以降、大幅
に被害が減少しています。
　昨年10月の東日本台風（台風第19号）の際は、下流の中野区域の水位を最
大で1.5m（推定）低下させるなど、水害の未然防止に大きな効果を発揮しま
した。

今後の取り組み
　現在、東京都では「神田川･環状七号線地下調節池」と「白子川地下調節池」
の2つのトンネル式調節池を連結する「環状七号線地下広域調節池」の整備を
進めています。神田川や白子川など5つの河川から取水が可能となり、状況
に応じて調節池の容量を融通することで、局地的かつ短時間の集中豪雨にも
効果を発揮することが期待されます。
　今後は、現在工事中の7箇所での整備を着実に推進するとともに、新たな調
節池の整備に向けて検討を進めていきます。

　調節池のことをもっと知ってもらうため、東京
都では調節池を訪れた方に、「IKEカード」を配布し
ています。この機会に調節池を身近に感じてみて
はいかがでしょうか。

配布状況等の最新情報はホームページをご確認ください。

調節池へ
GO!

◦掘り込み式·············地上部を掘り込んで貯留空間を確保した調
節池。

◦地下箱式················地下に設置した箱型の調節池。深さは最大
30m程度で、少ない面積で多くの貯留量を
確保することが可能。

◦地下トンネル式······道路や河川の地下を活用して設置したトン
ネル内に、水を貯留する調節池。トンネル内
径は最大12.5m程度。

調節池の種類

荏原調節池
 え  ば  ら ちょう  せつ   ち

F/B

Ver.1.0(2019.11)

U
富士見

池調節
池

ふ     じ
     み

    い
け ちょう  せつ   ち

F/P

Ver.1.0(2019.11)

O

白子川地下調節池
しら    こ    がわ   ち     か  ちょう  せつ   ち

F/Ro

Ver.1.0(2019.11)

T

妙正寺川第一調節池

Ver.1.0(2019.11)

みょうしょう   じ    がわ  だい  いち ちょう せつ   ち

F/BP

O

東京都　調節池 検索お問い合わせ 　建設局河川部　☎03-5320-5411　
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Twitter Facebook InstagramLINE都庁では により情報を発信しています！

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。

きます。対象／①小児慢性特定疾病医療
②自立支援医療（育成医療）③自立支援医
療（更生医療）④自立支援医療（精神通院）
⑤難病⑥特定疾患⑦先天性血液凝固因
子欠乏症等⑧人工透析⑨ウイルス肝炎
⑩肝がん⑪重度肝硬変。
①②福祉保健局家庭支援課☎03-

5320-4375③同局施設サービス支援課
☎03-5320-4146④同局精神保健医療
課☎03-5320-4464⑤⑥⑦⑧同局疾病
対策課☎03-5320-4471⑨⑩⑪同局疾
病対策課☎03-5320-4476

運転免許の
更新手続きを再開�
　受付場所や定員を縮小して、運転免許
の更新手続きを再開しています。有効期
間が9月30日までの方は、3カ月の有効
期間の延長手続きを行うことも可能です。
申請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

く調査です。対象世帯に調査員が伺いま
すので、回答をお願いします。
総務局社会統計課☎03-5388-2554

受動喫煙防止対策のよくある
質問集を作成しました�
　4月1日から開始した受動喫煙防止対策
について、都民や事業者の方に向けたよ
くある質問集を で公開。施設管理者向
けハンドブックも作成・配布しています。入
手方法等詳細は か相談窓口（☎0570-
069690）で。
福祉保健局健康推進課☎03-5320-

4361

東京都知事選挙に関する
世論調査�
　有権者から無作為に抽出した4,000人
を対象に調査を実施します。調査票が届
いた方は、郵送か でご回答ください。ご
協力をお願いします。
選挙管理委員会事務局選挙課☎03-

5320-6913

特別児童扶養手当受給資格者の
皆さんへ�
　8月12日 〜9月11日 に「所得状況届
（現況届）」を区市町村の手当担当窓口に
提出してください。
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

8月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等50万円スクラッチ（200円）� 5日
◦1等3万円スクラッチ（100円）� 15日
◦1等300万円スクラッチ（200円）� 15日
◦夏の女神くじ（200円）� 15日
　（1等前後賞合わせて3,000万円）
◦1等1,000万円スクラッチ（300円）�19日
◦1等100万円スクラッチ（200円）� 19日
◦1等1,000万円くじ（100円）� 19日
財務局公債課☎03-5388-2685

新型コロナウイルス感染症緊急対策
ひとり親家庭に食料品等を提供�
　8月までに区市町村から送付するカタ
ログから選択。対象／児童扶養手当（6月
分）受給者か7月31日までに新たに受給が
決定した方。申込／10月31日（消印）まで
に専用はがきか で。
区市町村か福祉保健局育成支援課☎

03-5320-4125

8月は
個人事業税第1期分の納期です�
　8月3日発送の納付書で、8月31日 ま
でにお納めください。新型コロナウイルス
感染症の影響で納付が困難な場合には、
猶予できる場合があります。
主税局相談広報班☎03-5388-2925

対象公費負担医療等について
受給者証の有効期間を1年延長�
　2年3月1日から3年2月28日までの間
に有効期間が満了する方は、更新手続き
不要で現在の受給者証を引き続き使用で

9月は障受給者証の
更新月です�
　新たに申請される方や8月31日までに
新しい受給者証が届かない方は、区市町
村の担当窓口へ。対象／身体障害者手帳
1・2級（内部障害者は3級まで）か愛の手
帳1・2度か精神障害者保健福祉手帳1級
をお持ちの方。ただし、次の表の所得制
限基準額を超える方、65歳以上で新規に
上記障害になった方、後期高齢者医療制
度加入者で、かつ住民税が課税されてい
る方などは対象外。

区市町村か福祉保健局医療助成課
☎03-5320-4571、 03-5388-1437

中学校卒業程度認定試験�

　試験／10月22日 。申込／9月4日（消
印）までに出願書等一式を郵送で文部科
学省生涯学習推進課（☎03-5253-4111
内線2024）へ。受験資格・出願方法等詳
細は で。受験案内は文部科学省・東京
都教育委員会で配布。
教育庁義務教育課☎03-5320-6752

電気自動車等用の充電設備費を
助成します�
　都内の集合住宅、事務所・工場等、商
業施設・宿泊施設等を対象に、電気自動
車やプラグインハイブリッド自動車の充電
設備の購入費・工事費等の助成を行って
います。補助額等詳細は で。
クール・ネット東京☎03-5990-5159

東京都生計分析調査�

　都民の暮らし向きの実態を明らかにす
ることを目的に、家計簿を記入していただ

平成30年度受賞作品（令和元年度冬花壇）

扶養親族等の数 所得制限基準額
0人 360万4千円
1人 398万4千円
2人 436万4千円
3人 474万4千円

水道週間作品コンクール�

　テーマ／「わたしたちのくらしと水道」〜
水道水について気づいたこと、考えたこ
と。表題自由。部門／ポスター・作文。対
象／都営水道を使用する地域に在住・在
学の小・中学生。締切／9月4日（消印）。
応募方法等詳細は で。
同事務局☎03-5434-7877（応募期

間のみ）か水道局サービス推進課☎03-
5320-6326

薬物乱用防止ポスター・標語��

　テーマ／「薬物乱用防止を訴えるもの」。
部門／①ポスター（四つ切かB3判・縦）
②標語（所定の応募用紙で40字以内）。	
対象／都内在住・在学の中学生。締切／

9月10日（消印）。応募方法等詳細は で。
福祉保健局薬務課☎03-5320-4505

"明日のTOKYO"
作文コンクール� �
　テーマ／輝く未来のために〜私たちに
できること。対象／都内在住・在学の中
学生。応募／9月30日（消印）までに、手書
き・日本語でB4判400字詰め原稿用紙
2枚半〜4枚（1行目に「題」を記入）にまと
め、都内在学者は在学校経由で、都外在
学者は別紙に住所・氏

ふりがな

名・学校名・学年・
電話を書き、郵送で東京都人材支援事業
団作文コンクール担当（〒160-0021新宿
区歌舞伎町2-44-1-12階）☎03-5292-	
7018へ。

「東京空襲犠牲者を追悼し平和を
祈念する碑」の花壇デザイン画�
　花壇（幅18.4m・奥行き8.5m・扇型）
に植え込む草花のデザイン画（B4〜A3
判）。資格／都内在住・在学の小・中・高
校生。応募／9月30日（必着）までに所定
の応募用紙（ で入手可）を添えて〒163-
8001東京都生活文化局文化事業課（☎
03-5388-3141）へ。

 挑戦しよう！

夏休み！
コンクールに

　自宅以外の場所でもテレワークを行える
ように、府中駅、東久留米駅、国立駅の近
くに、サテライトオフィスを開設しました。い
ずれも駅から徒歩3分以内です。
　事前に登録・予約をすることで、個人作
業スペースや会議室、電話・WEB会議等
も安心して行える防音設備の整ったテレ
フォンブースなどを利用することができま
す。この機会にぜひご活用ください。

利用時間 9時〜19時 〜 （ ・年末年始を除く）　※事前予約制

お問い合わせ
〈オフィスの利用について〉東京テレワーク推進センター　☎050-3358-7224　
〈オフィスの開設について〉産業労働局労働環境課　☎03-3868-3401

TOKYOテレワーク・
モデルオフィスを多摩地域にオープン！

お知らせ

府中オフィスの様子
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SNSトラブル防止動画コンテスト
SNSを使うときに気を付けたいこと�
　SNSトラブル防止を啓発する動画作品
等を募集。対象／都内在住・在学・在勤
の13歳〜29歳。締切／11月24日。応募
方法等詳細は で。
都民安全推進本部都民安全推進課☎

03-5388-3186

国公立高等学校等の
奨学給付金�
　高校生等（特別支援学校を除く）がいる
世帯を対象に返済不要の給付金を支給し
ます。対象／高等学校等就学支援金の受
給資格がある生徒（平成26年度以降入学
者）の保護者で、7月1日時点都内在住の
生活保護受給世帯か区市町村および都道
府県民税所得割額が非課税世帯の方。家
計急変により、区市町村および都道府県
民税所得割額が非課税相当となる世帯の
方。申込／9月15日 までに学校（都立高
校生）か教育庁高等学校教育課（都立以外
の国公立高校生）へ。申込等詳細は で。
各校か同課☎03-5320-7862

母子及び父子福祉資金・
女性福祉資金の貸付�
　対象／母子及び父子福祉資金 : 母子
家庭か父子家庭の方。女性福祉資金 : 都
内市町村在住の配偶者のいない女性（一

部所得制限有）。種類／修学資金・就学
支度資金・技能習得資金・生活資金・
転宅資金など（児童等に係る資金は無利
子）。相談・申込／お住まいの区市・支庁・
西多摩福祉事務所へ。
福祉保健局育成支援課☎03-5320-

4126

安全安心の見える化実感！
水道水質モニター�
　簡易測定キットを使った水質測定とアン
ケート回答。対象／都営水道の給水契約
者（家庭用）。受付／3年1月29日（必着）ま
で。900人程度。謝礼／水道局オリジナ
ルマイボトル。申込／ かはがきに住所・
氏
ふりがな

名・水道契約者名・電話・建物の種類
（戸建・集合住宅）・貯水槽の有無を書き、
水道水質モニター事務局（〒166-0015杉
並区成田東5-34-21-6階）へ。
同事務局☎03-3391-8836か水道局

サービス推進課☎03-5320-6327	

都営住宅入居者�

　募集戸数／①ポイント方式による募集

（家族向）1,290戸②単身者向・単身者用
車椅子使用者向・シルバーピア住宅315
戸③居室内で病死等があった住宅70戸。
募集案内・申込書の配布／8月17日〜
25日（ 除く）に都庁、区市町村、JKK
東京（東京都住宅供給公社）都営住宅募
集センター・各窓口センターで。22日 ・
23日 は、9時30分〜17時に東京観光
情報センター（都庁第一庁舎1階）のみで。
からも入手可。申込／8月28日までに

郵送で①は同募集センター（18時必着）②
③は渋谷郵便局（必着）へ。
同募集センター☎0570-010-810（8

月17日〜28日）、☎03-3498-8894（そ
の他の期間）、いずれも 除く。

東京都港湾審議会委員�

　東京港や海上公園に関する重要な事項
を審議。資格／都内在住・在勤の20歳
以上で、年2回程度の審議会に出席でき
る方（公務員を除く）。人数／2人。任期／
11月から2年間。申込／8月21日（消印）
までに作文「首都圏の生活と産業を支える

東京港に期待すること」（800字程度）と住
所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・職業・勤務先・電
話を書き、〒163-8001東京都港湾局企
画計理課（☎03-5320-5514）へ。

東京水道フォトコンテスト�

　テーマ／東京水道の四季｢水と人･水道
水源地域･東京の水道施設｣。締切／9月
6日(必着)。入賞作品はカレンダーなどの
広報物に使用。応募方法等詳細は で。
過去に撮影した写真でも応募可能。
水道局サービス推進課☎03-5320-

6326

昨年度最優秀賞（奥多摩町海沢）

働　く

職業能力開発センターの
キャリアアップ講習8月受付分�
　CAD製図（機械・初級）、法人税の実務、
介護利用者や高齢者の住環境を整える整
理収納技術等41コース。中小企業に就業
中で、都内在住・在勤の方。授業料1,100
円〜6,500円。教科書代別途。申込／8
月10日（必着）までに 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☎03-5320-

4719

行政書士試験�

　試験／11月8日 。受験料／7,000円。
願書配布／8月28日まで、都庁・東京国際
フォーラム・立川パスポートセンター・行
政書士試験研究センター・行政書士会で。
郵送希望は8月21日（必着）までに140円
切手を貼った角2封筒（住所・氏名記載）を
同封し、〒252-0299相模原郵便局留行
政書士試験研究センターへ。申込／ は
8月25日17時、郵送は28日（消印）までに
行政書士試験研究センターへ。
同センター☎03-3263-7700か総務

局行政部☎03-5388-2448

　

職 員 採 用

東京都職員�障害者Ⅲ類（事務）�
　資格／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か知的障害者 
と判定された方。人数／45人。採用／
3年4月1日。選考／（1次）9月13日 。
申込／郵送は8月7日（消印）、 は11日
15時まで。資格等詳細は選考案内（都
庁案内コーナー等で配布）で。

人事委員会事務局試験課☎03-5320 
-6952〜4

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歳ぐらいまでの方。
保健師／島しょ地域の各町村役場等。申
込等詳細は か福祉保健局保健政策課

（☎03-5320-4335）で。

東京都職員Ⅰ類B（農業技術）�
　人数／3人程度。勤務先／農林水産
部、関係事業所等（伊豆・小笠原諸島含
む）。採用／12月1日。選考／9月12日
・26日 。申込／8月31日 （必着）まで
に申込書等（ で入手可）を郵送（簡易書
留）か持参で〒163-8001東京都産業労
働局職員課（☎03-5320-4618）へ。

東京都職員Ⅰ類B、Ⅲ類（事務）
（就職氷河期世代）�
　資格／昭和45年4月2日〜昭和61年 
4月1日生まれの方。人数／Ⅰ類B：10
人、Ⅲ類：10人。採用／3年4月1日。
試験／（1次）10月25日 。申込／郵送
は8月14日〜24日（消印）、 は8月14
日10時〜24日15時まで。資格等詳細
は試験案内（都庁案内コーナー等で8月
14日から配布）で。

人事委員会事務局試験課☎03-5320 
-6952〜4

詳細は必ず事前に などでご確認ください。

 
お問い合わせ　生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232

https://tokyotokyofestival.jp/

　港区白金台の緑豊か
な庭園内にたたずむ白亜
の館。昭和8年に建設さ
れた旧朝香宮邸、現在の
東京都庭園美術館の本
館です。当館を訪れた方
からは、「素敵！」「かわい
い！」という感想を聞く
ことがあります。建物に
あまり抱くことのない「かわいい」という
印象こそが、旧朝香宮邸が人々を惹き
つけて止まない大きな魅力であり、そ
の鍵は朝香宮允

のぶ

子
こ

妃殿下にあります。
　明治天皇の皇女である允子妃は2年
半余り、夫の鳩

やす

彦
ひこ

殿下と共にパリで生
活しました。次女の湛

きよ

子
こ

さんによると、
「母は皇族でなければデザイナーか建
築家になっていたかも」と言われるくら
いデザインや建築に情熱を持っていた
ようです。パリ滞在中には水彩画のレッ
スンを受け、最先端のファッションに身
を包むなど、大変充実した日々を送りま
した。当時、建築･絵画･ファッション等
あらゆる分野におよぶ装飾様式として、
ヨーロッパを席巻していたアール･デコ
様式の博覧会も視察され魅了されたこ

東京都庭園美術館〜｢かわいい｣を見つけに

とは、後の朝香宮邸建設に大きく影響
しています。
　建設にあたっては、允子妃も積極的
に関わりました。博覧会で出会い、内装
設計を依頼したアンリ･ラパンからの手
紙を允子妃自ら夜中までかかって翻訳
し、日本側の設計者と打ち合わせを行っ
たそうです。中でも、家族の居室となっ
ていた2階は、各部屋の壁紙や照明器
具の選定をはじめ、ラジエーター(暖房
器具)カバーのデザインの下絵に至るま
で、允子妃の感性が生かされています。
　旧朝香宮邸が今日でも「かわいい！」
と感じられるのは、允子妃の好みやセン
スが随所に息づいているからではない
しょうか。皆さんもぜひご自分の目で探
してみてください。

ⓒ東京都庭園美術館

※｢東京モダン生活｣展 : 9月27日まで。一般900円。見学は展覧会開催中のみ。

募　集

13

水滴くん 水玉ちゃん

允子妃のセンスが生かされた居間(左)と
ユリの花をモチーフにしたラジエーターカバー(右)
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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

昨年度入選作品

生活文化局広報課　☎03-5388-3093　 検索広報東京都

　「広報東京都」で検索すると、最新号を読むことができま
す。各記事から紙面の に対応したホームページ
を見ることも可能です。紙面のPDF版や音声版、
バックナンバー（過去の記事）も掲載しています。

　電子チラシ配信サービス「S
シ ュ フ ー
hufoo！」や自治体広報紙配信

アプリ「マチイロ」、マイ広報紙地域版「マイ広報東京都」でも
読むことができます。

「WEB
広報東京都」

他の媒体で
読む

　広報東京都は昭和25年に創刊し、900号を迎えました。これからも都政の 
重要政策、生活に必要な情報や催しなどを分かりやすくお届けしていきます。

東京消防庁調査課　☎03-3212-2111（内線5066）　お問い合わせ

学　ぶ

都立多摩図書館
東京マガジンバンクカレッジ�
　「地域を見つめる、地域を伝える〜石川
直樹の写真ワークショップ」。9月27日 ・
11月15日 ・23日 （全3回）。いずれも
13時30分。抽選で30人。申込／8月20
日（消印）までに か往復はがきに催し名・
住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話・ワークショップ
で学びたいこと（150字程度）・託児・車
椅子席・手話通訳か要約筆記希望の有無
を書き、〒185-8520都立多摩図書館（☎
042-359-4020）へ。

専門点訳奉仕員養成講習会
（英語・触図・コンピューター）�
　対象／点訳の知識と経験があり、受講
後都内で活動できる方。期間／10月5日
〜3年3月1日（各全10回）。コース／①英
語②触図③コンピューター。①③は 、	
②は 。各10人。課題・試験有。申込書 
の請求／8月31日 （必着）までに、住所・

高尾の森わくわくビレッジ
「英語ガイドに挑戦」�
　10月10日 〜11日 。小学4年〜6
年、抽選で20人。6,600円（1泊3食付）。
京王線高尾山口駅周辺で簡単な英語で
の道案内に挑戦。申込／9月7日（消印）ま
でに往復はがきに催し名・全員の住所・
氏
ふりがな

名・年齢（学年）・性別・保護者の氏
ふりがな

名・
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-

氏名・希望コースを書き94円切手を貼っ
た返信用封筒を〒169-8664日本視覚障
害者団体連合点字図書館へ郵送か来館
で。申込／9月7日 （必着）までに所定の
申込書・課題を郵送か持参で同館へ。
同館☎03-3200-6160、 03-3200-

7755か福祉保健局障害者施策推進部☎
03-5320-4147、 03-5388-1413

盲ろう者向け
通訳・介助者養成講習会�
　10月7日〜11月25日（全7日間）、東京
都障害者福祉会館等で。修了後都内で通
訳・介助ができる方、40人。通訳介助技
術の実習等。申込／8月25日（必着）まで
に所定の申込書（ で入手可）を郵送で盲
ろう者友の会（〒111-0053台東区浅草橋
1-32-6-2階）☎03-3864-7003、 03-
3864-7004へ。
同会か福祉保健局障害者施策推進部

☎03-5320-4147、 03-5388-1413

652-0911へ。

講演会
「いつも心の中に微笑みを」�
　10月27日 14時30分、江戸東京博物
館で。抽選で170人。講師／山田邦子（タ
レント）。締切／8月31日（消印）。申込方
法等詳細は で。
東京税務協会☎03-3228-7998

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。

催　し

東京水辺ライン�

　「WATERS竹芝オープン記念・歴史クルー
ズ水戸徳川の系譜」8月27日 9時。すみ
だリバーサイドホール集合。抽選で20人。
2,800円。申込／8月17日（必着）までに往
復はがきに催し名・人数（中学生以上）・代
表者の住所・氏

ふりがな

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）☎03-5608-8869へ。

2020パラアートTOKYO
国際交流展�
　8月19日 〜23日 10時〜18時（19
日は11時から、23日は14時まで）、東京
芸術劇場で。国内外の障害者の絵画・書
の入選作品を展示。
同実行委員会事務局☎03-3341-0803、
03-3359-7964か福祉保健局障害者

施策推進部☎03-5320-4147

東京都障害者総合美術展�

　9月2日 〜6日 10時〜21時（6日は
16時まで）、西武池袋本店で。都内の障
害者の絵画・造形・書・写真の入選作品
を展示。
日本チャリティ協会☎03-3341-0803、
03-3359-7964か福祉保健局障害者

施策推進部☎03-5320-4147、 03-
5388-1413

〈不審に感じたり困ったときは〉
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
〈契約上で困ったときは〉消費生活総合センター　☎03-3235-1155�

お問い合わせ

注　意

「新型コロナウイルスが水道管や下水道管に付着しているので洗浄し
た方がよい」と言って、高額な洗浄代を請求する。

おもな手口

少しでも
不審に
感じたら

水道局や下水道局を装った
悪質な業者にご注意ください

◦�職員の「身分証明書」や委託業者の「作業委託証明書」
を必ずご確認ください。
◦�宅地内に入れず、勝手に作業をさせないでください。
◦�その場で契約や支払いをせず、ご相談ください。

詳細は同封の「更新手続きのご案内」をご確認ください。

交　通

お問い合わせ 東京バス協会シルバーパス専用　☎03-5308-6950
（9時〜17時、 除く）
福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4177　

　現在お持ちの「東京都シルバーパス」の有効期限は9月30日です。
　今年度の更新手続きは、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、原
則として郵送方式により行います。例年の臨時更新会場は設置しません。
　8月中旬に東京バス協会から届く「更新手続きのご案内」（赤または青の
封筒）に同封の払込票により、9月10日までにコンビニエンスストアで利
用者負担金（20,510円または1,000円）をお支払いください。入金確認
後、2週間程度で新しいシルバーパスを自宅へ郵送します。

「東京都シルバーパス」をお持ちの方へ
今年度の更新は郵送方式となります

「広報東京都」をスマホやパソコンでも読めます！

◦�充電方法を誤った　◦�非純正品バッテリーを使用した　など

◦�「膨らむ」「音がする」「臭いがする」など異常を感じたら使わない
◦�機器購入時に付属のものやメーカー指定の製品を使用する
◦�国の定める安全基準を満たしていることを示す「PSEマーク」
の付いている製品を選ぶ　など正しく使いましょう

　スマートフォンやコードレス掃除機、外出先で携帯端末を充電するため
のモバイルバッテリーなどに使用されている、小型の充電式電池（リチウ
ムイオン電池）からの火災が5年間でおよそ4倍に増えています。

スマホなど充電して使う
機器からの火災が急増しています！

　リチウムイオン電池関連製品を廃棄する際には回収方法を十分に�
確認し、可燃ごみなどに混ぜて廃棄することは絶対にやめましょう。

このようなときに火災が発生しています

火災を防ぐために

���



※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　

防　災

地震直後の行動

地震後の行動

地震時の行動

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3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）
8月1日発行
葉月 はづき https://www.metro.tokyo.lg.jp/
第900号

　JR高尾駅から山あいを走るバスに30分ほど揺られると、自然の中で
さまざまな体験ができる｢夕やけ小やけふれあいの里｣に到着する。ここ
上
か み

恩
お ん

方
が た

町
ま ち

は、童謡｢夕焼小焼｣の作詞者である中村雨
う

紅
こ う

の生家があり、
歌詞のモデルになった地として知られている。
　みずみずしい農産物の直売所と入園受付が並ぶ入り口を進むと、出
迎えてくれるのはポニーやウサギといった動物たちだ。自然あふれる広
大な敷地内には、動物と触れ合える｢ふれあい牧場｣をはじめ、釣り･水
遊びに最適な水場やハイキングコース、キャンプやバーベキューができ
る屋外施設があるほか、陶芸や木工等を体験できるプログラム等が用
意されている。
　中でも、敷地内を流れる北

き た

浅
あ さ

川
か わ

周辺の散策は、盛夏の頃におすすめ
だ。緑のトンネルのように生い茂る木々が日差しを和らげ、足元を流れ
る透き通った水が心地良い涼を届けてくれる。
　歩くのに疲れたら、食事処で手
打ちそばなどの食事を楽しんだ
り、日帰り入浴ができる宿泊施設
で休憩をとることもできる。大自
然の中、ゆっくりと過ぎる時間に
身を委ねて夕刻を待てば、きっと
歌にあるような光景を見ることが
できるだろう。

夕やけ小やけふれあいの里
（八王子市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

心のふるさとで自然に癒される

｢ふれあい牧場｣のポニー

緑の風景に溶け込む水車小屋

=パソコン用壁紙

〈次号（9月1日発行）は、8月31日・9月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

東京消防庁防災安全課　☎03-3212-2111(内線4226)　お問い合わせ

　8月30日から9月5日は｢防災週間｣です。大きな地震が起きたら、あなたはどうしま
すか？もしものときのために、｢地震その時10のポイント｣を確認しましょう。

①地震だ！まず身の安全
　丈夫なテーブルの下や、物が落ちてこない･倒れてこない
空間に身を寄せ、揺れが収まるまで様子を見る。

②落ちついて　火の元確認　初期消火
　揺れが収まってから、慌てずに火の始末、消火をする。
③慌てた行動　けがのもと
　屋内では転倒･落下した家具類やガラスの破片などに注意する。
　瓦や窓ガラス、看板などが落ちてくるので、外に飛び出さない。
④窓や戸を開け　出口を確保
　揺れが収まったら、避難ができるよう出口を確保する。
⑤門や塀には近寄らない
　屋外で揺れを感じたら、ブロック塀などには近寄ら
ない。

⑥火災や津波　確かな避難
　大規模な火災など身の危険を感じたら、一時集合場所や避難場所に避難する。
　沿岸部では、大きな揺れを感じたり津波警報が出されたら、高台など安全な
場所に素早く避難する。
⑦正しい情報　確かな行動
　テレビやラジオ、消防署、行政などから正しい情報を得る。
⑧確かめ合おう　わが家の安全　隣の安否
　まず自分や家族の安全を確認し、近隣の安否を確認する。
⑨協力し合って救出･救護
　近隣で協力し、倒壊家屋や転倒家具などの
下敷きになった人を救出･救護する。
⑩避難の前に安全確認　電気･ガス
　避難するときは、電気のブレーカーを切り、
ガスの元栓を閉める。

知っていますか？
｢地震その時10のポイント｣

　ホームページでは「10のポイント」を分かりやすく紹介した動画や
日頃備えておくことなどを公開しています。

[夕やけ小やけふれあいの里]☎042-652-3072　9時〜16時30分(8月の ･ 
13日 14日 は18時、11月〜3月は16時)。一般200円。　

JR中央線･京王高尾線｢高尾｣駅北口から1番乗り場のバス｢陣馬高原下｣行
きに乗り｢夕焼小焼｣下車。


