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今すぐやろう、家庭の備え

小さな備えの積み重ねが、
多くの命を守ります
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新型コロナウイルス感染症
対応支援等を強化

4

5年に1度の国勢調査を実施

8

アジア最大級の国際短編映画祭を開催

広報東京都 検索
世帯と人口

ショートショート フィルム
フェスティバル＆アジア 2020

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

2年7月1日現在の推計

717万9,663世帯 人口1,399万9,624人
（男：687万9,049人 女：712万575人）
＊参考：外国人数55万8,989人

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

9月1日は｢防災の日｣

一人一人の取り組みが
みんなの命を守ります

災害はいつ起こるかわかりません。もしものとき、あなたやあなたの大切な人を守るためには、
日頃の備えが大切です。｢防災の日｣をきっかけに、命を守るための取り組みを始めましょう。

元年度 東京都・多摩市合同総合防災訓練の様子

災害時、どこに避難しますか？

住んでいる地域によって、地震や風水害等の災害種別ごとに避難先が変わることがあります。危険が

迫った際に迷わず行動できるよう日頃から確認しておきましょう。

避難所に行くだけが避難ではありません。特に新型コロナウイルスの感染拡大が続く中では、避難所

に多くの人が集まると感染リスクが高まります。安全な親戚・知人宅に避難することを考えてみましょう。

風水害から命を守るための日頃の備え
□住んでいる地域のハザードマップで、危険箇所や避難する場所を事前に確認
□｢ 東京マイ･タイムライン｣を活用して、風水害時の避難行

動計画を作成。事前に行動を整理することで、いざというと

き慌てずに行動できます

｢東京マイ･タイムライン｣の作成方法は

で確認

東京マイ･タイムライン 検索
□防災気象情報や自治体による避難情報などの情報を確認
□豪雨(大雨)になる前の早めの避難

総務局防災管理課

在宅避難▶ハザードマップを確認し、自宅が安全な場合は自宅に留まり安全を
確保。水や食料など最低3日間分を備蓄

縁故避難▶避難が必要な場合は、親戚や知人宅に早めの自主避難を検討
避 難 所▶水 ･食料のほか、マスク･

体温計等を持参し、感染
防止対策を徹底

＊作成方法を解説した動画も公開しています

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた
風水害時の避難行動

☎03-5388-2453

9月号は8月17日時点の情報に基づき作成しています。

避難先での感染を予防するために

避難グッズに加え、マスク･体温計･
アルコール消毒液等を各自持参しましょう

垂直避難▶屋外への避難が危険な場

合などは、近くの 頑 丈な
建物の上層階等へ避難

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

※各自治体の避難対策をご確認ください。

東京都防災

検索
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今 す ぐ や ろ う、家 庭 の 備 え
いつもの暮らしに少しだけ手を加える、小さな備えの積み重ねが、多くの命を守り
ます。今からできる準備を進めましょう。

日常備蓄で災害に
備えましょう

「東京防災」
公式キャラクター
防サイくん

日常備蓄のイメージ
STEP

1

少し多く購入

使う･食べる

STEP

2

災害時に必要なもの

（被災地で重宝した品目）

●カセットコンロ
●懐中電灯

「日常備蓄」は、災害に備えて特別な準備をするので
はなく、普段使っているものを常に少し多めに用意し
ておくことです。
備蓄品の種類や量は、家
族構成や家庭状況によっ
て異なります。まずは3日
分を目標に備蓄を進め、災
害に備えましょう。

●簡易トイレ

古
い
も
の
か
ら
順
に
消
費

最小限備えるべき品目・量

●充電式ラジオ など

女性の場合は、生理用品、
乳幼児･高齢者がいる家庭
ではオムツ･常備薬などを
常備

都民の備蓄 検索
STEP

お問い合わせ

4

総
 務局防災管理課 ☎03-5388-2549

使う･食べる

減った分を補充

常に少し多めの状態をキープ

地震から命を守るために

STEP

3

家具類の転倒･落下･移動防止対策の例

大きな地震が発生すると、室内の家具類の転倒･落下･移動によるけがだけでな

ベルト式器具
冷蔵庫は壁にベルトで固
定する。

く、倒れた家具類が避難通路をふさいだり、火災などの二次災害を引き起こした
りするなど、さまざまな危険をもたらします。家で過ごす時間が増えているこの
機会に、家具類の配置と固定の見直しをしましょう。

ポール式器具
家具の端奥に設置する。
L型金具
壁に強度が足りな
い 場 合 は、あ て 板
をつけネジが抜け
ないようにする。

扉開放防止器具

詳しい対策方法は、東京消防庁ホームページの「家具
類の転倒･落下･移動防止対策ハンドブック」をご覧くだ
さい。
粘着マットやベルトなどで
電子レンジを固定するとと
もに、台も壁に固定する。

家具転倒対策ハンドブック 検索

連結金具
上下に分かれている
家具は連結する。

ストラップ式器具

対策器具の給付や、取り付け支援等に関する助成
を行っている区市町村もあります。お住まいの区市
町村へお問い合わせください。

東京消防庁震災対策課 ☎03-3212-2111 内線3968
お問い合わせ

ガラス飛散
防止フィルム

ストッパー式器具
ポール式器具と併用
すると効果が高い。

店舗や施設等を利用の際は、｢虹のステッカー｣を目印に！
「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」を改正しました
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底するため、
条例に｢感染防止徹底宣言ステッカー｣の掲示等を努力義務と
して盛り込みました。感染を食い止めるため、皆さんのご協力
をお願いします。

都民･事業者の努力義務の主な内容
じゅん し ゅ

◦ガイドラインを遵守し、店舗等へのステッカーの掲示
◦ステッカー掲示店舗等の利用

◦施設や店舗でクラスターが発生した場合にインターネッ
トで通知するサービス
（
「東京版新型コロナ見守りサービ
ス」等）の活用
 京都ステッカー申請･感染拡大防止協力金相談センター 
東
☎03-5388-0567
（9時〜19時）

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。

ステッカー掲示店舗を
探せるマップを作成
利用者がお店選びで迷うことが
ないよう、ステッカー掲示施設の
名称と位置情報を示す、
「登録店舗
マップ」を作成しました。施設や店
舗を利用する際にご活用ください。

Android端末

iOS
（iPhone/iPad）

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）
9月1日

は「WEB広報東京都」
からアクセス! 広報東京都 検索

第901号

特集／感染症対策支援

※バックナンバーもあります

3

新型コロナウイルス感染症に対応した支援
医療･介護･障害等の事業体制支援および
従事者へ慰労金を給付

ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」に基づき、医療機関や介護･障害福祉サー
ビス事業所等に対し、提供体制の維持支援を行うとともに、従事する職員に慰労金を給付し
ます。
対象事業／①医療分 ： 病院、薬局、訪問看護ステーション等指定医療機関等
②介護分 ： 介護サービス事業所等
③障害分 ： 障害福祉サービス施設･事業所等
◦事業体制支援
感染拡大防止対策や事業体制確保等に要する費用を補助します。②③については、在宅
サービスを行う事業の再開や環境整備のための支援も行います。
◦慰労金給付
①～③の機関･事業所等に従事し、患者または利用者と接する職員等に対し、慰労金を
支給します。一定の要件有。
申請方法／原則、各機関･法人等で取りまとめて申請してください。慰労金については、退職
した方等、個人でも申請できる場合があります。申請方法･提出先等詳細は で。
〈医療分について〉福祉保健局感染症対策部 ☎03-5320-4058
〈介護分･障害分について〉東京都新型コロナウイルス緊急包括支援事業コールセンター
0120-591-105



◦基本給付
対象／①2年6月分の児童扶養手当が支給される方
②公 的年金等を受給しており、2年6月分の児童
扶養手当の支給が全額停止された方（児童扶養
手当の申請をしていれば全額か一部停止され
たと推測される方も含む）
③新 型コロナウイルス感染症の影響で家計が急
変するなど収入が児童扶養手当受給の水準と
なった方
支給額／1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
◦追加給付
対象／基本給付の①②に該当する方で、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で収入が減少した方
支給額／1世帯5万円
申請方法／お住まいの区市町村へ。①に該当する方は基本
給付のみ申請不要。
区市町村か福祉保健局育成支援課

☎03-5320-4123

中小事業者向け支援
東京都家賃等支援給付金

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

事業者の家賃等に係る負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国

酒類の提供を行う飲食店およびカラオケ店に対する都からの営業時間短

の
「家賃支援給付金」
に都独自の上乗せ給付
（3カ月分）を実施。

縮の要請に協力いただいた、｢感染防止徹底宣言ステッカー｣を掲示する中

対象要件／①国の家賃支援給付金の給付通知を受けている。
②都内に本店または支店等がある。
③都内にある土地･建物の家賃等の支払いを行っている。
など全ての要件を満たす中小企業等･個人事業主
※
給付額／基準額 ×給付率×3カ月分

小事業者を対象に協力金を支給。

※国の家賃支援給付金の対象となった都内土地･建物の家賃等の総額
（月額）

基準額
中小
企業等

個人
事業主

75万円以下
75万円超
37万5,000円
以下

給付額
基準額×給付率
（12分の1）×3

※最大給付額

37万5,000円

基準額×給付率
（12分の1）×3
※最大給付額

申請方法／3年2月15日
（消印）
までに

18万7,500円

か郵送で。

東
 京都家賃等支援給付金コールセンター
☎03-6626-3300
（9時～19時 、11月以降は

飲食事業者向けテラス営業支援
都内飲食店等を対象に、道路等の占用許可基準緩和の緊急措置を活用し、

9万3,750円

9万3,750円+［
（基準額–37万5,000円）×給付
37万5,000円超 率
（24分の1）
×3］
※最大給付額

 京都ステッカー申請･感染拡大防止協力金相談センター 
東
☎03-5388-0567
（9時～19時）

18万7,500円

18万7,500円+［
（基準額-75万円）×給付率（24
分の1）
×3］
※最大給付額

対象要件／①酒類の提供を行う飲食店またはカラオケ店を運営している。
②22時〜翌5時の時間に営業を行っていた店舗が8月3日～31
日の全期間、22時〜翌5時の営業を行わなかった。
③｢感染防止徹底宣言ステッカー｣を掲示している。
など全ての要件を満たす中小企業･個人事業主等
支給額／1事業者あたり、一律20万円
までに か郵送、持参
（17時まで）
で。
申請方法／9月1日 ～30日 （消印）

除く）

臨時的にテラス営業等を行う際に必要な経費の一部を助成。
対象経費／テラス営業等に使用する仮設施設（椅子、テーブル等）を新たに
調達する経費
助成限度額／10万円
助成率／対象経費の3分の2以内
申請方法／10月31日（消印）
までに郵送で
（上限に達し次第終了）
。
東京都中小企業振興公社   ☎03-3251-7866
（9時〜16時30分、

除く）
  

申請方法等詳細はホームページをご確認ください。

新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症が心配なときの電話相 談窓口
◦接待を伴う飲食店等の従事者･利用者向け

もしサポコールセンター

☎0570-057-565
      （ナビダイヤル）
  9時〜22時

店舗での感染防止対策や、心配な症状が出た際
の対応などの相談に答えます。
対応言語／日本語･英語･中国語･韓国語
福祉保健局感染症対策部

※

☎03-5320-4482

◦新型コロナコールセンター

☎0570-550-571
  

（ナビダイヤル）
9時〜22時

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
対応言語／日本語･英語･
中国語･韓国語

◦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）
･

☎03-5320-4592

終日〉

・｢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

＝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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談

被害防止

9月は東京都自殺対策強化月間です
東京都では、9月を自殺対策強化月間として定め、
関係機関や区市町村と連携し、特別相談や学生向け

誰もがみんな
高齢者見守隊！

講演会等さまざまな取り組みを行っています。

こころの悩み等についての電話相談
東京都自殺相談ダイヤル
〜こころといのちのほっとライン〜

はなしてなやみ

☎0570-087478

9月23日 〜27日 （24時間）
※その他の期間は毎日14時〜5時30分
20時〜2時30分
は17時、
は22時30分から

ます。高齢者の皆さんも「あ

☎03-5286-9090

日本いのちの電話連盟

0120-783-556

8時〜11日 8時

有終支援いのちの山彦電話
9月の

☎03-3842-5311

12時〜20時

グリーフケア・サポートプラザ

☎03-3796-5453

9月15日 〜19日 12時〜16時

全国自死遺族総合支援センター

◦
「このままだと大変なことになる」などの不安をあおる文句に注意！
➡ その場で判断しない。少しでもおかしいと思ったら、相談する。
◦身に覚えのない請求に慌てない！
➡ 相手の電話番号に連絡しない、絶対に支払わない。

お近くの消費生活相談窓口をご案内 ▶ 消費者ホットライン

◦高齢者の消費者被害のご相談は
LINEアカウント

相談支援は、年間を通して行っています。
☎03-5320-4310

9時〜17時

高齢者被害110番

☎03-3235-3366

◦ご家族･ホームヘルパーなどからの 高齢消費者見守りホットライン
お問い合わせは
☎03-3235-1334
お問い合わせ

自殺防止東京キャンペーン 検索

☎188

高齢者被害特別相談
9月14日 ･15日 ･16日

開始時間を17時から15時に変更しました。
15時〜21時30分

福祉保健局健康推進課

な人に相談しましょう。

☎03-3261-4350

11時〜19時

生きるのがつらいと感じたら…
相談ほっとLINE＠東京

お問い合わせ

れ？」と思ったら、まず身近

◦契約変更で安くなるはずが、前より高くなった！
➡ 説明をうのみにせず、契約内容をしっかり確認する。

自死遺族のための電話相談

9月7日 〜10日

周りの皆さんの見守りや
声掛けで悪質商法の被害か
ら高齢者を守ることができ

国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター

9月10日

9月は「高齢者悪質商法
被害防止キャンペーン月間」です

消費生活総合センター ☎03-3235-1157

国勢調査

楽しむ

5年に1度の国勢調査を実施します

10月1日は
「都民の日」
施設の無料公開や記念行事を行います。

入園・入館料等が無料
庭

国勢調査は、生活環境の改善や防災計画など、私たちの生活に
欠かせないさまざまな施策に役立てられる大切な調査です。今

園

◦浜離宮恩賜庭園 ◦旧芝離宮恩賜庭園 ◦六義園 ◦小石川後楽園
◦旧岩崎邸庭園 ◦向島百花園 ◦清澄庭園 ◦旧古河庭園
◦殿ヶ谷戸庭園

年は21回目の調査となり、開始以来100年の節目を迎えます。
調査対象

調査の流れ

動物園・植物園

9月14日から調査書類の配布を開始します。
期間内に回答をお願いします。

◦上野動物園 ◦多摩動物公園 ◦葛西臨海水族園 ◦井の頭自然文化園
◦神代植物公園 ◦夢の島熱帯植物館 ◦東京港野鳥公園
※要事前予約
※

※

美術館・博物館等

インターネット回答

◦東京都庭園美術館（庭園）
◦東京都写真美術館（
「エキソニモ アン･デッド･リンク インターネット
アートへの再接続」
「TOPコレクション 琉球弧の写真」
「生誕100年
石元泰博写真展 生命体としての都市」
）
◦江戸東京博物館（常設展）◦江戸東京たてもの園

◦八王子労政会館体育室
（卓球：個人､1時間分）
◦京浜島勤労者厚生会館
（テニス･卓球･バドミントン：個人、1時間分）

◦水道歴史館／記念品配布
◦水の科学館／記念品配布 ◦虹の下水道館／記念品配布
利用方法等詳細は各施設かホームページでご確認ください。
混雑した際は、入場を制限する場合があります。

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。

パソコンやスマートフォン等から簡単に
回答できます。
＊英語･中国語（簡体字･繁体字）･韓国語･ベト
ナム語･スペイン語･ポルトガル語も可。

10月1日〜7日
※
郵送 または希望により
調査員が回収します。
※大 島町、八丈町を除く島
しょ地域は郵送不実施

「かたり調査」にご注意を

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、調査書類の配布･回収は、
調査員と世帯が極力対面しない非接触の方法で行います。

◦奥多摩 水と緑のふれあい館／ビデオ上映

☎03-5388-3141

9月14日〜10月7日

国勢調査を装った「かたり調査」が発生しています。不審に思われた場
合は、区市町村の国勢調査担当部署までご相談ください。

記念行事

生活文化局文化事業課

調査票（紙）での回答

個人情報の保護について
統計法によって、個人情報は厳格に保護されます。安心してご回答ください。

施設利用料が無料

お問い合わせ

日本に住む全ての人および世帯。外国人も対象

お問い合わせ

国勢調査コールセンター ☎03-6636-9607
総務局人口統計課 ☎03-5320-7894

9月7日〜11月30日
（8時〜21時）

国勢調査2020総合サイト
（総務省統計局）
https://www.kokusei2020.go.jp/

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）
9月1日

都庁では

Twitter

LINE

Facebook

募

東京都では、全ての女性が意欲と能力に応じて多様な生き方が選択でき
る社会の実現に向け、女性の活躍推進のために優れた取り組みを行ってい

一時的に支払いが困難な方に対し、最長で1年間支払いを猶予します。

る企業や団体、個人に対し、｢東京都女性活躍推進大賞｣を贈呈しています。

で。

対

〈23区〉
水道局お客さまセンター☎03-5326-1101

象

〈多摩地区〉
水道局多摩お客さまセンター☎0570-091-101か☎042-548-5110

運転免許の更新手続き
混雑状況にご注意ください
更新会場や講習の定員を縮小している

10月は
乳 子 医療証の更新月です
乳幼児。子 医療証 : 義務教育就学期の児

して受け付けができない場合があります。

童。区市町村により所得制限等有。詳細

で。

警 視 庁 運 転 免 許 本 部 ☎03-67173137

はお住まいの区市町村へ。
区市町村か福祉保健局医療助成課☎
03-5320-4282

緊急情報伝達試験を
10月7日に実施
10月7日 11時ごろ、全国一斉に全国

【事業者部門】

都 内に本社か主たる事業所を置く、以下の分
野の企業･団体･機関等
・産業分野 ・医療･福祉分野 ・教育分野
【地域部門】
 市町村等の推薦を受けた都内で活動する地域団
区
体、または都内在住･在勤の個人
（団体は自薦も可）

申

込

9月30日（必着）
までに

対象／ 乳 医療証 : 義務教育就学前の

ため、待ち時間が長くなったり、定員に達
各更新会場の混雑状況等は

集

東京都女性活躍推進大賞を募集

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
水道・下水道料金の支払い猶予
申込／9月30日まで。申込等詳細は

無料特別相談
「多重債務110番」

弁護士・司法書士への相談も可。電話

受賞者の取り組みは、ホームページや新聞、就
職情報サイト等のメディアで紹介します。
お問い合わせ

生活文化局男女平等参画課

9月は固定資産税・都市計画税
（23区内）
第2期分の納期です

か来所。9月7日 ・8日

9時〜17時、消

6月に送付した納付書で、9月30日 ま

急情報伝達試験が実施されます。試験時

費生活総合センター
（飯田橋）
で。区市町

でにお納めください。新型コロナウイルス

には、都内の多くの区市町村で防災行政

消費生活相談窓口でも実施
（詳細は各相

感染症の影響で納付が困難な場合には、

無線等による
「これは、Jアラートのテスト

談窓口へ）
。

猶予できる場合があります。

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

同センター☎03-3235-1155

取得した自家用乗用車に係る自動車税

都立霊園からのお知らせ
◦霊園管理料を納めていない方は速やか
にお支払いください。滞納すると条例に
より霊園の使用許可が取り消しとなりま
す。お支払いは口座振替が便利です。
◦住所を変更した方は届け出を忘れずに。
◦お彼岸は周辺の道路が混雑し、近隣住
民の方にご迷惑となりますので、公共
交通機関をご利用ください。
東京都公園協会霊園課☎03-32323151

お住まいの区市町村等にて希望者に
はカード形式の障害者手帳交付受付を開
始。対象／①精神障害者保健福祉手帳
②身体障害者手帳・愛の手帳
（東京都療
育手帳）
。①は新規か更新時の切り換えの

9日

（1等前後賞合わせて5,000万円）
◦1等30万円スクラッチ
（200円）

9日

◦ハロウィンジャンボ宝くじ
（300円）23日
（1等前後賞合わせて5億円）
（1等1,000万円）
◦1等1,500万円くじ
（100円）

9月の宝くじ発売開始予定日

30日

財務局公債課☎03-5388-2685

◦1等200万円スクラッチ
（200円） 2日

特例措置が延長されました。3年3月31日

募

までに取得したものが対象です。

集

自動車税コールセンター☎03-35254066

都立看護専門学校入学試験

物品買入れ等競争入札
参加資格審査
（3・4年度）


種類／①社会人②推薦。受験資格／

8001東京都福祉保健局医療人材課
（☎
03-5320-4442）
へ。

校卒業か同等以上
（その他要件有）
。②高

東京都児童福祉審議会
公募委員

下水道局含む）
等が発注する物品・委託

等学校か中等教育学校を3年3月卒業見

等の入札に参加希望の方。日程／一般

込みの方。募集校／広尾・板橋・荏原・

児童福祉に関する事項の調査審議。資

①3年4月1日現在25歳以上で、高等学

対象／東京都各局
（交通局・水道局・

府中・北多摩・青梅・南多摩。試験／①

協同組合等12月11日〜17日。申請は東

10月4日 ・23日

京都電子調達システムで。

②
書受付／①9月15日 〜17日 （消印）

（消印）
までに作文「応募動機」
（400字〜

に郵送か持参で
10月6日 〜8日 （消印）

800字）
と別紙に住所・氏名・年齢・職業・

志望校へ。募集要項／各校か福祉保健局

電話・都の他の審議会参加の有無
（有の

財務局契約第二課☎03-5388-2632

ハイブリッドのトラック、ごみ収集車
（白ナンバー）、バスの導入補助制度
購入費の一部補助。対象／都内中小企

業等。申請／3年2月26日
（消印）
までに申

②10月23日

。願

格／都内在住の18歳以上で、年数回の

審議会に出席できる方
（公務員除く）
。任

医療人材課で配布。請求は封筒に①「社

期／2年間。人数／2人。申込／9月14日
ふりがな

場合は審議会名称）
を書き、〒163-8001

会人入試募集要項希望」②「推薦入試募

東京都福祉保健局少子社会対策部
（☎

集要項希望」
と書き、390円切手を貼った

03-5320-4114）
へ。

返信用封筒
（角2）
を同封し、各校か〒163-

等を郵送で。その他、低公
請書
（ で入手）

み。
①福祉保健局精神保健医療課☎035320-4464②同局施設サービス支援課

害・低燃費車への買い替えに対する融資
あっせん制度も有。申込等詳細は

で。

4月〜6月に生まれたニホンザルの
（写真は最初に
子供たちが日々成長中。

環 境 局 自 動 車 環 境 課 ☎03-5388-

☎03-5320-4146

ひきこもりに関する
合同相談会を実施
10月3日 13時・14時30分、国立オリ
ンピック記念青少年総合センター
（渋谷区）

3535

HP

都民生活に関する世論調査
都内在住の方から無作為抽出した4,000

で。各回40人。NPO法人等がひきこも

人を対象に、訪問せず郵送で調査を行いま

りの本人・家族からの相談に応じます。申

す。9月4日〜27日の間に郵送か

込／10月1日までに

りサポートネット

◦お月見くじ
（200円）

環境性能割について、税率を1％軽減する

（個人・法人）
9月14日〜10月30日。事業

10月からカード形式の
障害者手帳を導入

☎03-5388-3189

◦ハロウィンジャンボミニ
（300円） 23日

主税局相談広報班☎03-5388-2925

自動車税環境性能割に係る
臨時的軽減期間の延長

か郵送で。

申込等詳細はホームページをご覧ください。

瞬時警報システム
（Jアラート）
を用いた緊

です」
という放送や、防災情報メールの送
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Instagram により情報を発信しています！

お知らせ

第901号

か東京都ひきこも

0120-529-528で。

福祉保健局地域福祉課☎03-5320-

でご回

答ください。ご協力をお願いします。
生活文化局都民の声課☎03-53883133

出産したホクトと赤ちゃん。7月8日撮影）

飼育担当の三塚さんより一言
｢3カ月にわたって3頭が誕生しまし
た。母ザルは3頭とも初産です。他の
メスのサルたちは誕生した子ザルに
興味津々で、子ザルを抱きたそうに、
親子の近くをついて回ることもあり
ます。｣

上野動物園☎03-3828-5171

4039

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）
9月1日
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広報 東京都

働 く
看護職就職相談会
「ふれあいナースバンク」

①9月3日

人。②｢就活エクスプレス
（就活実践コー
ス）
｣10月12日 〜16日 。25人。③
「東

②11日 13時30分〜16

時、①ナースバンク立川②ナースバンク
東京で。対象／就業を希望する看護職
（保
健師・助産師・看護師・准看護師）
の方。

東京都ナースプラザ☎03-5309-2065
か福祉保健局医療人材課☎03-53204447

保育の仕事｢就職支援研修･
相談会｣｢就職支援セミナー｣
① 就 職 支 援 研 修･相談 会／9月12日
、武蔵野スイングホールで。研修会10
時30分、相談会14時。②就職支援セミ

京しごと塾｣10月5日

〜11月26日

。

20人。いずれも9時30分。申込／①9月
30日②9月3日〜10月7日③9月30日ま
でに電話で。
･

東 京しごとセンター ① ② ☎03-

看護職員復職支援研修
「手厚くしっかり体験コース」


4447

0072千 代 田 区 飯 田 橋3-10-3-7階）☎

固定資産税･都市計画税
（23区内）
、不動産取得税、個人事業税など
※課 税された税金のうち、納期限前のものに限られます
（不動産取得
税を除く）。

減免を受けるための手続き
納期限までに、納税者本人からの申請が必要です。区市町村（火災の場

職業能力開発センター
キャリアアップ講習9月受付分

合は消防署）で発行する｢り災証明書｣など被災の事実を証明する書類を
添えて、所管の都税事務所に申請してください。

ビジネス･キャリア検定試験
（生産管理

お問い合わせ

･BASIC級）
受験対策、機械要素と機構、

03-5211-2912へ。
福祉保健局保育支援課☎03-53204130

料900円〜6,500円。教科書代別途。申
込／9月10日
（必着）
までに

東京しごとセンター

か往復はが

き、ファクスに必要事項を書き、実施校へ。

30〜54歳／①｢就活エクスプレス
（適
〜9日

。25

主税局相談広報班

産業労働局能力開発課☎03-53204719

職業能力開発センター
11月入校生

申込／9月23日 （必着）
までに郵送か持

① 一般／三次元CAD、DTP、福祉用

城北職業能力開発センター
（〒112-0004

参で、所定の申込書
（

文京区後楽1-9-5）
☎03-5800-3420へ。

ランサービス等5科目
（5カ月）
。選考／9月

4719

校で配布）
等を住所地のハローワークか各
センター・校へ持参。教科書・作業服代

①資格取得支援／介護職の基本資格

等は自己負担。雇用保険の延長給付、職
業訓練受講給付金等の支給有
（要件有）
。
産業労働局能力開発課☎03-53204716

東京都写真美術館〜ゲームで鑑賞力を高める

産業労働局能力開発課☎03-5320-

介護職の資格取得支援・
就業促進

に入校願書
（ハローワークか各センター・

14

で入手）
を、中央・

具、調理等15科目。②高年齢者
（おおむ

ね50歳以上）
／ビル管理、ホテル・レスト
24日 か25日 。申込／9月14日 まで

芸術作品を鑑賞した時、感じ
ることはたくさんあるのに、言
葉にするのが難しいと感じた経
験はありませんか？
東京都写真美術館では、作品
をより深く理解するきっかけと
なるよう、さまざまな切り口の
プログラムを実施しています。
その一つ、
「対話型鑑賞プログラ
ム」
では、オリジナル教材の
「色と形と言
葉のゲーム」を用いてウォーミングアッ
プを行います。参加者は不思議な形を
したカラフルなカードを見て、それにふ
さわしいと思う言葉の書かれたカードを
1枚選び、選んだ理由を説明します。
同じカードを見ても、ある人は
「とがっ
た部分にスピードを感じて走る車のよ
うに見えたから」
「はやい」
という言葉を
選び、別の人は
「とがった部分が、人が
腕を上げているように見えたから」
「やっ
たー」
という言葉を選ぶなど、見る人に
よって言葉もその理由もさまざまです。
「間違ったことを言いたくない」
「こんな
ことは自分しか考えていないかもしれな
い」
と思い、なかなか意見が出せなかっ
た子供たちも、ゲームを通じて
「答えは

☎03-5388-2925

CAD製図
（造園）
等49コース。中小企業
に就業中で、都内在住･在勤の方。授業

職探索コース）｣10月5日

対象となる都税

で。

有資格者
（①は取得見込者も可）
。申込／

保 育 人 材･保 育 所 支 援センター
（〒102-

被害を受けた場合

師・助産師・看護師・准看護師の免許を持
ち、現在離職中の方。申込等詳細は

東京都ナースプラザ☎03-6276-1718

で入手）
を郵送で東京都

一定程度以上の床上浸水（不動産取得税除く）、崖崩れ、家屋損壊等の

談等を都が指定する病院で。対象／保健

か福祉保健局医療人材課☎03-5320-

定の申込書
（

減免する場合

最新の医療に関する講義・実習・就業相

9時、図書館

①当日参加可②9月18日
（消印）
までに所

災害等により
甚大な被害を受けた方を
対象にした都税の減免制度

3239-3821③☎03-3221-5877

流通センター
（文京区）
で。対象／保育士

ナー／9月26日

･27日

税の減免

取得講座の受講支援。対象／介護業務へ

の就労を希望する方。②就業促進／都内
介護事業所で働きながら初任者研修か生

活援助従事者研修、実務者研修を受講。
雇用期間6カ月以内、継続も可。対象／

職業能力開発センター
1級技能士コースとび科

申込等詳細は

足場の組み立て・解体、鉄骨の建て方

ター☎03-5211-2910へ。

介護業務への就労を希望する離職者等。

等、1級とび技能士に求められる知識を習
得。対象／1級技能検定の受検資格を有

か東京都福祉人材セン

同センターか福祉保健局介護保険課☎
03-5320-4267

する方。授業料8,100円。教科書代別途。

一つでなくても良い」
ことに気付きます。
どの答えも各人が導き出したもので、そ
れをお互いに受け止め共有することで、
ものの見方や考え方が広がります。
「ゲーム前の鑑賞では、目の前の事実
だけを答えていましたが、ゲーム後は
写真の見切れているところに何がある
のか、映っている人がどんなことを考え
ているのかなど、推測して話すようにな
り、見方が深まっていきました。意図や
心情に思いを巡らせることは、芸術鑑賞
において大切なポイントになると思いま
す」
と考案者で学芸員の武内さん。皆さ
んも自由に言葉で表現し、誰かと共有し
てみませんか。より一層芸術を楽しめる
のではないでしょうか。

＊
「色と形と言葉のゲーム」
(4,565円)は同館かホームページで購入可。

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。

職 員 採 用
詳細は必ず事前に

職業能力開発センター等講師
科目／障害者向け訓練、調理、機械、

マンション維持管理、グラフィック、配

などでご確認ください。

東京都社会福祉事業団正規・
契約職員
（福祉職）   
資格／介護福祉士、保育士、児童指導

管、木工、住宅内外装仕上、介護、その

員任用資格、社会福祉士などの有資格者

他職業訓練指導。資格／科目関連の

か介護職員初任者研修、実務者研修など

指導員免許を持つ方か同程度に知識

の研修修了者
（見込可）
。人数／100人

経験の豊富な方
（資格等が必要な科目

程度。採用／3年4月1日。勤務先／児

有）
。人数／16人程度。勤務場所／各

童養護施設、福祉型障害児入所施設・障

センター等。任用期間／10月1日〜3

害者支援施設のいずれか
（全12施設。千

年3月31日。選 考 ／9月中 旬。面 接・

葉県・神奈川県の施設有）
。選考／10月

能力実証等。申込／9月1日 〜8日

23日 ・24日

に郵送
（必着）
か持参で、所定の申込書

日
（必着）
、持参は5日 まで。

兼履歴書
（各センター等か

で入手）
を

各センター等へ。

。申込／郵送は10月2

東京都社会福祉事業団☎03-52913605

産業労働局雇用就業部☎03-53204702

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。
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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

取り組み

家庭の太陽光余剰電力を東京都へ
卒FIT電力の募集を開始！

家庭の卒FIT電力

都は、2050年までにCO2排出実質ゼロに貢献する｢ゼロエミッション東京｣の実現に向け、2030年
までに都有施設で使用する電力を、
「再生可能エネルギー100％の電力 ※1」にする目標を立てています。

その他の再エネ電力

￥

￥

これに向けた取り組みとして、家庭の卒FIT電力 ※2を含む「再生可能エネルギー100％の電力」を都
有施設で活用する｢とちょう電力プラン」
を実施します。

卒FIT電力等
を買い取り

※1 供給される電力の全てが、太陽光や風力等の自然のエネルギーで発電された電力
※2 固定価格での買い取り期間（住宅用太陽光発電の場合10年間）
が終了した電力

出光グリーンパワー
（株）

8月28日から卒FIT電力の買い取り申請を受け付けます。
12月から5年11月まで
＊買い取り契約電力が5,000kWに達し次第終了

買い取り期間

買い取り単価

11円/kWh

買い取り
出光グリーンパワー（株）
事業者

＊通常の買い取り単価に1.5円上乗せ
申請方法等詳細はホームページをご覧ください。
〈制度について〉環境局地球環境エネルギー部

お問い合わせ

全ての都立特別支援学校、
廃棄物埋立管理事務所 ほか

供給先

都有施設

とちょう電力プラン 検索
☎03-5320-7784

催 し

〈手続き等について〉出光グリーンパワー
（株）

0120-267-019

メンズプラザで。性犯罪・性暴力被害者

ンパスで。掲載以外の講座有。申込等詳
細は

聞こえの相談会

短編32作品を公開。申込等詳細は

9月16日 ・10月24日 ・11月18日 ・

働局振興課☎03-5320-4786

で。

同事務局☎03-5809-3375か産業労

1月23日 ・2月6日 ・3月6日

12月から
供給開始

￥

各日10

時・11時・13時・14時・15時。聴力障害

ワンストップ支援センターの支援員を養

で。

同キャンパス☎03-3471-6331

成。相談員経験のある25歳以上の女性、

性暴力被害者支援員
養成研修

性暴力救援センター・東京の

9月21日 ・22日 9時30分、東京ウィ

局人権施策推進課☎03-5388-2589

45人。3,000円。申込／9月10日までに
で。

同センター☎03-3656-0199か総務

者情報文化センターで。対象／都内在住・
在勤・在学で聞こえや補聴器について相談

したい方。各日先着10人。申込／
ふりがな

文化・スポーツ

か郵

送、ファクスに住所・氏名・年齢・電話か

・希望日と時間を書き、聴力障害者情報文

長編グランプリ
「マロナの幻想的な物語り」

化センター
（〒153-0053目黒区五本木1-8-

東京水辺ライン
すみだリバーウォーク開通記念

3）
☎03-6833-5004、 03-6833-5005
へ。来所・電話も可。

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Part2
9月27日まで。国内外アーティストたち

東京都写真美術館
①
「あしたのひかり 日本の新進作家

による、トーキョーアーツアンドスペース

vol.17」
展。9月22日まで。
「象徴としての

同センターか福祉保健局障害者施策

①昭和の名橋「東武鉄橋」
を解説②東

施設や、海外派遣都市での制作プログラ

光」
「いまここを超えていく力」
をテーマに、

推進部☎03-5320-4147、 03-5388-

武鉄道歴史秘話。9月30日 ①9時30分

ム
「クリエーター・イン・レジデンス」成果

5作家の写真・映像作品を展示。②「エキ

1413

②13時、江戸東京博物館集合。いずれも

発表展の第2弾。

ソニモ アン・デッド・リンク」
展。10月11

3,800円。20人。申込／9月15日
（必着）

同館☎03-5689-5331

日まで。デジタルとアナログ、ネットワーク

東京アニメアワードフェスティバル
2020ノミネート作品上映会

までに往復はがきに催し名・人数
（中学生

世界と実世界を横断して作品を制作する

以上）
・代表者の住所・氏名・年齢・電話・

アート･ユニット
「エキソニモ」
初の大規模個

9月26日 ・27日 、新文芸坐
（豊島区）

ファクスを書き、東京水辺ライン
（〒130-

展。いずれも一般700円ほか。

ぶん げい ざ

ふりがな

で。3月に中止した国際アニメーション映画

0015墨 田 区 横 網1-2-13）☎03-5608-

祭のコンペティション部門ノミネート作品を

8869へ。

同館☎03-3280-0099

上映。グランプリ作品を含む長編4作品、
マルティナ・ミレル
「Memory Carp」2020年

学 ぶ
9月6日〜12日は救急医療週間
応急手当てを学びましょう
心肺停止などの緊急時には救急車が到
着するまでの間、その場に居合わせた人
が応急手当てをすることが大切です。重
要性や手順等を

で公開。応急手当ての

知識を身に付けましょう。
東京消防庁救急指導課☎03-32122111内線4626

多摩消費生活センター
知ってトクする暮らしの連続講座
10月5日 〜12月8日
（全10回）各 日14
時。人生100年時代を生きるための生活

設計、健康管理、生前整理などミドル・シ
ニアの生活をサポートする講座。対象／
都内在住・在勤・在学の方、各回30人。
申込／9月15日
（消印）
までに

かはがき、

ファクスで多摩消費生活センター
（〒190-

誰にでも優しい
施設情報サイト｢だれでも東京｣
高齢者や障害のある方など、全ての人が快適に過ごせるよう、都内の宿泊施設
やだれでもトイレ、飲食店や都立

0023立 川市 柴崎町2-15-19）
☎042-

施設
（公園など）
のバリアフリー等

522-5119、 042-527-0764へ。申込

の情報をまとめたポータルサイト

等詳細は

で。

産業技術高等専門学校
オープンカレッジ
「分かる！ビジュアル科学」
10月1日 13
時。1,600円。
「おもてなし英語を学ぼう」
3日 10時。1,200円。いずれも品川キャ

を開設。段差や客室の間口の幅、
車椅子対応設備など、希望する条
件から検索できます。
ぜひご活用ください。
お問い合わせ

戦略政策情報推進本部戦略事業部

☎03-5320-6279

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☆
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宝くじ

ご存じですか？｢宝くじ｣の使いみち

〜9月2日は｢宝くじの日｣です
皆さんの｢夢｣として愛されている｢宝くじ｣の売上金は、
皆さんの生活に役立つよう使われています。

経費・手数料
15.0%

当せん金
46.5%

よこたとくおの部屋を再現。
時期により入れ替え

収益金

トキワ荘マンガミュージアム（豊島区）

約619億円

◦待機児童解消区市町村支援事業に
……………………………… 約207億円
◦子育て推進交付金に……… 約157億円

38.5%

=パソコン用壁紙

伝説のアパートを再現、聖地に活気広がる

今年度都の公共事業等に使われる予定金額

公共事業等に利用

宝くじ
1枚の中身

◦認証保育所事業に…………… 約38億円

その他、公園整備、都立学校校舎改築、中小河川整備等、都民の皆さんの生活を支える
基盤の整備に役立てます。

◦当せんした宝くじには1年間の時効があります。
◦はずれ券を対象にした｢宝くじの日お楽しみ抽せん｣は9月2日です。

「トキワ荘」と聞いて、
「漫画の聖地」を連想した人はかなりの情報通。
昭和20年代後半から30年代にかけて、手塚治虫や赤塚不二夫ら、名だ
たる漫画家が下積み時代を過ごしたアパートの名前だ。建物は、老朽化

お問い合わせ

財務局公債課

☎︎03-5388-2685

に伴い昭和57年に解体されたが、跡地からほど近い南長崎花咲公園内
に、当時の姿を忠実に再現。今年7月、ミュージアムとしてオープンした。

鑑

入り口
（玄関）
で靴を脱ぎ、階段を上る。一段上がるたびに、
「ミシッミ
シッ」ときしむ音がするが、これも演出の一つ。他にも、わざと壁に傷を
付けたり、外壁を汚すなど「エイジング加工」を施して、トキワ荘ができ
てから10年ほど経った頃の様子を見立てている。
階段を上がった先にある共同炊事場には、今しがたまで誰かが飲み
食いをしていたかのような痕跡が。ラーメンのどんぶりは、住人たちが
実際に通っていた中華料理店の当時のものというこだわりようだ。
各部屋は押し入れ付きの四畳半で、家賃3,000円。コーヒー1杯50
円の時代。藤子･F･不二雄や藤子不二雄Ⓐ、石ノ 森章太郎など多くの

賞

アジア最大級の国際短編映画祭

ショートショート フィルム
フェスティバル＆アジア 2020開催！
世界112の国と地域から応募のあった中から、厳選した約200作品を上映。今年は
オンライン配信を拡充して開催します。

せっ さ たく ま

漫画家が出入りし、切磋琢磨しあった。こうした逸話や資料を展示して
レビからは当時のCMが流れ、机の上には描きかけの原稿が見える。

上映会場

細部まで徹底した、部屋の仕上がりにも
注目してほしい。

iTSCOM STUDIO＆HALL二子玉川ライズ、表参道ヒルズほかで。
での事前予約のほか、空席がある場合には会場で当日券を配布。
※開催に先がけ、過去受賞作品をオンラインで公開中
（9月15日まで）
。

ミュージアムに面するトキワ荘通りに

内 容

は、グッズが購入できる「トキワ荘通りお

◦｢東京｣を題材にした｢Cinematic Tokyo部門｣ノミネート作品を公開。
◦国 際的なスポーツ大会が開催された東京の活気を表現した｢This is
Tokyo｣を上映。

休み処」、作品の閲覧が可能な
「トキワ荘
マンガステーション」もオープン。「漫画
の聖地」
がますます賑やかになりそうだ。

玄関横のシュロの木も再現した
ミュージアム外観

9月17日 20時から、ショートフィルムを数多く手がけた藤井道人（映画監
督）によるセミナーをオンラインで生中継（配信）します。申し込み不要。

都営大江戸線｢落合南長崎｣駅下車、徒歩5分。西武池袋線｢東長崎｣駅下車、徒歩10分。

上映内容等詳細はホームページをご覧ください。

[豊島区立トキワ荘マンガミュージアム]☎03-6912-7706 10時〜18時。 ( の場合は
翌平日)休。当面の間、入館には予約が必要。 か電話
（☎03-6915-3666。17時まで）
で。

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

9月16日 水 〜27日 日（会場上映･オンライン配信）

開催期間

いる部屋に加え、漫画家の暮らしを再現した部屋も用意されている。テ

産業労働局観光部

☎03-5320-4786

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

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
（10月1日発行）
は、9月30日・10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

