
かかりつけ医など地域の医療機関へ
☎電話で相談

11月号は10月19日時点の情報に基づき作成しています。

　都では、区市町村が実施するインフルエン
ザ定期予防接種に対して補助を実施します。
対象の方が、お住まいの区市町村が指定す
る医療機関で定期予防接種を受ける場合、接
種費用が無料になります。
対 象・�65歳以上の方

・�60歳〜64歳で、心臓や腎臓、呼吸器
の機能に障害があり身の回りの生活
を極度に制限される方、HIVによる免
疫の機能に障害があり、日常生活がほ
とんど不可能な方

期 間 3年1月31日日まで
�定期予防接種の詳細はお住まいの区市町
村へ�

インフルエンザとの同時流行に備えて

　今年は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行の可能性
があり、早めの対応が必要です。2つの感染症は発熱などの症状が類似して
いることから、症状だけで見分けることが難しく、検査が必要になります。
発熱患者が相次ぐと医療現場が混乱し、院内感染のリスクも高まります。

　手洗いの徹底やマスクの着用、人との距離を保つなど、これまで実施して
きた感染予防策は、インフルエンザ対策にも効果的です。
　インフルエンザの重症化予防にワクチンの接種は有効です。流行前に予
防接種を受けましょう。

インフルエンザ流行前に予防対策を ！

〈受診の流れについて〉
福祉保健局感染症対策部��☎03-5320-4592��
（東京都発熱相談センター）　　　　　　　

受診が必要な場合
医療機関の指示に従って受診

マスクを着用する、予約時間を守る　など

　　　　　　  医師の診断により、
　　　　　　  受診した医療機関や
　　　　　　  PCR検査センターで検査

電話する前に振り返り、メモしておきましょう。
Q.�「3つの密」の状態で過ごす時間があったか。
Q.�発熱症状のある人が身近にいたか。
Q.�いつから、どんな症状があったか。

正確に伝えるために

かかりつけ医がいないなど地域の医療機関が
見つからない場合

紹介された医療機関へ
☎電話で相談

東京都発熱相談センター
☎０３-５３２０-４５９２

10月30日金17時から

24時間
対 応

65歳以上の方などは
自己負担ゼロで接種できます

医療機関は、｢地区医
師会｣のホームページ
などで検索できます。

［医療機関を探す］

発熱などの
症状がある場合

受診前に必ず
電話をしてから
医療機関にかかりましょう

対 談

政策企画局政策調整課��☎03-5388-2171　

｢防ごう重症化、守ろう高齢者｣
　新型コロナウイルス感染症の感染者･重症者を増やさないため、
インフルエンザ流行期を前に、同時流行に備えた感染予防策や
｢新しい日常｣に向けた取り組みについて対談。

対談の動画を｢東京動画｣で配信しています。
対 談

小池百合子萩本欽一

717万802世帯　人口1,398万1,782人
（男：686万9,908人　女：711万1,874人）
＊参考：外国人数54万5,431人

世帯と人口 2年9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
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広報東京都　　　検索

新型コロナウイルス感染症に
対応した支援

TOKYOウオーク2020
アプリウォーク
東京の名所などを巡るウオーキングイベント
今年はスマートフォンアプリを使って開催 ！

2

3

11月は児童虐待防止推進月間
 ｢ありがとう｣と
言われる
OSEKKAIがある。

8

｢都民芸術フェスティバル｣開催3

OSEKKAIくん



福祉保健局防疫･情報管理課　☎03-5320-4487　お問い合わせ
東京都　エイズ 検索

東京都立大学　☎042-677-1111　
https://www.pc.tmu.ac.jp

お問い合わせ

健　康生涯学習
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プレミアム・カレッジ 検索

11月16日〜12月15日は
東京都エイズ予防月間
「大切なのは、『正しく知る』こと。」

HIV検査･相談（匿名）
　HIV検査は、年間を通して保健所や検査
室で匿名･無料で受けることができます。
月間中は、他の性感染症検査（梅毒･クラミ
ジア･淋菌）を含め、通常の検査を拡大して
実施します。

◦�東京都南新宿検査･相談室　☎03-3377-0811
　予約･検査受付時間（ 除く）
　 〜 15時30分〜19時30分、 13時〜16時30分
◦�東京都HIV／エイズ電話相談　☎03-3227-3335
　感染の不安、予防方法や検査に関する情報など。
　 〜 12時〜21時、 14時〜17時
◦�東京都HIV検査情報Web　http://tokyo-kensa.jp/
　保健所や検査室で実施している検査情報の提供や、検
査･相談に関する「保健所マップ」の掲載など。

　12月1日は「世界エイズデー」です。東京
都では11月16日〜12月15日を東京都エ
イズ予防月間とし、さまざまなHIV／エイ
ズ予防啓発キャンペーンを行います。

50歳以上の方（定員50人程度）
1年（週3〜4日程度の通学）　
20万円
小論文および面接（選考料1万円）
出願期日：12月1日（必着）まで。募集要項（願書）はホームページか

電話で事務局（☎03-6272-6027）へ請求してください。
選 考 日：〈1次〉小論文（出願書類と共に郵送で提出）

〈2次〉面接（3年1月10日 南大沢キャンパス）
合格発表：3年1月22日

◦東京をフィールドに研究している専任の教授陣による独自カリキュラム
◦都の持つ資源を最大限活用したフィールドワーク
◦全員がゼミナールに参加し、修了論文の作成やプレゼンテーションを実施

対　象
在学期間
受講料
入学選考

　生涯現役社会の実現に向け、都立大学南大沢キャンパスで開講する「東京都立
大学プレミアム･カレッジ」の受講生を募集します。
　50歳以上のプレミアム世代に向けた新たな学びに挑戦してみませんか。

生涯学べる100歳大学
「東京都立大学プレミアム･
カレッジ」募集開始！

※模擬授業をオンラインで実施しています。詳細はホームページをご覧ください。
※3年4月から「研究生コース」を新設します。

プレミアム･カレッジの特徴

月間中の行事･検査等詳細はホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に対応した支援
　　　　　　
生活資金でお悩みの方に向けた特例貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失業･休業など
により生活資金でお悩みの方に向けた特例貸付を、低所得世帯以外に対
象を拡大して実施します。

①緊急小口資金
対象／休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持の

ための貸付を必要とする世帯
②総合支援資金（生活支援費）
対象／収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困

難になっている世帯
貸付額等／①20万円以内（一括交付）
　　　　　②世帯人数2人以上：月額20万円以内、単身：月額15万円以

内、貸付期間原則3カ月以内（送金は1カ月ごとの分割交付）
返済期間／①2年以内②10年以内
いずれも連帯保証人不要、無利子、据置期間1年以内。　
※原則、①②は同時貸付不可。　
※②は状態により延長貸付が可能。
申請／必要書類をお住まいの区市町村社会福祉協議会へ持参（一部の区

市町村は郵送可）。
区市町村社会福祉協議会か福祉保健局地域福祉課　☎03-5320-4072　

ひとり親家庭に食料品等を提供（対象拡大）
　10月下旬以降、区市町村を通して食料品などの生活必要品24点を掲載
したカタログを送付します。希望する商品を4点選択できます。

対象／国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」を受給した方か8月以降新た
に児童扶養手当の受給が決定した方。既にカタログを受け取った
方を除く。

申込／3年2月28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　

3年度固定資産税･都市計画税の軽減制度
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等に対し、3年度課税
分の事業用家屋･償却資産に係る固定資産税･都市計画税を軽減します。

対象／今年2月〜10月の任意の連続
する3カ月の事業収入が前年
同期間と比べて一定程度減少
した中小事業者等

申告方法／3年2月1日 （消印）までに、必要書類を資産がある区の都税事務所
へ郵送または持参（持参は17時まで）で。

　　　　　事前に認定経営革新等支援機関※等の確認を受ける必要があります。
　※税理士や公認会計士など、中小企業を支援する機関として国の認定を受けた個人･法人等

　市町村分については、資産のある市町村にお問い合わせください。
�資産がある区の都税事務所か主税局相談広報班　☎03-5388-2925　

　　　　　　離職者向けの再就職支援
◦早期再就職緊急支援事業
　キャリアカウンセリングや就職セミナー･業界研究、就職面接会を1日で行
う｢就職1

ワ ン デ ー

dayトライ｣を区部4回･多摩2回の計6回開催。あわせて、採用意欲の
高い企業が参加する｢緊急就職面接会｣を3年3月まで毎月実施。短期集中プロ
グラムの実施やマッチング機会を増やすことで、早期の再就職を支援します。
�東京しごと財団　☎03-5211-1571　

◦雇用安定化就業支援事業
　派遣社員として約1カ月のトライアル就労後、派遣先企業での正社員就職
を目指すプログラム。トライアル就労中は専任のキャリアアドバイザーによ
るサポートやeラーニングなどの支援を行います。
申込／3年2月19日までに か電話で同事務局へ。
�同事務局　 0120-997-504（ 〜 9時〜20時、 は17時まで）か�
産業労働局就業推進課　☎03-5320-4720　

事業者向け

申込方法等詳細はホームページをご確認ください。

申込方法等詳細はホームページをご確認ください。

申告方法等詳細はホームページをご確認ください。

個人向け

個人向け個人向け

事業収入の前年比 軽減率
30％以上50％未満減少 2分の1

50％以上減少 全額



お問い合わせ 各公演については主催団体へ。都民芸術フェスティバルについては東京芸術劇場　☎03-5391-2111　

お問い合わせ
〈イベントについて〉同事務局　☎03-6627-3384（10時〜17時、11月30日まで）
〈事 業について〉�オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課　�

☎03-5320-7098　　　　　　　　　　　　　　　　　 総務局防災管理課　☎03-5388-2452　お問い合わせ

鑑　賞

スポーツ

防　災

環　境

　自動車の点検整備は、運転中のトラブルを防止するだけでなく、CO2や
排出ガスの削減に効果があります。しっかり日常点検と定期点検を行いま
しょう。
　さらに、環境に優しい運転「エコドライブ」の実践は、燃料の節約や交通事
故の減少にもつながります。安全運転を心掛けながら、エコドライブに取
り組みましょう。

　東京都の地域特性や都市構造などを踏まえた
設問等による、「東京都防災模試」を実施します。
　地震発生の瞬間から避難するまでをストー
リー仕立てにした問題、台風などの風水害や感染
症に対する問題も出題されます。模試に挑戦する
ことで、自分の災害に対する知識の確認だけでな
く、問題解説により新しい知識も習得できます。
　点数や受験結果による「あなたの防災タイプ」も判定されます。この機会
にチャレンジしてみませんか。

◦自分の燃費を把握しよう
◦エアコンの使用は適切に
◦不要な荷物は降ろそう
◦�ムダなアイドリングは�
やめよう

◦�渋滞を避け、余裕をもって�
出発しよう
◦�タイヤの空気圧から始める
点検整備
◦�走行の妨げとなる駐車は�
やめよう

すぐに始められるエコドライブ

実践しよう！点検整備とエコドライブ

あなたの防災力がわかります
やってみよう！「東京都防災模試」

環境局自動車環境課　☎03-5388-3462　お問い合わせ
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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

TOKYOウオーク2020 検索

参加方法等詳細は
ホームページを
ご覧ください。

スポーツ推進大使 ゆりーと

　東京の名所や街並みを楽しみながら、健康づくりにつなげるイベント
です。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、開催日を
特定せず、スマートフォンアプリを使用し、期
間内に各自のタイミングでウオーキングを行
う形で実施します。ぜひご参加ください！

2021都民芸術フェスティバル
◦鑑賞券は、各主催団体でお求めください。
◦各公演の詳細は、都民芸術フェスティバル で。掲載以外の
公演も有。

演目 開催日時 会場 発売日 主催団体

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 1月20日 19時

東京芸術劇場
12月上旬
※1回券。セット券
はありません。 日本演奏連盟　☎03-3539-5131

東京交響楽団 2月2日 19時
読売日本交響楽団 2月4日 19時
東京フィルハーモニー交響楽団 2月10日 19時
東京都交響楽団 2月15日 19時
新日本フィルハーモニー交響楽団 2月24日 14時
NHK交響楽団 3月15日 19時
日本フィルハーモニー交響楽団 3月17日 19時

室内楽 室内楽･シリーズNo.20 3月11日 19時 東京文化会館 12月上旬

オ
ペ
ラ

藤原歌劇団「ラ･ボエーム」　 1月30日 ･31日 東京文化会館 発売中 日本オペラ振興会　☎03-6721-0874

東京二期会「タンホイザー」 2月17日 ･18日 ･
20日 ･21日 東京文化会館 発売中 東京二期会　☎03-3796-1831

日本オペラ協会「キジムナー時を翔ける」 2月20日 ･21日 新宿文化センター 発売中 日本オペラ振興会　☎03-6721-0874

バ
レ
エ

東京バレエ団「ジゼル」 2月26日 ･27日 ･
28日 東京文化会館 12月11日 東京バレエ団　☎03-3791-8888

日本バレエ協会　コンテンポラリーとクラシッ
クで紡ぐ「眠れる森の美女」 3月6日 ･7日 東京文化会館 11月20日 日本バレエ協会　☎03-6304-5681

♦ホストシティTokyoプロジェクト

各コース先着4,500人
事前にホームページで申し込み。最終締切：11月21日 。
※毎週 に締め切り、翌週 から参加可能。

◦イベント終了後、申込者に新規
2コースのマップを提供。

◦完歩者全員に賞品をプレゼント。
イベント後のアンケート回答者に
抽選で賞品有。

11月22日〜12月21日
スマートフォンやパソコンで「東京都防災模試」のホーム
ページを開きスタート

11月30日 まで

コース名 エリア 見どころ

1 下町界
かい
隈
わい
厳選

コース
文京区･台東区･
墨田区

湯島天満宮･根津神社･浅草寺･
東京スカイツリー

2
スポーツレガシー
コース
1964→2020へ

目黒区･世田谷区･
渋谷区

駒沢オリンピック公園･祐天寺･
東京体育館･
オリンピックスタジアム

3 武蔵野の森よくばりコース
武蔵野市･三鷹市･
調布市

国立天文台･神代植物公園･
深大寺･井の頭恩賜公園

定　員

特　典

実施期間

実施期間

参加方法

受験方法

　いずれも、見どころが多く歩きやすい約11kmのコース。

TOKYOウオーク2020
アプリウォーク　参加者募集!
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

総務局人事部　☎03-5388-2471　お問い合わせ

  東京都は、福祉･医療･教育･土木･警察･消防など都民生活に密接に関わる仕
事を行っており、これに携わる職員が約17万5千人（ 12 参照）います。
　都職員の給与は、都議会の議決によって定められる給与条例や、これに基
づく規則などによって明らかにされていますが、都民の皆さんに一層のご理
解をいただくため、そのあらましを紹介します。
　なお、詳細は後日ホームページに掲載します。

※ 4 · 5 · 7〜 10 は2年4月1日現在

給与の状況都職員の

原
則
と
し
て
毎
月
支
給
さ
れ
る
も
の

給　料

期末・勤勉
手当

地域手当

扶養手当

その他

その他

退職手当

特殊勤務手当

超過勤務手当

住居手当

一
定
時
期
に
支
給
さ
れ
る
も
の

き
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

例
年
支
給
さ
れ
る
も
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勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

退
職
時
に
支
給
さ
れ
る
も
の

仕事の内容や責任に応じて給料表、級などによって区分
されており、民間でいう基本給に相当するもの

通勤手当、管理職手当、初任給調整手当など

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務、その他著しく特殊
な勤務に従事したときに支給される手当（支給職員１人
当たり平均支給月額12,705円、都全体で40種類、全職員
に対する支給職員割合40.1％）

職員１人当たり平均支給月額30,762円

夜勤手当、宿日直手当など

退職時に支給される一時金（8参照）

（注）諸手当は、いずれも2年勧告前の金額および月数です。

民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給
される手当
地域区分により給料、扶養手当、管理職手当の合計額の
20％～0％

（職員１人当たり平均支給月額66,625円）

区　　　　分 都 国
子 各9,000円 各10,000円

16歳～22歳の子が
いる場合の加算額 各4,000円   各5,000円

子以外の扶養親族 各6,000円   各6,500円
（一般職員の例）

区　　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一 般 行 政 職 314,885円 457,097円 41.8歳

警　　察　　職 319,922円 486,309円 39.0歳

小中学校教育職 336,864円 435,902円 40.1歳

高等学校教育職 356,660円 459,235円 44.1歳

技 能 労 務 職 291,521円 397,001円 50.3歳
（注）「平均給与月額」とは、給料と諸手当（期末･勤勉手当を除く）の合計です。

区分 歳出額（A） 人件費（B） 人件費比率（B）/（A）

元年度 75,811億円 15,633億円 20.6%

平成30年度 73,790億円 15,427億円 20.9%

区　　分 都 国
期末 勤勉 期末 勤勉

６月期 1.30月
（0.725月）

1.025月
（0.50月）

1.30月
（0.725月）

0.95月
（0.45月）12月期

合計 4.65月
（2.45月）

4.50月
（2.35月）

一般職員の例。（  ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

世帯主等

管理職を除く年度末
年齢35歳未満で、月額
15,000円以上の家賃
を支払っている場合

15,000円

賃貸住宅に
居住する場合
支給限度額
27,000円

代表的な
手当の
名称

支給額の
多い手当

深夜特殊業務手当、交替制勤務者
等業務手当、捜査等業務手当、警ら
手当、救急手当

支給対象職員
の多い手当

深夜特殊業務手当、出動手当、捜査
等業務手当、警ら手当、救急手当

（注）①諸手当は含まれていません。
② 一般行政職とは一般職員のうち消防職、企業職、医療技術職、税務職、技能労務職など

を除いた職員です。

0

10年

15年

20年

100,000 200,000 300,000 400,000（円）

高校卒
大学卒

228,554円
276,753円 

268,745円
337,098円 

311,933円
362,763円 

（注）① 都の会計は、一般会計、特別会計、公営企業会計に分かれています。
普通会計とは、一般会計と大部分の特別会計を加えて、会計間の重複　
などを控除して得られる統計上の会計です。

② 表示単位未満を四捨五入して表示しています。

総　額

15,633億円
教育関係
6,906億円

44.2%

警察関係
4,966億円

31.8%

消防関係
1,965億円

12.6%

一般行政関係
1,796億円

11.5%

1 2

3

4

5

給与の概要 人件費の内訳（元年度普通会計決算）

人件費の状況（普通会計決算）

職員の平均給料月額、平均給与月額および
平均年齢の状況

職員の経験年数別、
学歴別平均給料月額の状況 （一般行政職）
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　地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費、国や他の地方
公共団体の職員、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めるこ
ととされています。
  都には、法律に基づき、専門的で中立的な人事機関として人事委員
会が設置されており、人事委員会は毎年、都内の民間企業（企業規模
50人以上、かつ事業所規模50人以上の事業所※）の給与の実態を調
査して、都の職員の給与について勧告を行っています。この人事委
員会勧告に基づき、都議会の審議を経て条例により給与が決定され
ます。このため、都職員の給与決定の仕組みは、民間企業の給与水準
を適正に反映するものとなっています。
※元年について
は都内11,235
事 業 所 か ら
1,282事業所を
無作為抽出

　都では、これまで行ってきた職責･能力･業績を重視する人事給与制度の見直しにより、年功
的な給与上昇を抑制し、職責差が適切に反映される仕組みとするとともに、昇給や勤勉手当に
おいて、努力し、成果を上げた者に対する適正な処遇の確保を進めてきました。

〈主な取り組み〉
◦ 昇給カーブのフラット化や職務実態を踏まえた職級統

合等により、職責差を適切に給料に反映
◦  55歳以上の職員の昇給抑制
◦  全職員へ勤勉手当の成績率（ボーナス査定）を導入し、

査定幅についても拡大することで、職員一人一人の努
力や業績を適正に反映

◦  行政職給料表（一）および公安職給料表の部長級につ
いては、給料月額を定額化し、昇給を廃止することで、
職責･役割をより一層反映

◦  退職手当について、在職年数比例分を大幅に引き下げる
とともに、職責反映分を拡充する構造の見直しを実施

　これらの都独自の給与構造改革や、職員定数の設定に不断の努力を重ねてきた結果、元年度
普通会計決算の人件費は、平成11年度と比べ、2,775億円（15.1％）の減となっています。

（億円）

平成11年度 元年度

18,408億円

15,633億円

▲2,775億円
（▲15.1％）

（注） 表示単位未満を四捨五入して表示   
しています。

都職員の人件費

区　分
部　門

職員数（人） 対前年
増減数（人） 主な増減理由2年 平成31年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 139 144 △ 5

増加理由
東京2020大会の開催準備、｢未来の東京｣
戦略ビジョンへの対応など

減少理由
業務執行体制の見直しなど

総　　務 4,369 4,169 200
税　　務 3,053 3,061 △ 8
労　　働 710 715 △ 5
農林水産 609 617 △ 8
商　　工 535 538 △ 3
土　　木 4,996 5,009 △ 13
民　　生 2,884 2,908 △ 24
衛　　生 2,705 2,731 △ 26

計 20,000 19,892 108 （参考:人口10万人当たり職員数　143.03人）
教 育 部 門 67,293 66,619 674

増加理由
学級数および児童･生徒数の増など警 察 部 門 48,236 48,056 180

消 防 部 門 18,882 18,867 15
小　　計 154,411 153,434 977 （参考:人口10万人当たり職員数　1,104.31人）

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　院 7,318 7,259 59
増加理由
業務執行体制の強化など

減少理由
業務委託の拡大など

交　　通 6,612 6,553 59
水　　道 3,634 3,646 △ 12
下 水 道 2,477 2,481 △ 4
そ の 他 831 836 △ 5
小　　計 20,872 20,775 97

合　　計 175,283
［169,475］

174,209
［168,795］

1,074
［680］（参考:人口10万人当たり職員数　1,253.58人）

（注）① 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを
含み、再任用短時間勤務職員および非常勤職員などを除きます。

　　② ［     ］内は、条例定数の合計であり、再任用短時間勤務職員を含み、休職者、派遣職員および非
常勤職員などを除きます。

区　　分 5　級 4　級 3　級 2　級 1　級 計標準的な職務内容 部　長 課　長 課長代理 主　任 主　事
職員数（人） 459 1,533 5,958 6,225（161）7,516（11） 21,691（172）
構成比（％） 2.1 7.1 27.5 28.7（93.6） 34.7（6.4）100.0（100.0）

参
考

1年前の構成比（％） 2.1 6.9 27.6 28.1（92.3） 35.2（7.7）100.0（100.0）
5年前の構成比（％） 2.1 6.4 30.7 25.5（90.9） 35.3（9.1）100.0（100.0）

（注）①都の給与条例に基づく行政職給料表（一）の級区分による職員数です。
②標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
③（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
④表示単位未満を四捨五入して表示しています。

区　　分 都 国

一般行政職 Ⅰ類（大学卒） 183,700円
総合職　186,700円
一般職　182,200円

Ⅲ類（高校卒） 145,600円 　　　　150,600円

警察職 Ⅰ類（大学卒） 211,100円 総合職　214,400円
一般職　211,400円

Ⅲ類（高校卒） 178,300円 　　　　173,400円

教育職 大学卒 197,300円 -
短大卒 180,400円 -

（注） 初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。

区　　　　　分 2年度 元年度
職　　員　　数　　（Ａ） 13,221人 13,020人

勤務成績の区分が「上位」または
「最上位」に決定された職員数（Ｂ）   3,684人   3,647人

比　　率　（Ｂ）／（Ａ） 27.9% 28.0%
（注） 勤務成績の区分が｢上位｣または｢最上位｣の職員は、｢中位｣の職員と比べて基本的に1、2号拡大

された昇給幅が付与されます。

区　　分 都 国
普通退職 定年等退職 普通退職 定年等退職

支
給
率

勤続20年 23.0月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 30.5月分 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 43.0月分 39.7575月分 47.709月分
最高限度 43.0月分 47.709月分 47.709月分

加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

（注）① 普通退職とは自己都合などによる退職をいい、定年等退職とは定年（原則60歳）、勧奨
などによる退職をいいます。

② 元年度に退職した職員1人当たりの平均支給額は、普通退職で194万円（平均勤続年数
6年1月）、定年等退職で2,251万円（平均勤続年数34年5月）となっています。

（注）① 給与費は、人件費から退職手当、議員報酬、社会保険料の事業主負担分である共済費な
どを除いたものです。なお、この図には公営企業会計および特別会計の職員給与費は含
まれていません。

② 職員手当のうち主なものは、扶養手当135億円、地域手当1,234億円、通勤手当210億
円、超過勤務手当570億円などです。 

③ 表示単位未満を四捨五入して表示しています。

民 間 給 与
都 議 会 給

与
条
例
改
正都 知 事

都職員給与

人事委員会

比較 勧告

議決

条例提案

給料
5,971億円

51.3%

給与費総額

11,630億円
職員数　153,434人

1人当たり給与費
 7,580千円

期末・勤勉手当
2,896億円

24.9%

職員手当
2,763億円

23.8%
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11
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区　　分 給料・報酬の月額 期末手当

給
　
料

知　事 728,000円（1,456,000円）    6月期　1.75月
 12月期　1.75月
  　　計　  3.5月

副知事 1,189,000円
教育長 1,107,000円

区　　分 給料・報酬の月額 期末手当

報
　
酬

議　長 1,016,800円（1,271,000円）    6月期　1.75月
 12月期　1.75月
  　　計　  3.5月

副議長  917,600円（1,147,000円）
議　員 817,600円（1,022,000円）

（注）①  特別職の報酬等の額は、学識経験者などで構成される｢東京都特別職報酬等審議会｣の答申に基づき条例で定められています。
② 知事、議長、副議長、議員は、特例条例により、給料･報酬等を減額しています。（　）内は、減額前の月額です。

職員給与費の状況（元年度普通会計決算） 一般行政職の級別職員数の状況

昇給への勤務成績の反映状況（知事部局所属の職員）

職員数の状況 部門別職員数の状況と主な増減理由

職員の初任給（給料）の状況

退職手当の状況

特別職の給料·報酬、期末手当の状況

（各年4月1日現在）

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

お知らせ

耐震化個別相談会�

　11月17日 14時30分、都庁都民ホー
ルで。30組。専門家による木造建築物等
の耐震化に関する相談会。申込／11月
16日までに所定の様式（ で入手）を
かファクスで都市整備局建築企画課（☎
03-5388-3339） 03-5388-1356へ。
震災写真等のパネル展示も有。

男女平等参画に関する
世論調査�

　無作為に抽出した4,000人を対象に、
訪問せず郵送で調査を実施します。11月
13日〜12月6日に郵送か 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☎03-5388-
3133

都議会提供テレビ番組�

　「トウキョウもっと!2 元気計画研究所」
11月15日 19時〜20時（再放送は21日

14時）、TOKYO MXで。司会／いとう
せいこう。「もっと『新しい日常』の中で商
店街が元気になるために！」をテーマに有
識者と都議会議員が討論。

議会局広報課☎03-5320-7124

11月は
個人事業税第2期分の納期です�

　8月に送付した納付書で、11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

建設工事等入札参加資格審査
（3・4年度）�
　対象／東京都各局（交通局・水道局・下
水道局を含む）が発注する工事等の入札に
参加希望の方。日程／単体企業等:11月
24日〜3年1月29日。事業協同組合・経
常建設共同企業体:3年1月18日〜29日。
申請は東京都電子調達システムで。

財務局契約第一課☎03-5388-2622

サテライトオフィス
利用キャンペーン�

　11月2日〜30日。サテライトオフィスの
利用を促進するためのキャンペーン。利用
者には無料利用体験やノベルティグッズな
どの特典を用意。参加施設等詳細は で。

東京テレワーク推進センター☎03-
3868-0708か産業労働局労働環境課☎
03-3868-3401

11月の
宝くじ発売開始予定日�

◦1等200万円スクラッチ(200円) 　  4日
◦1等1,000万円くじ(100円) 　       4日
◦年末ジャンボ宝くじ(300円)　　　24日
　(1等前後賞合わせて10億円)
◦年末ジャンボミニ(300円)　　　  24日
　(1等前後賞合わせて5,000万円)
◦1等300万円スクラッチ(200円)    24日

財務局公債課☎03-5388-2685

STOP!薬物乱用　10月・11月は
麻薬・覚醒剤乱用防止運動期間�

　「大麻は安全」などの誤った情報がSNS
等で広まり、若年層を中心に大麻の乱用
が拡大しています。「正しい知識」と「断る
勇気」を身につけ、薬物の乱用を根絶しま
しょう。

福祉保健局薬務課☎03-5320-4505

11月12日〜25日は女性に対
する暴力をなくす運動期間�

　配偶者等からの暴力、デートDV、性犯
罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為や人身取引など、女性に対
する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大
な人権侵害です。一人で悩まず相談を。
東京ウィメンズプラザ☎03-5467-
2455、9時〜21時。東京都女性相談セン
ター☎03-5261-3110、9時〜20時（

除く）。東京都女性相談センター多摩
支所☎042-522-4232、9時〜16時（

除く）。いずれも年末年始を除く。
【夜間休日の緊急の場合】東京都女性相談
センター☎03-5261-3911。

同プラザ☎03-5467-1711

11月9日〜15日
秋の火災予防運動�

　自宅で過ごす機会が多くなり、住宅火
災が増加しています。尊い生命を守るた
め、調理時やストーブを使用する際は取り
扱いに注意し、住宅用火災警報器や防炎
品などを備えておきましょう。

東京消防庁広報課☎03-3212-2111
内線2313

多摩立川保健所、立川児童相談所
等が立川福祉保健庁舎へ移転�

　11月24日 から、多摩立川保健所（☎
042-524-5171）、立川児童相談所（☎
042-523-1321）、健康安全研究センター
食品監視第二課（☎042-529-8899）は、
立川福祉保健庁舎（立川市柴崎町2-21-
19）に移転し、業務を開始します。いずれ
も移転による電話・ファクスの変更はあり
ません。

2021水道カレンダーを
プレゼント�

　窓口配布／12月11日 開館より先着
順。水道歴史館（2,000部）・水の科学館

（500部）・奥多摩 水と緑のふれあい館
（800部）で。1人1部。郵送配布／12月2 
日（消印）までに かはがきに「水道カレ
ンダー希望」・住所・氏

ふ り が な

名・電話を書き、
〒163-8001東京都水道局サービス推進
課（☎03-5320-6326）へ。都営水道給水
区域にお住まいの方､抽選で200人。

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）2,356戸②若年夫婦・子育て
世帯向（定期使用住宅）755戸③居室内で
病死等があった住宅330戸。募集案内・
申込書の配布／11月4日〜12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。7日 ・8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）で。 からも入手
可。申込／11月17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（11月
4日〜17日）、☎03-3498-8894（その他
の期間）、いずれも 除く。

東京障害者技能競技大会
（東京アビリンピック）出場選手�
　3年2月6日 、東京障害者職業能力開
発校等で。競技種目・定員／身体・知的・
精神障害者対象:ワード・プロセッサ10人、
DTP10人、ホームページ5人、表計算10
人、データベース5人、建築CAD5人、オ
フィスアシスタント15人、ビルクリーニン
グ14人、喫茶サービス15人、製品パッキ
ング5人、ネイル施術5人、フラワーアレ
ンジメント5人。視覚障害者対象:パソコ
ン操作10人。知的障害者対象:パソコン
データ入力10人。申込／11月18日（必着）
までに郵送で高齢・障害・求職者雇用支
援機構 東京支部（☎03-5638-2794）へ。
必要書類等詳細は で。

同支部か産業労働局能力開発課☎03-
5320-7596

働　く
「女性しごと応援テラス�多摩ブ�
ランチ」を立川駅北口に開設！�

　住所／立川市曙町2-34-13オリンピッ
ク第3ビル2階。利用時間／9時〜17時

（ 除く）。出産、子育てや介護等によ
り離職した女性の再就職を支援する窓
口。カウンセリングやセミナー等各種支援
メニューを用意。電話やオンラインでの相
談も可。キッズスペース有。

多摩ブランチ☎042-529-9001か産
業労働局就業推進課☎03-5320-4708

ベビーシッター募集セミナー�

　12月12日 13時、TKPガーデンシティ
渋谷で。仕事内容の紹介や事業者による
合同就職相談会。資格・経験のない方も
可。申込／12月9日までに で。

全国保育サービス協会☎03-5363-
7455か福祉保健局保育支援課☎03-
5320-4131

職 員 採 用

者研修、各種教員免許（要介護経験）
等。配置校／都立光明学園ほか。人員
／100人程度。採用／3年4月。選考
／〈1次〉書類、〈2次〉面接。締切／12
月11日（必着）までに郵送で。
教育庁特別支援教育課☎03-5320-

6746

東京都公立学校時間講師
採用候補者選考　　　　　�
　資格／教員普通免許状（勤務する学
校種･担当教科の免許）。採用／3年4
月以降。勤務先／都内の公立学校（小
･中･高校･特別支援学校）。申込／11
月30日（消印）までに （17時まで）か
郵送で。申込等詳細は で。
教育庁職員課☎03-5320-6794

公立学校�特別支援教室専門員
（会計年度任用職員）　　　�
　職務／特別支援教室での連絡調整、
教材作製、指導記録作成等。資格／教
員免許、特別支援教育支援員の業務従
事経験等。配置校／都内公立小中学
校。人員／500人程度。採用／3年4
月。選考／〈1次〉書類、〈2次〉面接。締
切／11月27日（必着）までに郵送で。
教育庁特別支援教育課☎03-5320-

6750

特別支援学校�学校介護職員
（会計年度任用職員）　　　�
　職務／肢体不自由特別支援学校で
の児童・生徒の介護。資格／介護業務
従事経験、介護福祉士、介護職員初任

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

飼育担当の松井さんより一言
「生まれたときは目も開かず、レッ
サーパンダ特有の模様もなかった2
頭。お母さんの手厚い子育てのおか
げですくすくと育ち、今では模様も
現れ、自分の足で歩き、じゃれ合っ
て遊ぶようになりました」

多摩動物公園☎042-591-1611

HP
 

　7月20日に生まれたレッサーパンダの 
「リアン」（右下）と「フラン」が日々成長中。
　　　　　　　　　（写真は9月9日撮影）
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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

催　し
ものづくり・匠

たくみ

の技の祭典2020
今年はオンライン開催・配信�

　11月3日 ・4日 10時〜17時。伝統
的な匠の技と、ものづくりの技能・技術の
魅力を発信するイベント。多様な技の実演
や作品紹介、祭典サポーターの魔裟斗（タ
レント）による体験等。終了後、 でイベン
トの様子や技の動画などを順次掲載。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4715

東京水辺ライン
「水上バスから見上げる十三夜」�
　11月27日 17時20分。両国リバーセ
ンター発着場集合。抽選で40人。4,000
円、小学生2,000円（軽食付）。水上バス
から月や惑星、星座を鑑賞。申込／11月
16日（必着）までに往復はがきに催し名・
人数（中学生以上・小学生の別）・代表者
の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書き、東京
水辺ライン（〒130-0015墨田区横網1-2-
13）☎03-5608-8869へ。

学　ぶ

シンポジウム「リスクへの対応と
求められる消費行動」を配信�

　12月10日 〜16日 、オンラインで配
信。抽選で200人。消費生活を脅かす多
様なリスクを考える基調講演とパネルディ
スカッション。申込／11月27日までに
か所定の様式（ で入手）をファクスで、
多様な主体との連携講座事務局（☎03-
5835-0388） 03-5835-0296へ。

同事務局か消費生活総合センター☎
03-3235-4167

東京都立大学オープンユニバー
シティ〈オンライン特別講座〉�

　「現代の錬金術」「次世代型水道システ
ムの実現に向けて」「高校生向け特別講座   
 大学で何を学ぶか？」など。申込等詳細
は か電話で。受講料が必要（高校生は
無料）。

同大学OU事務室☎03-3288-1050

犬や猫の適正飼養講習会の
動画を配信�

　飼い主やこれから飼おうとする方に向
けた講演動画「社会化のススメ　家族とし
て迎えた犬と幸せに暮らすために」「ねこと
幸せに暮らすための知っておくべきこと」
を11月20日 から「東京動画」で配信。

福祉保健局環境保健衛生課☎03-
5320-4412

視覚障害者対象の
講座・教室�

　①「音楽教室」11月20日 13時〜15
時30分。②「教養講座」11月22日 13時
30分〜16時。いずれも東京都障害者福
祉会館で。①30人②25人。申込／開催
日までに①電話で東京都盲人福祉協会
☎03-3208-9001②電話かファクスに
氏
ふ り が な

名・電話・メール・視覚障害の有無等
を書き、教育庁生涯学習課☎03-5320-
6864、 03-5388-1734へ。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6864

東京ウィメンズプラザ
配偶者暴力（DV）防止講演会を配信�

　DVが子供に与える影響や、親と子の回
復プロセスについてなどの講演会動画を

公開講座
「AI時代を生きる子どもを育てる」�
　12月22日 19時、四谷区民ホール（新
宿区）で。抽選で200人。講師／新井紀
子（国立情報学研究所教授）。申込／11
月17日（必着）までに かはがき、ファク
スに催し名・人数・代表者の氏

ふ り が な

名・全員
の住所・氏

ふ り が な

名・電話を書き、東京都私学
財団（〒162-0823新宿区神楽河岸1-1-
11階）☎03-5206-7922、 03-5206-
7927へ。当選者のみ通知。

に公開。期間／11月19日〜12月9日。
同プラザ☎03-5467-1980

高齢者・運転免許返納者向け
自転車安全利用講習会�

　11月25日 13時30分、小平市役所
で。都内在住・在勤の65歳以上の方、抽
選で20人。申込／11月11日（消印）までに

か電話、はがきに催し名・住所・氏
ふ り が な

名・
年齢・電話を書き、〒163-8001東京都都
民安全推進本部交通安全課☎03-5388-
3127へ。

東京都自立支援協議会
セミナー�

　「当事者の多様な想い・語りを聴くため
の仕組みを考える」12月14日 13時20
分、都庁大会議場で。抽選で250人。12
月下旬公開の動画視聴は抽選で300人。
申込／いずれも11月14日までに か所
定の申込書（ で入手）をファクスで東京
都心身障害者福祉センター（☎03-3235-
2952） 03-3235-2957へ。

企業向け自殺対策講演会
「今こそ、ラインケアを。」�
　①11月25日 ②12月17日 いずれ
も14時、オンラインで開催。管理職・人
事労務担当者等、抽選で各日100人。申
込／①11月17日②12月10日までに
で。在宅勤務や時差出勤により、従業員
の顔が見えない中で、メンタルヘルスのケ
アに取り組む手法等を紹介。両日同内容。

福祉保健局保健政策部☎03-5320-
4310

文化・スポーツ

東京都交響楽団プレミアム
コンサート　西東京公演�

　12月20日 15時、保谷こもれびホー
ルで。指揮／和田一樹、曲／メンデルス
ゾーン: 交響曲第4番「イタリア」ほか。4歳
以上、抽選で300人。申込／11月2日〜
30日18時に で。

生活文化局文化事業課☎03-5320-
7703か同公演事務局☎03-3669-8551

（11月2日から）

警視庁音楽隊
グランドコンサート2021�

　3年2月3日 19時、東京文化会館で。
出演／警視庁音楽隊･カラーガード。小
学生以上、抽選で800人。申込／12月7
日（消印）までに か往復はがきに人数（2
人まで）･代表者の住所･氏

ふ り が な

名･電話･全員
の氏

ふ り が な

名･年齢を書き、警視庁音楽隊グラン
ドコンサート係（〒104-0061中央区銀座
6-4-1-5階）へ。

警視庁音楽隊☎03-3581-4321（代表）

都民と消防の
ふれあいコンサート�

　①3年2月13日 15時、調布市グリー
ンホールで。②3年2月17日 19時、かつ
しかシンフォニーヒルズで。いずれも抽選

で600人。申込／11月30日（必着）までに
往復はがきに催し名・会場・人数（2人ま
で）・代表者の住所・全員の氏

ふ り が な

名・年齢・
電話・車椅子席と親子席希望の有無を書
き、東京消防庁音楽隊（〒102-0083千代
田区麹町1-12）☎03-3221-0119へ。

映画「水上のフライト」
〜「TEAM�BEYOND」タイアップ作品�

　11月13日 全国公開。事故で歩けな
くなり心を閉ざした女性が、パラカヌー
に出会い夢を切り開いていく、実話から
着想を得た物語。パラスポーツを応援す
る人を増やす都のプロジェクト「TEAM 
BEYOND」が広報に協力しています。

オリンピック・パラリンピック準備局調
整課☎03-5388-2882

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。

 
お問い合わせ　生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232

https://tokyotokyofestival.jp/

　東京で最も劇場が多
いといわれている池袋
エリアで、現在「東京芸
術祭」が開催中です。毎
年秋に行われており、
伝統芸能や国内外の一
流アーティストによる演劇・ダンス、気
軽に参加できる街中のアートプログラ
ムなど誰でも楽しめる多彩な演目を上
演しています。昨年は約2カ月でおよ
そ14万人が参加しました。今年は感染
症の影響により芸術の在り方が問われ
る中で検討を重ね、さまざまな表現や
鑑賞形態に挑戦。オンラインでのプロ
グラムやデジタル技術を活かした作品
を企画するなど、新しい形で芸術に出
会うことができるような試みを行って
います。
　先月上演された演劇「ダークマス
ター�VR」では、演出家が以前から仮想
現実（VR）での演出ができないかと温め
ていた企画をこの機会に実現。出演者
全員がVR映像の中に登場するという試
みと劇場でしか味わえない仕掛けをミッ
クスした、新しい作品が出来上がりまし
た。公園やカフェでVRゴーグルとヘッ

新しい舞台芸術の在り方を提案する「東京芸術祭」

ドフォンを使って視聴する「ランデヴー・
オオツカ�サウス�アンド�ノース」では、あ
らかじめその場所で撮影されたダンス
映像を見ながら、もうそこにはいないダ
ンサーの動きを感じる不思議な臨場感
が楽しめます。
　これまでの経験や知識が通用しない
中、海外にいる演出家と日本の会場をイ
ンターネットでつないでリハーサルを行
い、時差と戦いながら作品を創作する
など、制作過程でも新しい試みを取り
入れました。運営面では見える部分だ
けでなく、舞台セットや衣裳のチェンジ
もソーシャル・ディスタンスに配慮し、
さまざまな方法を模索しながら徹底し
た感染症拡大防止に努めています。
　アーティストやスタッフが今までにな
い挑戦をしながら日 「々東京芸術祭」を
盛り上げています。皆さんも新しい舞
台芸術の魅力に触れてみませんか？

＊「東京芸術祭」は11月29日 まで。各公演日程はhttps://tokyo-festival.jp/で。
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

OSEKKAI 検索

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（2）5

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）
11月1日発行
霜月 しもつき　

第903号
https://www.metro.tokyo.lg.jp/

〈次号（12月1日発行）は、11月30日・12月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

　秋の楽しみの一つに、紅葉がある。木々が赤や黄色に色付いていく光景
は、自然を身近に感じる楽しい時間だ。JR立川駅から徒歩10分。都心か
らのアクセスも良い国営昭和記念公園は、年間を通して、四季折々の花や
豊かな自然環境を味わえる場所。昭和天皇在位50年を記念して造られた。
　園は立川市と昭島市にまたがり、1日で回りきれないくらい広い。どこ
までも続く開放的な「みんなの原っぱ」、ボート遊びを楽しめる「水鳥の
池」、レストランや売店など食事スポットも充実している。
　中でも、これからの季節におすすめしたいのが、立川口を入ってすぐの

「カナール」だ。カナールとは造園用語で、静水をたたえた水路のこと。
全長200ｍの水路の両脇にイチョウ並木が真っすぐ連なり、その奥に大
きな噴水を臨む景観は、絵画のよう。園の西側に位置する「かたらいの
イチョウ並木」や、北側方面の「日本庭園」も押さえておきたい紅葉の名
所。11月3日から29日までライトアップも行われるので、日中とは違う幻
想的な空間を堪能するのも良いだろう。
　さらに、公園から徒歩圏内の立川防災館にも足を延ばしたい。ここで
は災害が発生した際にとるべき行動を、体験を通して楽しく学ぶことが
できる。VRゴーグルを装着して地震や
水害等を仮想体験したり、倒壊した家屋
から要救助者を捜索するなど、防災に対
する意識が一変するさまざまな設備が用
意されている。
　深まる秋を感じながら、時には少し欲
張りな散歩をしてみるのはいかがだろう。

国営昭和記念公園･立川防災館
（立川市･昭島市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

多彩な秋を満喫する立川散歩

消火器の使い方を学ぶ消火コーナー

カナールに沿って整列するイチョウ並木

=パソコン用壁紙

[国営昭和記念公園]☎042-528-1751。9時30分〜16時30分（11月〜2月)。12月
31日･1月1日･1月の第4 とその翌日は休園。大人450円、65歳以上210円。※ラ
イトアップは16時30分〜20時30分(入退園は西立川口のみ)。
[立川防災館]☎042-521-1119。9時〜17時（新型コロナ対策中は16時30分）。 ･
第3 ･年末年始休館。JR｢立川｣駅北口から①番乗り場のバスで｢立川消防署｣下車。

お問い合わせ 福祉保健局家庭支援課　　☎03-5320-4090	
東京都児童相談センター　☎03-5937-2305　

　児童虐待とは保護者によって子供に加えられた
行為で、身体的虐待･性的虐待･心理的虐待･ネグレ
クト（養育の放棄または怠慢）に分類されますが、
ほとんどの場合、重複して起こっています。
　昨年度の都内の児童相談所での虐待対応件数は
21,659件で、この10年間で約6倍となり毎年増加
しています。
　虐待は、皆さんのちょっとした｢気付き｣や｢心配
り｣で防ぐことができます。

11月は児童虐待防止推進月間
「ありがとう」と言われる
OSEKKAIがある。

｢心配だな、虐待かな？｣と思ったら
　児童相談所にご連絡ください。通告は
子供を守るだけでなく家庭の支援にもつ
ながります。連絡は匿名でも結構です。

◎子供の健やかな成長のために
　東京都は｢体罰などによらない子育て｣のポイン
トをまとめた動画やハンドブックを作成しました。
ホームページから動画の閲覧やハンドブックのダ
ウンロードができます。ぜひご活用ください。

児童相談所虐待対応ダイヤル

◎お住まいの地域でこんなことはありませんか
　◦大人の怒鳴り声や子供の泣き声がする家がある
　◦なかなか家に帰りたがらない子供がいる

子育ての悩みや困っていることを相談してください。

◦よいこに電話相談 ☎
〜 9時〜21時、 9時〜17時（年末年始を除く）

聴覚･言語障害者用ファクス 03-3366-6036

◦LINEで相談 子ゴコロ･親ゴコロ相談＠東京
〜 9時〜23時（受付は22時30

分まで）、 9時〜17時

◦窓口で相談 お住まいの区市町村の 
子供家庭支援センター

センター一覧




