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STOP ！ コロナ差別
　医療従事者やその家族、感染者などを傷つける行為が
あってはなりません。差別や偏見、いじめ、SNSでの誹

ひ

謗
ぼう

中
傷など、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながるこ
とのないよう、冷静な行動をお願いします。

　飲食店等の皆さんは、5時〜20時(酒類の提供は11時〜19時)とする、営業時
間の短縮にご協力をお願いします。宅配･テイクアウトは除きます。
対象地域／都内全域(島しょ地域含む)
�

営業時間短縮の要請

昼夜を問わず不要不急の外出は自粛してください。
●買い物や通院など、必要な外出も短時間で済ませてください。
●不要不急の都県境をまたぐ移動も自粛してください。

 ｢出勤者数の7割の削減｣を目指してください。
● ｢週3日・社員の6割以上｣のテレワークの実施やローテーション勤務・時差出勤等を組み合わせる
　ことにより、出勤者数を削減するようご協力をお願いします。
●都は緊急事態措置の期間を｢テレワーク緊急強化月間｣とし、さまざまな支援を行っています。

「テレワーク緊急強化月間」の支援内容は2面に掲載

協力金のお知らせは２面に掲載

テレワーク等の
強化･徹底

徹底した外出の自粛

感染拡大を食い止めるため、
緊急事態宣言中は
人と人との接触機会を抑える
行動を徹底してください。

新型コロナウイルスに関する最新の情報は、
 ｢東京都新型コロナウイルス感染症
対策サイト｣をご覧ください。

緊急事態措置等に関する最新の情報は、
｢東京都防災ホームページ｣を
ご覧ください。 検索東京都  防災 検索東京都  コロナ対策サイト
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716万2,824世帯　人口1,396万2,725人
（男：685万9,659人　女：710万3,066人）
＊参考：外国人数 54万875人

世帯と人口 ２年12月1日現在の推計

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

東京都立大学発｢スマート東京｣
キックオフミーティングを開催6

4

新型コロナウイルス
感染症対応支援42

チャレスポ ！ TOKYO
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学校のサポーターになりませんか？
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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(9時〜19時)お問い合わせ
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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

制度融資の信用保証料全額補助
　緊急事態措置中にテレワークに取り組む企業に対して、優遇措置を拡大して
います。
要件／◦緊急事態措置中に｢週3日･社員の6割以上｣テレワークを実施
　　　◦｢テレワーク東京ルール｣実践宣言企業として登録している
内容／�制度融資の特例メニュー｢働き方改革支援｣の信用保証料を全額補助。
〈制度融資について〉産業労働局金融課　☎03-5320-4877　 　�

　〈｢テレワーク緊急強化月間｣について〉産業労働局労働環境課　☎03-5320-4657

12月18日～1月7日実施分
対象要件／�①�23区および多摩地域の市町村で酒

類の提供を伴う飲食店またはカラ
オケ店を運営している

　　　　　②�22時～翌5時に営業を行っていた
店舗が2年12月18日～1月7日の
全期間、22時～翌5時の営業を行
わなかった　など。

給付額／1事業者あたり、一律84万円
申請方法／�2月26日 （消印）に か郵送、持参

（17時まで）で。

1月8日～2月7日実施分
対象要件／�①�都内（島しょ地域含む）で飲食店

等を運営している
　　　　　②�20時～翌5時に営業を行ってい

た店舗が1月8日～2月7日の全期
間、20時～翌5時の営業を行わな
かった（酒類の提供は11時～19
時）　など。

給付額／1店舗あたり、186万円　ほか
申請方法等詳細は後日 でお知らせします。

宿泊施設テレワーク利用促進事業の 
拡充
　事業者が宿泊施設をテレワーク利用するための費用や、都内宿泊施設がテレ
ワークに対応するための環境を整備するための費用を支援する事業について、
期間の延長および内容の拡充を行いました。

①事業者向け　テレワーク利用促進事業（再募集）
　補助限度額／1日1室あたり3千円、1カ月あたり100万円
　　　　　　　（事業者は1日1室あたり最低千円の自己負担）
　　　　　　　※�宿泊を伴わない1日1室あたり5千円以下のデイユースプランの利

用に限る。
　対象期間／3月31日まで（利用期間は最大3カ月）

②宿泊施設向け　テレワーク環境整備支援事業（拡充）
　対象者／�特設サイト｢Hotel�Work�Tokyo｣に登録し、デイユースプランを公

開している都内宿泊施設
　補助内容／�テレワーク環境を整備するために必要な物品の購入費、システム

機器の導入に係る費用等
　補助限度額／�1施設あたり50万円または対象経費の5分の4のいずれか低い額
　　　　　　　※1月8日以降申請分から引き上げ
申請方法／�①2月26日②2月15日（必着）までに申請書（ で入手）を郵送（簡易

書留）で。
産業労働局受入環境課　☎03-5320-4881　

多摩地域の宿泊施設をサテライト 
オフィスとして提供
　都がサテライトオフィスとして利用するために確保した多摩地域の宿
泊施設を、希望する方へ安価で提供します。
　対象者／都内在住または在勤の方（個人事業主含む）
　内容／�都が指定する多摩地域の宿泊施設の客室を、1日につき500円で

利用可能。5カ所、1日100室程度を用意。
　利用方法／原則、各利用日の前日までに で申し込み。
産業労働局受入環境課　☎03-5320-4881　

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のお知らせ
　感染拡大防止に取り組みながら、都からの営業時間短縮の要請に協力いただいた中小
事業者等を対象に協力金を支給します。

　東京都では、緊急事態措置期間を｢テレワーク緊急強化月間｣とし、より強力に取り組みを推進するため、テレ
ワークを実施する企業の支援を拡充しています。

　テレワークの導入･実践に必要な情報を入手でき
る東京都公式アプリです。サテライトオフィス等の
検索や、テレワークに関するセミナーの申し込みな
どができます。ぜひご活用ください。

◦都内近郊のサテライトオフィスの検索
◦テレワーク関連セミナー等の情報や申し込み
◦テレワーク時の簡易勤怠管理
◦�実践企業の事例やテレワーク支援策など導入や推
進に役立つ情報の掲載
◦�コンシェルジュ機能により会話形式でアプリの利
用をサポート

産業労働局労働環境課　☎03-3868-3401　

TOKYOテレワークアプリを 
活用しよう！

｢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東京都およ
び国の支援情報を、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
です。
　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（9時～19時）　 政策企画局政策調整課　☎03-5388-2189　

｢テレワーク緊急強化月間｣の支援内容

主なメニュー

｢テレワーク東京ルール｣実践企業宣言制度に登録を！
　｢テレワーク東京ルール｣実践企業宣言制度は、｢我が社のテレワークルール｣を設定･宣言した企業を支援する取り組
みです。宣言企業は融資利率の優遇や信用保証料補助等の制度融資の特例メニュー、求職者とのマッチング情報の提供
などを受けることができます。登録はホームページから。
産業労働局労働環境課　☎03-5320-4657　 テレワーク東京ルール 検索

東京都　コロナ　支援 検索

コンシェルジュ
「ヤギー」
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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

町会 ･ 自治会向け  
 感染拡大防止普及啓発事業を 
支援します
　東京都は地域から感染拡大防止を図っていくため、町会･自治会が主催
して行う感染拡大防止普及啓発事業に必要な経費を助成します。
対象事業／�◦�【必須】都が作成した感染予防策をまとめたチラシ（ で入手）

と啓発シール（交付決定後に都が送付）を、各戸に配布し、町
会･自治会内に周知

　　　　　◦�除菌シートやスプレー等の購入と各戸への配布、アクリル板
や消毒液、マスクなど普及啓発事業に必要な物品の購入

助成限度額／�30万円（助成率10分の10）　※1団体につき1回のみ
申請方法／�2月24日17時（必着）までに郵送で。
生活文化局地域活動推進課　☎03-5388-3166　

事業者向け  
中小企業等による感染症対策助成
　都内中小企業等がガイドライン等に沿った感染対策を行う際に必要な経費
の一部を助成。
対象者／�都内中小企業･個人事業主、一般財団法人、一般社団法人、特定非営

利活動法人、中小企業団体等
助成内容／�①�単独申請
　　　　　　�サーモカメラなどの備品購入費（1点あたりの購入単価10万円

以上）や、換気設備やパーテーション設置など内装･設備工事費
　　　　　②�3者以上のグループでの共同申請
　　　　　　�アクリル板や消毒液、CO2濃度測定器など、1点あたりの購入単

価が10万円未満の消耗品の共同購入費　
　　　　　※①②両方の申請も可。
助成限度額／�①1店舗（事業所）あたり50万円（内装･設備工事を含む場合は

100万円、換気設備設置工事を含む場合は200万円）②1グルー
プあたり30万円（助成率3分の2以内）

申請方法／�2月26日（必着）までに申請書（ で入手）等を郵送（簡易書留）で。
�中小企業振興公社　☎03-4477-2886　

申請方法･対象経費等詳細はホームページをご確認ください。

発熱などの症状が 
出たときは、 
まずはかかりつけ医に 
電話で相談してください。

東京都発熱相談センター
☎03-5320-4592  24時間、 も受付

新型コロナコールセンター
対応言語／日本語･英語･中国語･韓国語
☎0570-550571（ナビダイヤル）  9時～22時、 も受付
03-5388-1396（聴覚に障害のある方等、電話での相談が難しい方向け）　

　東京都では町会･自治会や事業者が取り組む感染防止策を支援しています。

事業者向け  
飲食事業者の業態転換支援
　中小飲食事業者が新たなサービス（テイクアウト･宅配･移動販売等）を開始
する際の初期費用の一部を助成。
対象者／�都内で飲食業を営む中小企業･個人事業主
助成内容／�印刷物やPR広告作成等の販売促進費、宅配用バイクリース料等の

車両費、梱包･包装資材や備品の購入費、宅配代行サービスの初期
登録料等

助成限度額／�100万円（助成率5分の4以内）
申請方法／�2月26日（必着）までに申請書（ で入手）等を郵送（簡易書留）で。
中小企業振興公社　☎03-5822-7232　

事業者向け  
飲食事業者向けテラス営業支援
　飲食店等が道路等占用許可基準の緩和措置を活用し、臨時的なテラス営業
等を行う際に必要な椅子やテーブル等を調達する経費の一部を助成。
対象者／�都内中小企業･個人事業主、一般財団法人、一般社団法人、特定非営

利活動法人
助成限度額／10万円（助成率3分の2以内）
申請方法／�2月26日（必着）までに申請書（ で入手）等を郵送で。
中小企業振興公社　☎03-3251-7866　

事業者向け  
テレワーク定着促進助成金
　都内中堅･中小企業等がテレワークを導入するための費用等の一部を助成。
要件／�◦「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度に登録している
　　　◦�都が実施する「2020TDM推進プロジェクト｣に参加している�など
�※�東京しごと財団実施の「事業継続緊急対策（テレワーク）助成金｣等を受給した企業
は対象外。
助成内容／テレワーク機器･ソフト等の環境整備に係る費用
助成限度額／�250万円（助成率3分の2以内）
申請方法／�2月26日（消印）までに申請書（ で入手）等を郵送（簡易書留）で。
東京しごと財団　☎03-5211-5200　

事業者向け  
 宿泊施設非接触型サービス等導入支援
　都内宿泊施設が行う非接触型サービスの導入費用等の一部を助成。希望者
には専門家を派遣（上限5回）。
対象者／�都内の宿泊施設を運営する事業者
助成内容／�自動チェックイン機や非接触体温計などの導入、フロントの仕切

り板や消毒液自動噴霧器など感染症防止策に係る費用
助成限度額／1施設あたり200万円（助成率3分の2以内）
申請方法／�2月26日（消印）までに申請書（ で入手）等を郵送（簡易書留）で。
東京観光財団　☎03-5579-8463　

住まいを失った方に、一時宿泊場所を提供しています
　新型コロナウイルス感染症の影響による失業等により住まいを
失った方等に対し、一時的な宿泊場所を提供します。

症状はないが不安な場合、
感染予防に関することなど

かかりつけ医がいない、
相談先に迷っている場合など

感染防止の取り組みに対する支援

提供期間／�2月7日まで　※利用者の状況に応じて、必要な日数を提供
申込／〈就労中または就労により自立した生活を目指している方〉
　　　　TOKYOチャレンジネット（ 10時～17時、 10時～20時、 除く）
　　　　 0120-874-225　 0120-874-505（女性専用）
　　　〈上記以外で生活に困窮している方〉
　　　　区市の福祉事務所･自立相談支援機関へご連絡ください。
福祉保健局地域福祉課　☎03-5320-4072　
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スポーツ

2月11日 10時〜17時
◦�段ボール等を使ったフライングディスクの製作･体験
◦�ゲストによる競技体験やトークショー
◦�Twitterで参加できるパラスポーツに関するクイズ　など
本田望結（女優･フィギュアスケーター）�
ティモンディ（お笑いタレント）
パラリンピアン：二條実穂※（車いすテニス）、根
木慎志※（車いすバスケットボール）、葭原滋男※
（陸上競技･自転車競技）　ほか
※�はパラ応援大使。「東京2020パラリンピックの
成功とバリアフリー推進に向けた懇談会」のメ
ンバーのこと。

お問い合わせ

　パラスポーツの参加体験型イベント「チャレスポ！TOKYO」をYouTube配
信等によりオンラインで開催します。
　ぜひご自宅等からお楽しみください。

同運営事務局　☎03-6272-6099（10時〜17時、 除く）
オリンピック･パラリンピック準備局障害者スポーツ課　☎03-5320-7729
https://tsad-portal.com/challespo2020/

開催内容の詳細は、ホームページをご覧ください。

日　時
内　容

ゲスト

♦ホストシティTokyoプロジェクト

本田望結

募　集

T
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ank 登録者
を募集

　公立学校のサポーターとして、教育活動を支援していただける方を募
集しています。学校での活動経験がない方でも安心して参加できるよ
う、研修を実施しています。
　子供の学びの向上や教職員の支援のため、知識や技能、経験等を発揮
していただける方の登録をお待ちしています。
申し込みはホームページから。

学習支援、部活動支援、特別支援教育、心理・福祉の相談・
専門的支援、教職員の事務支援、ICTの支援、日本語指導　
など

東京都内の公立学校（小学校・中学校・高等学校・特別支援
学校等）

有期労働、パートタイム、ボランティア（有償・無償）

　「TEPRO�Supporter�Bank」は、東京学校支援機構が運営する人材
バンクシステムです。サポーター（個人、企業・団体）に学校を紹介す
るとともに、学校や教育委員会にサポーターを紹介します。

検索TEPRO

東京学校支援機構　 0120-389-055　
教育庁教育政策課　☎03-5320-7867

お問い合わせ

活動内容

活動場所

活動形態

「新型コロナウイルス感染症対応支援」続き

妊産婦向けオンライン助産師相談窓口
　感染症の流行により、周囲の手助けを得にくい中で、妊産婦
の方が抱える不安や悩みに対応するため、助産師がオンライン
で相談に応じます。妊娠中や産後のこと、産まれてくる赤ちゃ
んの世話のことでお悩みの方は、ぜひご利用ください。
対象／�都内在住の妊産婦の方
　　　�ご本人だけでなく、家族等を交えた相談も可能。
日時／3月31日 までの9時〜19時（ は11時〜16時）
相談方法／�オンライン会議システム「Z

ズ ー ム
oom｣を利用。

申込／相談希望日の30日前から2日前までに で。

SNS教育相談の受付時間を延長
　中･高生を対象とする支援･相談体制を強化するため、「相談ほっとLINE＠東京」
でのSNS教育相談の受付時間を9時間延長しました。気軽に相談してください。
期間／3月31日 まで
時間／�9時〜23時（最終受付22時30分）　※延長前は17時〜22時

緊急就職相談ダイヤル･相談窓口
　感染症の影響により、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します。
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

緊急労働相談ダイヤル
　感染症の影響による解雇･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します。
☎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　

配偶者等からの暴力に対する 
相談等支援
　悩みを抱える女性が孤立してしまうことがないよう、相談を受けていま
す。一人で悩まず、ご相談ください。

〈配偶者や交際相手からの暴力、夫婦や親子の問題、生き方･人間関係など〉
　東京ウィメンズプラザ　☎03-5467-2455(9時〜21時)　
〈配偶者等からの暴力、暴力からの保護、自立に向けた支援など〉
　東京都女性相談センター(女性専用)　
　☎03-5261-3110(9時〜20時、 除く)
　東京都女性相談センター多摩支所(女性専用)　
　☎042-522-4232(9時〜16時、 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

予約専用ホームページ

LINEアカウント

困難を抱えた若年女性への相談等支援
　家庭に居場所がないなど不安や孤立感を抱えながらも、感染症の流行により
適切なサポートが得られない若年女性に対する支援を強化しています。相談内
容に応じて、支援機関等をご案内します。まずはご相談ください。
対象／�DV･虐待や貧困、家庭に居場所がないなど、さまざまな困難を抱える若

年女性
相談方法／LINE

一時的な居場所を提供

　児童･生徒･保護者を対象とした
24時間電話相談も受け付けています。 0120-53-8288

　相談内容に応じて、ホテル等を一時的な「居場所」として提供し、対応スタッ
フが丁寧に寄り添いながら支援を行います。感染症の流行に伴い、提供ホテル
を拡充し、スタッフを増員するなど受け入れ体制を強化しています。

福祉保健局育成支援課　☎03-5320-4132　

�東京都教育相談センター　☎03-3360-4181　

福祉保健局家庭支援課　☎03-5320-4372　

　 hear@bondproject.jp
☎070-6648-8318（ 18時〜21時）LINEアカウント



※電話番号を間違えないようにお願いします
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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

お知らせ

ることが早期発見・早期治療につながり
ます。新型コロナウイルス等への感染の
不安から、検診を控えると、がんの発見が
遅れる可能性があります。検診会場や医
療機関では、感染防止対策を実施してい
ます。安心して受診してください。手続き
等詳細は、お住まいの
区市町村へ。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4367

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
か来所。3月1日 ・2日 9時〜17時、消
費生活総合センター（飯田橋）で。区市町
消費生活相談窓口でも実施。実施内容等
詳細は各相談窓口へ。

同センター☎03-3235-1155

3月1日〜7日
春の火災予防運動�

　発生から10年を迎えた東日本大震災
の教訓を忘れず、自宅やオフィスなどの地
震時に出火の危険がある箇所を確認する

環境の保全など、さまざまな環境対策の
取り組み状況をまとめた元年度の報告書
を発行しました。持続可能な水道事業を
目指すための環境施策や実績を紹介して
います。報告書は、都立図書館や水道局

で。
水道局企画調整課☎03-5320-6410

点字で納税通知書の
内容をお知らせします�

　新たにご希望の方は、2月26日 まで
に住所・氏

ふ り が な

名・電話・税金の種類を、主
税局相談広報班☎03-5388-2925まで
ご連絡ください。

2月の宝くじ発売開始予定日�

◦バレンタインジャンボ宝くじ（300円） 3日
　（1等前後賞合わせて3億円）
◦バレンタインジャンボミニ（300円）  3日
　（1等前後賞合わせて3,000万円）
◦1等100万円スクラッチ（200円）   10日
◦1等3万円スクラッチ（100円）　    17日

財務局公債課☎03-5388-2685

東京都平和の日記念式典の
実施について�

　3月10日 に実施する｢東京都平和の
日記念式典｣は、新型コロナウイルス感染
防止のため、今年は参加者募集を行いま
せん。式典の様子は当日14時から｢東京
動画｣で中継します。

生活文化局文化事業課☎03-5388-
3141

緊急情報伝達試験を2月17日
に実施�

　2月17日 11時ごろ、全国一斉に全国
瞬時警報システム（Jアラート）を用いた緊
急情報伝達試験が実施されます。試験時
には、都内の多くの区市町村で防災行政
無線等による「これは、Jアラートのテスト
です」という放送や、防災情報メールの送
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

がん検診を定期的に
受けましょう�

　がんは、早期の段階では無症状なこと
がほとんどのため、定期的に検診を受け

など、災害に備え火災予防にご協力をお
願いします。
　パネル展示等／消防博物館（☎03-
3353-9119）2月16日 〜3月14日 。
池袋防災館（☎03-3590-6565）2月27日

〜3月7日 。本所防災館（☎03-3621-
0119）2月25日 〜3月9日 。立川防災館

（☎042-521-1119）2月26日 〜3月7
日 。

東京消防庁広報課☎03-3212-2111
内線2313。パネル展示等は各館へ。

2月は固定資産税・都市計画税
（23区内）第4期分の納期です�
　6月に送付した納付書で、3月1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

東京都水道局
「環境報告書2020」を発行�
　「東京都水道局環境5か年計画」に基づ
き、エネルギー効率化の推進、健全な水

募　集

自然環境保全審議会委員�

　都の自然の保護と回復に関して調査・
審議。資格／都内在住の20歳以上で、年
5回程度の審議会に出席できる方（公務員
を除く）。人数／若干名（書類・面接選考
有）。任期／7月1日から2年間。申込／2
月12日（消印）までに応募の動機（800字程
度）と別紙に住所・氏

ふ り が な

名・年齢・性別・電
話・職業を書き、〒163-8001東京都環境
局自然環境部（☎03-5388-3544）へ。

東京都消費生活調査員�

　3区分のうちいずれか一つの調査と消
費生活に関する情報提供。区分／A:食
品の表示状況の店舗調査（5回）。B:入
手した広告媒体と店舗での表示調査（3
回）。C:日常生活で購入した生鮮食品等
15点の内容量調査（6回）。資格／3年4月
1日現在、20歳以上で都内在住の方。人
数／500人（選考有）。任期／4年3月ま
で。謝礼／調査1回3,000円ほか。申込／
2月17日（消印）までに か郵送で希望区
分（順位を付けて複数記載可）・応募動機

（300〜400字 程 度）・住 所・氏
ふ り が な

名・年
齢・電話・職業を書き、〒163-8001東京
都生活文化局消費生活部（☎03-5388-
3076）へ。

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351
戸③居室内で病死等があった住宅60戸。
申込書の配布／2月1日〜9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。6日 ・7日 は、9時30分〜
17時に都庁第一庁舎1階東京観光情報セ
ンター前のみで。 からも入手可。申込／
2月15日までに郵送で①同募集センター

（18時必着）②③渋谷郵便局（必着）へ。
同募集センター☎0570-010-810（2月

1日〜15日）、☎03-3498-8894（その他
の期間）、いずれも 除く。

東京都美術館
アート・コミュニケータ（とびラー）��

　同館を拠点に「障害のある方のための
特別鑑賞会」の鑑賞サポートなど。人数／
40人（書類・面接選考有）。申込／2月16
日（消印）までに所定の応募用紙（ で入
手）と課題、84円切手を貼った返信用封
筒（長3）を郵送で東京都美術館（〒110- 
0007台東区上野公園8-36）☎03-3823 
-6921へ。

新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。　　 　
外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。

 

　昨年11月、｢国立ベルリン･エジプ
ト博物館所蔵�古代エジプト展�天地創
造の神話｣※に展示予定の約130点の
作品が、続々とベルリンから江戸東京
博物館へと輸送されました。海外から
作品を借用する展覧会は通常、現地か
ら分野ごとに専門家が来日して作品の
状態確認や展示作業に立ち会います
が、今回はコロナ禍のため、オリビア･
ツォーン副館長一人が来日。展示現場
で、ベルリン側の専門家や修復家と、
ノートパソコンやスマートフォンを活用
したリモートによる確認を行う、従来と�
は異なる手法で作業が進められました。
　ベルリン国立博物館群は、ロンドン･
大英博物館、パリ･ルーヴル美術館な
どと並ぶ、ヨーロッパ最大級の規模と
質の高さを誇る総合博物館です。特に
エジプト部門は、わずか20年ほどの期
間に写実的とも評される新たな美術様
式が花開いたアマルナ時代の優品を
筆頭に、伝統的なエジプト美術の作品
を含め、数千年にわたるエジプト史を
網羅する世界有数のコレクションを有
しています。その10万点以上の膨大
な作品の中から今回は、｢天地創造と
神々の世界｣｢ファラオと宇宙の秩序｣

東京とベルリンをつなぐエジプト・コレクション

｢死後の審判｣などのテーマに沿った作
品をよりすぐり、アニメーションも駆使
しながらエジプト神話を紹介する、こ
れまでとは異なる趣向のエジプト展と
なっています。
　東京とベルリンは姉妹友好都市関
係にあり、今年は日独交流160周年と
いう節目の年でもあります。本展には、
両都市のさらなる友好と信頼の進展に
寄与したいという願いも込められてい
ます。展示室内での写真撮影も可能で
す。ぜひ、エジプト神話の世界をお楽し
みください。

19

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

※4月4日まで江戸東京博物館で開催。

パレメチュシグのミイラ・マスク 
後50〜後100年頃

ⓒStaatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung / M. Büsing

区市町村の
検診担当部署

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

東京しごとセンター　　　　�

　34歳以下の子を持つ親など／①「保
護者向けセミナー・中小企業見学会」2月
13日 13時、オンラインで実施。30人。
30歳〜54歳向け／②「怒りと上手く付き
合う、アンガーマネジメント術」2月19日

13時30分。40人。③「就活エクスプレ
ス（適職探索コース）」3月1日 〜5日 9
時30分。25人。④「就活エクスプレス（就
活実践コース）」3月8日 〜12日 9時30
分。25人。締切／①2月13日13時②2月
19日13時30分③2月24日④3月3日。

･ 同センター①☎03-5211-6351
②☎03-3265-8904③④☎03-3239-

3821

職業能力開発センター
キャリアアップ講習2月受付分�

　二級建築士（学科・施工）受験対策、1
級電気工事施工管理技士（一次）受験対
策、職長・安全衛生責任者教育等50コー
ス。中小企業に就業中で、都内在住・在
勤の方。授業料1,600円〜6,500円。教
科書代別途。申込／2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

職 員 採 用

兼履歴書（各センター等か で入手）を
各センター等へ。
産業労働局雇用就業部☎03-5320-

4702

都立学校非常勤看護師　　
　内容／幼児・児童・生徒への医療的
ケア。一部の学校で、登下校時の専用
通学車両（スクールバス）への乗車業務
有。資格／看護師免許、臨床経験を有
する方。人数／各校若干名。採用／4月
（更新制度有）。勤務／週19時間以内。
教育庁特別支援教育課☎03-5320-

6753

職業能力開発センター等
講師　　　　　　　　　　
　科目／水まわりスペシャリスト、もの
づくりエンジニア、デジタルクラフト、障
害者向け訓練、介護、ホテル・レストラ
ンサービス、板金、ビル管理、機械、電
気、内装、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／72人程度。勤務
場所／各センター等。任用期間／4月1
日〜4年3月31日。選考／2月中旬。面
接・能力実証等。申込／2月8日 まで
に郵送（必着）か持参で、所定の申込書

詳細は必ず事前に などでご確認ください。

講　演

東京都立大学　☎042-677-1111　https://www.tmu.ac.jp/お問い合わせ

若者チャレンジ応援事業
「若チャレ」オンライン開催�
　2月6日・13日 13時30分〜19時。悩
みを抱える若者やその家族を対象にした、
社会的自立への一歩を後押しするイベン
ト。若者の悩みや解決のヒント等を田村

企業・団体向け　　　　　　♦
「チームビヨンドWEBセミナー」���
　2月16日 14時、オンラインで開催。パ
ラスポーツ振興に興味のある方、100人。
パラスポーツの応援プロジェクト「TEAM  
 BEYOND」の一環として、パラスポーツ
振興に関する講演や取り組み紹介を実施。
パラアスリートによる観戦の注目ポイント
の解説も。申込／2月15日までに で。

オリンピック・パラリンピック準備局パ
ラリンピック部☎03-5388-2882

都立中央図書館�企画展示
「クイズでめぐる東京のまち」�
　東京1964大会、東京2020大会で変貌
してきた東京のまちや交通機関の発達を

上にクイズ形式で解説。都内中高生制
作のペーパージオラマも紹介。来館利用
再開後は、館内展示を開催。

同館☎03-3442-8451

淳（お笑いタレント）らが話し合うコーナー
や、ひきこもりなどの経験談、支援団体が
行う取り組みの紹介など。終了後も「東京
動画」から視聴可。

都民安全推進本部若年支援課☎03-
5388-3172

東京都特別支援学校
アートプロジェクト特別展�

　2月26日から。児童・生徒の絵画、版
画、陶芸、書、写真など51作
品をオンラインで鑑賞できる

を開設。
教育庁特別支援教育指導課☎03-

5320-6847

飼育担当の山口さんより一言
「毎日よく寝て、よく飲み、よく走り、
元気に育っています。母親のウタイ
は、いちばん若くどこか幼い印象があ
りましたが、いまやすっかり献身的な
お母さんです。何事にも動じなかった
父親のアティのように、立派に育って
ほしいと思います」

上野動物園☎03-3828-5171

HP

 

　10月31日に生まれたアジアゾウの
「アルン」が日々成長中。
（写真は11月30日撮影） 開園以来

初!

2月15日 14時～16時30分

1,000人　 
オンライン会議システム「Z

ズ ー ム

oom」を使用

5Gを活用した将来の社会に興味・関心
のある方、東京都立大学のローカル5G
環境や研究を活用してみたい民間企業　
など

日　時

人　数

対　象

内　容

申し込みおよびプログラムの詳細は
ホームページをご覧ください。

林要

産学公民の各分野で活躍する方々による講演やパネルディスカッションなど。
基調講演　�「L

ラ ボ ッ ト

OVOTが与えてくれるもの～日本発の新産業創出への挑戦～」 
林要（GROOVE X㈱代表取締役社長）

講演　�国の動向「ローカル5G普及･高度化に関する取り組み」
 　　　 東京都の取り組み「南大沢地区における先端技術を活用し

たまちづくり」
　　　 東京都立大学の取り組み「東京都立大学の研究推進戦略と

5G研究プロジェクト」　など
パネルディスカッション　

 「産学公民で創るニューノーマル社会へのヒント」をテーマに議論します。 
パネラー／宮坂学（東京都副知事）ほか

催　し

東京都立大学発「スマート東京」キックオフミーティングを開催！
　都はデジタルの力で東京のポテンシャル（潜在能力）を引き出し、都民が質の高い生活を送る「スマート東京」を実
現するため、官民連携によるローカル5G※事業を推進しています。
　東京都立大学では、南大沢および日野キャンパスの広大な敷地をカバーするローカル5G環境を整備し、実用化に向
けた研究･実証実験を開始しました。これに関連し、オンラインシンポジウムを開催します。講演等を通して、デジタ
ルの力で豊かになる未来の東京について考えます。
　どなたでも参加できます。興味のある方はぜひお申し込みください。

※�携帯通信事業者による5Gサービスとは別に、地域の企業や自治体などが限られた範囲内で独自に整備する通信環境のこと
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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

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

学　ぶ

東京ホームタウン大学〜私たちが
つくる、東京の「これから」�

　2月21日 ①11時、オンライン会議シ
ステム「Zoom」で。500人程度。②13時、
4会場でのライブ視聴。会場：都庁都民
ホール、90人・トヨタドライビングスクー
ル東京（立川市）、25人・北野市民センター

（八王子市）、75人・武蔵村山市市民総
合センター、30人。いずれも18時30分ま
で。超高齢化社会に対応した地域づくり
を応援するイベント。今年は「コロナ禍で
の地域づくりのアイデア」も紹介。基調講
演やトークセッション、ICT活用の事例紹
介など4テーマの分科会他。申込／2月
19日までに で。②は受付センター（☎
050-3482-0036）へ電話も可。

同事務局☎03-6419-4021か福祉保
健局在宅支援課☎03-5320-4271

東京都立大学オープンユニ
バーシティ〈オンライン講座〉�

　「水辺から見た飯田橋地区の形成史」
「共感性の脳科学」「気象観測の最前線」
など。申込等詳細はパンフレット（電話・
で請求）で。

同大学オープンユニバーシティ事務室
☎03-3288-1050

手話通訳者・要約筆記者
養成講習会�

　〈手話通訳者〉5月12日〜4年3月9日
（毎 、⑥は毎 ）、オリンピック記念青
少年総合センター（渋谷区）ほかで。①地
域クラス②通訳者クラス③通訳士クラス
④指導者クラス1⑤指導者クラス2⑥指
導者クラス（中途失聴・難聴者向け指導）。
全450人。〈要約筆記者〉4月22日〜4
年2月17日（毎 ）、東京都障害者福祉会
館で。⑦手書きコース⑧PCコース。初心
者の方、各12人。申込／3月12日（消印）
までに所定の申込書（ で入手可）を郵送
で東京手話通訳等派遣センター（〒160-
0022新宿区新宿2-15-27-5階）へ。いず
れも応募条件・選考試験有。

同センター☎03-3352-3359か福祉
保健局障害者施策推進部☎03-5320-
4147

オンライン講演会
「こころの不安を和らげるヒント」�
　3月12日 16時。都内在住・在勤・在
学の方、200人。「認知行動療法」の考え
を通して、不安やストレスと上手に付き合
う方法を紹介。講師／大野裕（精神科医）。
申込／3月5日17時までに で。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4310

健康安全研究センター
放射線に関する講義動画を配信�

　放射線の基礎知識、健康への影響、防
護などに関する講義動画｢私たちと放射
線｣を で公開。

同センター☎03-3363-3487

文化・スポーツ

子どもたちと芸術家の出あう街
今年のテーマは「カラフル！」�

　3月28日 、東京芸術劇場で。「オーケ
ストラコンサート」全席指定、大人3,800
円、子供2,200円ほか。2歳以上。申込／
電話か で東京フィルチケットサービス☎
03-5353-9522へ。申込等詳細は で。

同劇場☎03-5391-2111

東京都写真美術館
「白川義員写真展」�
　「永遠の日本」2月27日〜4月4日。「天
地創造」4月6日〜5月9日。世界的な写真
家で、山岳写真家としても有名な白川義
員の集大成をシリーズ別に二期構成で紹
介。一般700円ほか。

同館☎03-3280-0099

東京都美術館「障害のある方
のための特別鑑賞会」�

　「没後70年 吉田博展」3月22日 10時
〜16時（入室時間は1時間ごとに指定）。
身体障害者手帳等をお持ちの方、抽選
で400人。申込／2月16日（消印）までに

かはがきに希望受付時間帯（①午前
② 午後③どちらでも可）・住所・氏

ふ り が な

名・
電話・介助者（1人まで）の有無と駐車ス
ペース利用の有無を書き、東京都美術館

（〒110-0007台東区上野公園8-36）☎
03-3823-6921へ。

　東京2020パラリンピック聖火リレーは、8月12日から24日の開会式まで
の13日間で実施します。聖火は、パラリンピック発祥の地であるイギリスのス
トーク･マンデビルと開催国である日本の全都道府県で採火され、聖火リレー
は、開催都市･東京都とパラリンピック競技が実施される静岡県、千葉県、埼
玉県で行われます。
　聖火リレーは、原則として｢はじめて出会う3人｣がチームになって聖火をつ
なぎます。これは、大会が共生社会実現の契機となるよう、人と人、人と社会と
の「新しいパートナーシップ｣を考えるきっかけとなることを目指すもので、コ
ンセプトである「S

シェア

hare Y
ユア

our L
ライト

ight／あなたは、きっと、誰かの光だ。｣に基づ
いています。
　聖火ランナーのユニフォームデザインには、市松模様が用いられています。
途切れることなく続く市松模様は縁起の良い柄とされており、日本全国から
集められる聖火がつながっていく様や、｢3人1組のランナー｣で集結していく
想いや熱意を表現しています。
　聖火リレートーチは、日本の伝統的な形である桜

さくら

紋
もん

をイメージしてデザイ
ンされ、新幹線等にも採用されているアルミ押

おし

出
だし

成形という製造技術を用い
て、継ぎ目なく形作られています。日本の伝統と高い技術力によって生み出さ
れたトーチは、聖火リレーを象徴する形となっています。
　東京2020パラリンピッ
ク聖火リレーは、オリンピッ
クの熱気と興奮をパラリン
ピックにつなげていきます。

オリンピック･パラリンピック準備局企画調整課　☎03-5320-7848お問い合わせ
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今回は東京2020パラリンピック聖火リレーを紹介します。

都立施設 ･都主催イベントに関する情報　
　緊急事態宣言等に伴う、都立施設の休館状況や、都主催のイベント
等の中止 ･ 延期情報を掲載しています。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。 検索都立施設　都主催イベント

新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。　　 　
外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。

「新型コロナウイルス感染症  
都民向け感染予防ハンドブック｣ 
を作成
　「東京iCDC専門家ボード｣の感染制御チームでは、誰もが新型コロ
ナウイルス感染症の予防を正しく理解した上で、安心して生活でき
るよう、都民向けのハンドブックを作成しました。
　ウイルスがどのように感染するか、感染を防ぐにはどうすればよ
いかなど役立つ情報を掲載しています。
　ホームページからダウンロードできるほか、都庁案内コーナーで
配布します。ぜひご活用ください。

　

福祉保健局感染症対策部　☎03-5320-4254　



東京消防庁予防課　☎03-3212-2111 内線4745　お問い合わせ

防　災

　新型コロナウイルス感染症の飛沫対策として、店舗のレジや受付窓口などに設置し
たビニールシートに火が燃え移ると、予期せぬ火災が発生する場合があります。設置
の際は注意しましょう。

　防炎品と防炎品でないものとの燃焼比較実験では、防炎品でないものは燃
え広がるのに対して、防炎品は炎が接した部分が黒く炭化するだけで着火し
ませんでした。実験映像は東京消防庁ホームページなどで公開中です。

飛
ひ

沫
ま つ

防止用ビニールシートによる
火災に気をつけましょう！

こういったことに気をつけましょう
◦�燃えないようにこんろなど火気や熱を持つ
照明器具等の近くを避ける
◦�スプリンクラーや火災感知器の作動の妨げ
になっていないか確認する
◦�防炎性能を持つ｢防炎品｣のビニールシート
を選ぶ 燃えにくい素材のものを選ぶ。

例

※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　

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3年
（2021年）
2月1日発行
如月 きさらぎ　

第906号

〈次号（3月1日発行）は、2月28日・3月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

　国分寺駅と立川駅の間に作った駅だから、国立駅。今から100年ほ
ど前、国立駅周辺は雑木林だった。箱根土地株式会社（現：株式会社
プリンスホテル）と東京商科大学（現：一橋大学）は、この地に学園都市
を作ることを計画。そのシンボルとして建てられたのが、｢赤い三角屋
根｣の旧国立駅舎だ。
　駅は1926（大正15）年に開業後、80年にわたりまちの発展を見守
り続け、平成18年、JR中央線の高架化工事により、その歴史に幕を下
ろし解体された。しかし、再築を望む多くの市民の声に後押しされる形
で、国立市は旧駅舎をほぼ同じ場所に、創業当時の姿で再築すること
を決めた。
　2年4月、復原された旧国立駅舎は、｢まちの魅力発信拠点｣として生
まれ変わった。施設は感染防止対策を徹底した上で運営され、待ち合
わせやイベントスペースとして活用できる「広間」、セレクトショップと案
内スタッフがまちの見所を紹介する「まち案内所」、「展示室」と訪れた人
が自由に楽しめる空間となっている。大正・昭和期の雰囲気を残す木
製の改札口、切符売り場だった窓口なども再現され、懐かしさを高めて
いる。12月には、誰もが弾けるピアノが広間に設
置され、新たな魅力が加わった。
　駅前から南にまっすぐに延びる大学通りと、そ
の先を東西に延びるさくら通りの緑地帯には、全
国野外彫刻コンペティションで選ばれた作品16
点が、国立の美しい自然と調和するように展示さ
れている。思いがけない出会いに心が躍る、そん
な楽しみがこのまちにはある。

旧国立駅舎周辺（国立市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

歴史と文化が薫るまち

街角に地球儀が出現。チーム美山作｢風の球体｣

JR国立駅南口前に再築された旧国立駅舎

=パソコン用壁紙

[旧国立駅舎]☎042-505-6691　広間／7時〜22時（ は9時から）。まち案
内所・展示室／10時〜19時（ は9時から）。ピアノの演奏可能時間／12時〜
13時、17時30分〜18時30分。　 　

政策企画局外務部　☎03-5388-2222　お問い合わせ

取り組み

　北方四島（歯
はぼまいぐんとう

舞群島・色
しこたんとう

丹島・国
くなしりとう

後島・択
えとろふとう

捉島）は
日本固有の領土です。

　1855年2月7日、日本とロシアとの間に日露通好条約が調印され、北方四島が
日本の領土であることが両国間で確認されました。1981（昭和56）年、国はこの
日を｢北方領土の日｣と定めています。
　東京都では、1983（昭和58）年1月に北方領土の返還実現を目的とする｢北方
領土の返還を求める都民会議｣を設立しました。都民大会の開催や写真パネル展
などを通じ、皆さんに北方領土問題の解
決と正しい理解を呼び掛け、さまざまな
運動に取り組んでいます。
　この機会に、北方領土問題について考
えてみませんか。

2月7日は「北方領土の日」
〜絶やすまい 返還つなぐ 強い声

北方領土
イメージキャラクター

 エリカちゃん


