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世帯と人口

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

3年1月1日現在の推計

716万3,325世帯 人口1,396万236人
（男：685万8,575人 女：710万1,661人）
＊参考：外国人数 54万6,436人

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

令和3年度予算案
厳しい財政環境の中にあっても、都民の命を守ることを最優先としながら、
東京の経済を支え、その先の未来を見据えて、都政に課せられた使命を確実に果たしていく予算

予算の編成に当たって
この一年、かつて経験したことのない｢見えない敵｣、新型コ

た考えのもと、令和3年度の予算編成に臨みました。

ロナウイルスとの闘いの中で、何よりも大切な都民の命、そし

この間、都議会各会派の皆様や、各区市町村、各種団体の

て東京の経済を守り抜くため、数次にわたる補正予算を編成し

皆様からのご意見、ご要望、そして、都民の皆様からは東京の

総額2兆円規模の対策を迅速に講じてまいりました。

未来を創るさまざまなアイデアを寄せていただきました。

こうした中、コロナ禍により、浮き彫りとなったのは我が国が

これらを施策に反映することで練り上げた令和3年度予算

世界の変革のスピードから大きく後れを取っているという、厳

案は、｢厳しい財政環境の中にあっても、都民の命を守ることを

しい現状です。

最優先としながら、東京の経済を支え、その先の未来を見据え
ご

感染拡大による停滞を打ち破り、東京が世界と伍していく競

て、都政に課せられた使命を確実に果たしていく予算｣と位置

争力を飛躍させるためには、今、ここで動き出さなければ、日
本が世界から取り残される。こうした強い危機感を持って、東

都税収入が減少する中にあっても、現下の課題と未来に向

京の構造改革を一層加速させなければなりません。

けた施策に重点的に予算を振り向けるため、無駄を一層無く

また、今年の夏、開催する東京2020大会が、｢危機の後の連

すなど、持続可能な財政基盤を堅持しながら、
これまで以上に

帯と復興｣を象徴する大会として、安全･安心に開催できるよ

メリハリを効かせた予算と致したと考えております。
て

こ

これらの予算案に盛り込んだ一つ一つの施策を梃 子に、将

う、
しっかりと取り組む必要があります。
な

こうした都が為すべき役割を着実に果たすとともに、コロナ

来にわたって成長し続ける都市･東京の実現に向けて、都民の

禍を乗り越え、持続可能な回復を目指す｢サステナブル･リカバ

皆様の理解、共感を頂きながら、着実に歩みを進めていきたい

リー｣、この理念を実現すべく、積極果敢に挑んでいく。こうし

と考えております。

誰もがいきいきと
活躍できる
都市

世界一

日本 の 発 展を

便利で快適な

わたって世界を

牽 引し、将来に

都市

｢スマート東京｣の
実現

美しく、

けん いん

安全・安心、

開催と

レガシーの創出

ハリーくん

予算の全体像や主な新規・拡充事業、予
算を作る上での工夫を掲載。
ホームページからダウンロードできます。

魅力溢れる
都市

リードする東京

東京2020大会の

メリーちゃん

予算案が5分で分かる
｢東京都予算案まるわかりブック｣

令和3年度予算の主要事項
「人」
が輝く、

東京都知事

付けました。

多摩･島しょの
振興

予算情報をシンプルに分かりやすく表示
｢TOKYO予算見える化ボード｣
予算情報をまとめたダッシュ
※
ボード をホームページから
利用可能です。項目を選択
すると、詳しい情報の表示や
データの取得ができます。
使い方の解説動画も公開中
です。
※さまざまなデータを集計値や表、グラフなどを用いて｢見える化｣したもの

お問い合わせ

財務局財政課

☎️03-5388-2669

3月号は2月15日時点の情報に基づき作成しています。

東京都3年度予算案 検索

4-8面に令和３年度予算案の概要と主な事業を掲載
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特集／感染症対応支援
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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
自宅療養者の
健康面･生活面をサポート

テレワークの実施･継続にご協力を！
感染症の拡大防止には人と人との接触を抑えることが重要で、テレ
ワークや時差出勤など「新しい日常」に対応した働き方が有効です。テレ

「自宅療養者フォローアップセンター」による支援
一部の保健所で先行して実施していた取り組みを全ての保健所に導入し、
自宅等で療養している方を支援しています。

◦LINEを活用した健康観察

チャットボット機能により、毎日問診を実施し、健康管理を徹底します。電
話による健康観察も実施しています。

◦自宅療養者専用医療相談窓口の設置

健康状態に不安を感じる自宅療養者からの電話相談に24時間応じます。体
調の悪化が確認された場合は、保健所と連携して対応します。

ワークの定着に向けて、引き続きご協力ください。

テレワーク推進に役立つ
オンラインセミナーを開催中
労務管理の専門家やテレワーク導入企業の担当者など多様な
講師によるセミナーを毎月実施しています。
3月実施分

いずれも14時から、各300人

3月  5日

「2021年テレワークガイドライン改訂のポイン
トとこれからの働き方改革の進め方」

3月10日

「テレワーク定着のための人事労務管理」

3月16日

「業務効率から営業品質向上へ、テレワーク推進
賞受賞企業の働き方改革実践事例」

3月23日

「テレワークによる多様な人材活用戦略〜派遣
社員・副業兼業・フリーランス活用時の留意点」

◦食料品等の配送

外出せず療養に専念できるよう、希望者には7日分の食料品等を自宅に配
送します。また、自宅療養時の注意点などを分かりやすくまとめた「自宅療養
者向けハンドブック」を同梱します。ハンドブックは、 からダウンロードで
きます。

セミナーの予約や、サテライトオフィスの検索などテレワーク
に関する情報は「TOKYOテレワークアプリ」
で。

配送する食料品等の一例

ハンドブック

パルスオキシメーターの貸与
血中の酸素飽和度を測定することで容態の変化

東京都では他にも、テレワーク導入に向けた費用の助成や専門家の派
遣など、さまざまな支援を行っています。テレワークについての相談は、
東京テレワーク推進センターへ。

を早期に把握できる「パルスオキシメーター」を、保
健所等を通して貸し出します。

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

写真提供：コニカミノルタ株式会社

具体的な支援内容については、自宅療養開始時に
保健所から説明があります。
〈 自宅療養者フォローアップセンター、パルスオキシメーターの貸与について〉
福祉保健局防疫･情報管理課 ☎03-5320-4268
〈自宅療養者向けハンドブックについて〉
福祉保健局感染症対策部 ☎03-5320-4254


営業時間短縮に係る感染拡大防止
協力金（1月8日～2月7日実施分）
事業者向け

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
いた事業者を対象に協力金を支給します。
対象要件／◦都内
（島しょ地域含む）
で飲食店等を運営している
◦20時～翌5時に営業を行っていた店舗が対象期間中、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）
◦〈大企業のみ〉都内にある全ての直営店舗で要請に協力し、傘下の
フランチャイズ店に対しても協力依頼を行った など


都税のお知らせ
事業者向け

◦3年度固定資産税･都市計画税の
軽減措置の申告期限延長について（23区）
感染症の影響で事業収入減となった中小事業者等を対象とした固定資
産税･都市計画税の軽減措置について、期限の2月1日までに申告ができな
かった方でも、やむを得ない理由がある場合には申告期限の延長申請が
できます。
対象者／新 型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告書等を
提出することが困難な方など
対象となる方の例／
◦納税者本人や代理申告を行う税理士等が感染した、濃厚接触者と認定
された
◦外出自粛要請により、申告書等を提出することが困難になった
◦認定経営革新等支援機関の確認事務に遅れが生じた など
申請方法／申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と
記載して、必要書類一式を資産がある区の都税事務所へ提出
申請方法等詳細はホームページをご確認ください。

〈中小企業･個人事業主等〉

対象期間と1店舗あたりの給付額／
①1月8日～2月7日：186万円②1月12日～2月7日：162万円③1月22日～2
月7日：102万円
までに か郵送、持参（17時まで）で。
申請方法／3月25日 （消印）

〈大企業〉

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

◦個人事業税の申告期限延長について
確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、所得税等一部の国税

対象期間と1店舗あたりの給付額／1月22日～2月7日：102万円
申請方法／3月1日〜25日に 等で。

の申告期限が延長されたことに伴い、都においても個人事業税の申告期

※2月8日以降の営業時間短縮に係る協力金については、 等でお知らせします。

限を延長しています。

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）

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。

申告期限／4月15日 まで
（延長前は3月15日まで）
所管の都税事務所か主税局相談広報班

返信用はがきの宛名面もご記入ください。

☎03-5388-2925

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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談

「自殺防止！東京キャンペーン」を拡大して実施
自殺に追い込まれるという危機は、誰にでも起こり得る重大な問題です。
新型コロナウイルス感染症による生活の変化は、健康だけでなく心にも影響
を及ぼしており、自殺リスクの高まりが懸念されています。
都民の皆さんに自殺対策に関する理解を深めていただくため、例年3月に
行う「自殺防止！東京キャンペーン」について、今年は内容を拡大して実施し

○ひとりで悩まず相談してください
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〜

ています。

3月23日 〜27日 （24時間）
※その他の期間は毎日14時〜5時30分

○こころのセルフケアをしましょう

日本いのちの電話連盟

こころの健康と暮らしを支える情報をまとめた
リーフレットを作成しました。自分でストレス状況
を確認できるチェックリストや、こころの疲れを和
らげる方法、生活の困り事に関する相談
窓口等を掲載しています。ホームページ
からダウンロードできるほか、区市町村
やハローワーク等で配布します。

はなしてなやみ

☎0570-087478

3月1日 〜31日 16時〜21時
3月10日 8時〜11日 8時は、24時間対応

0120-783-556

国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター

0120-58-9090

3月6日

0時〜8日 2時30分

有終支援いのちの山彦電話

3月2日 〜31日 12時〜20時（

☎03-3842-5311

除く）

ハンドブック

自死遺族のための電話相談

身近な人のこころの不調に気付いたら
悩みに気付き、声を掛け、話を聴き、必要な支
援につなげ、見守る人を「ゲートキーパー」といい
ます。
皆さんの「気付き」や「声掛け」が、支えのきっか
けになるかもしれません。あなたもゲートキー
パーになりませんか。ゲートキーパーの役割等に
ついての詳細はホームページをご覧ください。

グリーフケア･サポートプラザ

☎03-3796-5453

3月9日 〜12日 12時〜16時

全国自死遺族総合支援センター

☎03-3261-4350

3月18日 〜22日 11時〜19時
（21日 は17時まで）

生きるのがつらいと感じたら…

相談ほっとLINE@東京

LINEアカウント

15時〜21時30分

相談支援は、年間を通して行っています。
お問い合わせ

平

福祉保健局健康推進課

☎03-5320-4310

和

復

3月10日は「東京都平和の日」
東京都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、3月10日を「東
京都平和の日」と定めています。東京空襲で犠牲となられた方々を追悼
するとともに、平和の意義を確認し、平和意識の高揚を図るため、記念
行事を実施します。
3月10日 14時から行う記念式典は、今年は感染防止のため規模を
縮小し、参加者の募集を行いませんでしたが、式典の様子を東京都公式
動画チャンネル
「東京動画」
で中継します。
記念式典では、東京空襲をはじめ、戦災で亡く
なられた方々を追悼するとともに、世界の恒久
黙とうのお願い
平和を願い、14時から1分間の黙とうを行いま
す。皆さんも黙とうをお願いします。

興

♦ホストシティTokyoプロジェクト

東日本大震災から10年
東北のいま オンライン写真展開催中！
東日本大震災から3月11日で10年。被災地では復興が進展し、徐々ににぎ
わいが戻りつつあります。東京都でも震災発生直後から、さまざまな支援を
行ってきました。
震災を風化させないためには、そこから得られた教訓を未来につないでい
くことが大切です。今年はオンラインで写真展を開催し、岩手県･宮城県･福
島県における復興の歩み、震災の教訓を伝える取り組みをホームページで紹
介します。
開催期間

3月14日 まで

https://tocho-fukko-10.com/
各県の観光等に関する情報も入手できます。

東京空襲資料展
◦3月2日 ～14日 10時～20時、アキシマエンシス（昭島市）で。
◦3月4日 ～7日 9時～18時、多摩平の森ふれあい館（日野市）で。
◦3月7日 ～17日 9時～18時、東京芸術劇場で。

東京空襲写真パネル展示

3月5日 ～10日 8時30分～18時30分
（5日は13時から、10日
は16時まで）
、都庁第一庁舎1階で。

復興初期の商店街
（宮城県女川町）
住民も観光客も楽しめる商業施設
（宮城県女川町）

東京空襲犠牲者名簿（3年3月現在:81,295人登載）
東京都は、都立横網町公園内に「東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈
念する碑」を建設し、碑の内部に犠牲者のお名前を登載した東京空襲
犠牲者名簿をお納めしています。お申し出いただければ、追加登載い
たします。
お問い合わせ

※

生活文化局文化事業課

☎03-5388-3141

津波を乗り越え伝統を継承
（岩手県釜石市）

お問い合わせ

総務局都内避難者支援課

＝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

防災力の高いまちづくり
（福島県いわき市）

☎03-5388-2384

※電話番号を間違えないようにお願いします
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令和3年度予算案の全体像
財政規模
区

事業評価により

約1,110億円
の財源を確保

分

令和３年度

令和２年度

増減率

一

般

会

計

7兆4,250億円

7兆3,540億円

特

別

会

計

5兆8,317億円

6兆

134億円

▲3.0％

公営企業会計

1兆9,012億円

2兆

848億円

▲8.8％

15兆4,522億円

▲1.9％

合

計

15兆1,579億円

新規事業は

過去最高の
430件

1.0％

予算のポイント
事業評価の推進

基金残高

都債残高

◦1,360件の事業のチェック結果を公表し、 ◦安全安心な東京2020大会の開催に向けた ◦これまで培ってきた発行余力を生かし、都
結果に基づき約1,110億円の財源を確保
取り組みなどを着実に進めるため、3つの
債の充当可能な事業に対して積極的に活用
◦確保した財源の活用などにより、430件
（約
シティ
（セーフ シティ、ダイバーシティ、 ◦前年度に比べて増となったが、ピーク時と比
較して約3割減少
800億円）
の新規事業を構築
スマート シティ）実現に向けた基金を積極
的に活用し、基金全体で残高は7,611億円

Action

Plan

（予算編成）

（予算）

改善

［３シティ基金残高の推移］

計画

［都債残高の推移］

1 兆 1,901 億円

7 兆 6,384 億円
5 兆 2,906 億円

Check

Do

（決算・事業評価）

（執行）

4,504 億円

実行

評価・検証

令和 2

東京の未来を創るアイデア募集

選

案

令和 3 （年度）

金融分野からSDGs（持続可能な開発目標）の実現を後押しすべく、近年投資が活発な
ESG債
（グリーンボンド・ソーシャルボンド）
の発行を拡充
※Environment
（環境）
、Social
（社会）
、Governance
（企業統治･ガバナン
ス）
要素も考慮した、投資家向けに発行する債券のこと
拡大

東京の未来を創るアイデア募集
224件

新規

ソーシャルボンド 600億円程度

ESG 投資を促進
300 億円

令和 2

社会的課題の解決に資する事業の資金を調達するための債券

5.1億円

［ESG債発行額の推移］
1,000 億円程度

グリーンボンド 400億円

都有施設への再生可能エネルギー導入などの環境事業に要する資
金を調達するための債券

感染症防止と経済社会活動の両立を図る
定
取り組みなど、
5件の新規事業を構築

予算額

平成 13

ESG債 ※
（グリーンボンド・ソーシャルボンド）の発行

都では、これまでに都民･大学研究者による事業提
案制度を実施してきたが、2年度はコロナ禍の中で
浮き彫りとなった社会的課題の解決にテーマを絞
り、さまざまな主体からのアイデアを募集
提

令和 3 （年度）

令和 3 （年度）

予算の使いみち
福祉と保健 1兆2,975億円

（少子高齢化対策

など）

教育と文化 1兆1,680億円

（学校教育の充実

など）

労働と経済

（産業の活性化

5,333億円

など）

生活環境

（ゼロエミッション

※

1,993億円
など）

※CO2を排出しないこと

23％
都民1人あたり ： 9.3万円

都市の整備

（道路の整備

21％
都民1人あたり ： 8.4万円

8,286億円

など）

警察と消防

（警察活動･消防活動

都民1人あたり ： 5.9万円

都民1人あたり ：3.8万円

9,032億円
など）

15％

16％
都民1人あたり ： 6.5万円

10％

財務局財政課

都民1人あたり ： 1.4万円

企画･総務

6,824億円

公債費（借入金の返済 など）

3,323億円

区市町村への交付金 など

図中の％は、各項目が一般歳出
（公債費･区市町村への交付金などを除く5兆6,122億円）
に占める割合です。
お問い合わせ

4％

☎03-5388-2669

東京都3年度予算案 検索

1兆 4,806億円

令和3年
（2021年）
3月1日

は「WEB広報東京都」
からアクセス! 広報東京都 検索
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令和３年度予算案の主な事業
※（   ）内は令和2年度予算額を表します

「人」が輝く、誰もがいきいきと活躍できる都市
子供の笑顔や子供を産み育てたい人で溢れる社会の実現
新規

2,929億円
（2,746億円）

東京都出産応援事業〜コロナに負けない！〜

拡充

コロナ禍において、これから子供を産み育てたいと考えている家庭を応援･後押しす
るため、子育て支援サービスの利用や育児用品等の購入に係る経済的負担を軽減す
るとともに、具体的な子育てニーズを把握し、今後の施策へ反映

令和３～４年度※に
出生した子供を
持つ家庭

東

①ID･パスワードを
お知らせ

ひら

拡充

新規

･ 希望する子育てサービス、
育児用品等を選択

拡充

▼

アンケート結果を施策へ反映

2,833億円
（2,753億円）
拡充

5.0※社

コロナ禍におけるデジタル化教育環境の状況変化を踏まえた上で、Society
会の実現を見据え、教員の経験知とテクノロジーの組み合わせを、子供たちの学ぶ意
欲に応え、子供たちの力を最大限に伸ばすためのツールとして活用し、教育のデジタ
ル化をより強力に推進
※AIやビッグデータ（膨大で多様なデータ）などの社会実装を通じて、経済発展と社会的
課題の解決を両立させる社会構想

新規

新しい日常における介護予防･フレイル※予防活動支援
事業～コロナに負けない！～

多摩地域における体験型英語学習施設の整備

より多くの児童･生徒が利用できるよう、江東区青海にある「TOKYO
GLOBAL GATEWAY」と同様の体験型英語学習環境を多摩地域に
整備

東京リカレント大学(仮称)プロジェクト

新規
自宅で運動

誰もが自分らしい生き方を選択し、活躍できる社会の実現

デジタルデバイドの是正に向けた
高齢者向けスマートフォン利用普及啓発事業

高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業

高齢者施設等の感染症対策を推進するため、ウイルスが外に漏れ
ないよう、居室等に簡易陰圧装置等の設置を行う特別養護老人ホー
ム等に対し、経費を補助

515億円
（337億円）

働くパパママ育休取得応援事業

女性の育休取得･現職復帰や社内規則の整備、男性の育休取得を奨励する企業に助成
金を支給し、育児休業の取得しやすい環境整備を促進

雇用創出･安定化支援事業

労働者派遣の枠組みを活用し、派遣社員としてITや介護福祉等の複数の業種･職種を

経験することで、適職を探しながら正社員としての就職を目指すトライアル就業者
を支援
新規

拡充

デジタルデバイドの是正に向けて、特にデジタル機器に不慣れな
高齢者がスマートフォンを安心して活用することができるよう、
通信事業者等と連携した取り組みを推進

配信

都立大学等と連携し、社会人･高齢者の学び直しやキャリアアップ･キャリアチェン
ジにつながる教育コンテンツ等を掲載したポータルサイトを構築し、学び直しにつ
ながる啓発動画を制作･配信

拡充

子供たちの個性や可能性を伸ばす教育を推進するとともに、都立
学校における医療的ケアの充実や特別支援学校におけるスクール
バスの配備を行うなど、教育環境を整備

新規

都民からの
アイデア

※年 齢とともに心身の活力が低下し、要介護状態と
なるリスクが高くなった状態

拡充

特別支援教育の推進

756億円
（750億円）

感染症対策を講じて集合して行う
「通いの場」
等の
活動や、オンラインツールを活用して行う介護予
防･フレイル予防活動に取り組む区市町村を支援

新規

児童相談所の体制強化

虐待相談件数が増加していること等を踏まえ、児童相談所の体制
を強化

ＴＯＫＹＯスマート･スクール･プロジェクト

世界に誇る長寿社会の実現

妊産婦に対するオンライン相談

コロナ禍において、妊産婦が抱える不安に対応するため、助産師に
よるオンライン相談を実施

･ 子育て支援情報の提供

（子供一人あたり
10万円分）

若年がん患者生殖機能温存治療費助成事業

がん治療により生殖機能が低下する、または失う恐れがある若年
がん患者に対して、機能温存のための治療等を支援

･ アンケートに回答

③サービスや
育児用品の提供

新しい時代を切り拓く人材の育成

新規

都

専用サイト

②QRコードから
専用サイトへアクセス

※令和3年1月1日〜3月31日
を対象期間に追加する予定

京

不妊治療費助成

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず
高額の医療費がかかる特定不妊治療について、男性に関する不妊
治療も含めて夫婦（事実婚含む）
に対して費用の一部を助成

オンライン相談の実施(若者総合相談センター
「若ナビα」
)

若者のさまざまな悩みに対応する総合窓口について、従来の相談方法に加え、オン
ライン相談を開始することで、より多くの若者の支援につなげるとともに、社会的
自立の後押しを促進

拡充

住居喪失不安定就労者･離職者等サポート事業

住居を喪失した不安定就労者や離職者等に対し、生活相談や居住相
談、就労支援および介護資格取得支援等を実施し、安定した居住･
生活の確保を支援
新規

テレワークを活用した女性の雇用拡大事業

テレワークを希望する女性求職者を対象に個別カウンセリングや
セミナーを実施し、あわせて合同就職面接会を開催することで、女
性求職者とテレワーク可能な企業とのマッチングを支援
新規

多摩地域における犯罪被害者窓口相談の実施

現在、都内で新宿区1カ所のみの東京都総合相談窓口(被害者支援
都民センター)を多摩地域にも増設し、きめ細かな対応を実施

令和3年
（2021年）
3月1日
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東京版ニューディール〜TVA（Tokyo Value-up Action）作戦〜
コロナ禍で困難に直面している方々に寄り添いながら、２万人を超える雇用を創出し、東京の経済を早期に回復

困難に直面している方々に
寄り添った緊急雇用対策

誰もが輝ける社会の基盤となる
総合的な雇用対策のさらなる強化

◦住む場所を失った方などに対して、
居住相談や就労支援等を実施
◦トライアル就業の大幅な拡充

など

◦キャリアや年齢等に応じた職業スキル
向上のため、オンラインでの職業訓練や
就労支援などの多面的な支援を展開

「新しい日常」に対応した
雇用 ･ 就業環境の構築
◦オンラインによる販路開拓や、サービス
の創出等による雇用創出
◦テレワークの普及･定着の取り組み支援
など

世界一安全・安心、便利で快適な都市
暮らしの安全･安心の確保
新規

558億円
（529億円）

東京 iCDC専門家ボードにおける調査･研究

新規

感染症対策全般について提言を行う専門家ボードを設置し、調査･研究を実施
新規

避難所における感染症対策物資購入支援

コロナ禍で地震や風水害といった災害が起きた場合の避難所運営に備え、区
市町村が設置する避難所において感染症対策に必要と考えられる物資の購入
費を補助し、東京全体の災害対応力を強化
新規

患者支援センターにおける
オンライン相談環境の整備

都民からの
アイデア

救急隊の増強

さらなる現場到着時間の短縮に向けて、救急相談センターの活用などによ
る救急需要の抑制を図った上でも、なお必要となる人員について増強
拡充

東京都ドクターヘリ運航事業

ドクターヘリの運用に必要な環境を整備し、基地病院の運営経費等を補助
するとともに、近隣県との連携体制を構築し、救急患者の救命率等の向上
および救急患者搬送体制を拡充

入院患者や患者家族が、メディカル･ソーシャル･ワーカーや弁護士とオン
ラインでの相談を実施できるよう、都立･公社病院にタブレット端末を配備
するなどオンライン環境を整備

災害の脅威から都民を守る都市づくり
拡充

3,500億円
（3,257億円）

中小河川の整備

新規

1時間50ミリの降雨に対応する護岸等の整備に加え、1時間75/65ミリ降雨
（区部は1時間に75ミリ、多摩部は1時間に65ミリの降雨）に対応する調節池
や分水路の整備により、治水対策を推進
拡充

※池内部に洪水を流入させ、下流の水量を軽減させる施設

無電柱化の推進

拡充

鉄道の連続立体交差化の推進

自転車通行空間の整備

歩行者、自転車、自動車それぞれの安全･安心を確保しながら、自転車が快適
に走行できる通行空間を整備
継続

東部低地帯や東京港における耐震･耐水対策

東日本大震災の教訓を踏まえ、地震や津波による浸水から都民を守るた
め、堤防や水門などの河川施設や海岸保全施設の耐震･耐水対策を推進し、
より高度な防災都市「東京」
を実現

河川における監視カメラ等の設置拡大

令和2年1月に公表した「東京都豪雨対策アクションプラン」に基づき、河川
における監視カメラ等の設置を促進

3,193億円
（3,569億円）

鉄道を一定区間連続して高架化または地下化することで、多数の踏切の除去
や新たに交差する道路との立体交差を実現
拡充

拡充

継続

都市防災機能の強化や安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出
のため、既存道路の無電柱化を推進

高度な都市機能を備え、便利で快適な東京の実現

「東京マイ･タイムライン」のアプリ版を作成し、アプリならではの特性を
生かして簡便に作成できる内容にすることなどにより、都民一人一人のマ
イ･タイムラインの作成機会の裾野を拡大
※災害時の避難に備えた行動を一人一人があらかじめ決めておくもの

新たな調節池※の整備

激甚化･頻発化する台風や豪雨災害から都民の生命･財産を守り抜くため、新
たな調節池の整備に向けた検討を前倒して、城北中央公園調節池・善福寺川
上流調節池
（仮称）
で基本設計に着手

拡充

アプリ版
「東京マイ･タイムライン※」
の作成

鉄道ネットワークの整備促進

国の交通政策審議会答申において、
「検討などを進めるべき」とされた鉄道6
路線の新設･延伸を中心に調査等を実施

拡充

ホームドア等整備促進事業

利用者10万人以上の鉄道駅のホームドア等の設置に対して補助するとと
もに、
「鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方」に基づき、利用者
10万人未満の駅への設置に対する補助を実施
新規

東京ストリートヒューマン
１st事業

多様な人々が集う首都東京にふさわ
しい、快適で魅力ある空間を創出す
るため、歩道舗装や道路照明、横断
抑制柵について、まちの景観と調和
し環境にも配慮した洗練されたデザ
インによる整備を推進

令和3年
（2021年）
3月1日

都庁では

Twitter

LINE

Instagram により情報を発信しています！

Facebook

第907号

Topics／特集 令和3年度予算

7

日本の発展を牽引し、将来にわたって世界をリードする東京
世界経済を牽引する都市の実現
新規

125億円
（98億円）

Tokyo Green Finance Market
（仮称）
の創設に向けた検討

新規

東京を世界規模のESG（環境、社会、企業統治・ガバナンス）の知･技術･資金
が集積する都市とするため、国内外からESG資金を集める「Tokyo Green
Finance Market
（仮称）
」
の創設に向けた検討を実施
新規

金融系外国企業重点分野支援補助金

グリーンファイナンス※に取り組む金融系
外国企業が都内で事業を開始する際の新
たな投資に対し、重点的･集中的に支援
※環境に良い効果を与える投資への資金提供

サステナブルエネルギーファンド
（仮称）
の創設

都の出資を呼び水とする官民連携ファンドの枠組みにより、水素ステーショ
ンなどのクリーンエネルギー拠点や、再生可能エネルギーの発電所の整備等
を推進

中小企業･地域産業の支援
拡充

4,053億円
（2,911億円）

中小企業制度融資等

拡充

信用補完制度の下、中小企業の金融円滑化のための各種融資メニューを設ける
とともに、金融機関への預託を通じて中小企業の資金使途に応じた低利な資金
を供給し、融資に係る信用保証料を補助
融資目標額を1.5兆円
（令和2年度当初予算）
から2.2兆円に拡充
拡充

公立学校木の教育環境整備
補助事業

事業承継･再生支援事業

事業の承継や再生の問題を抱える中小企業に対して、セミナー等によ
る普及啓発や巡回相談員による企業訪問、事業承継や改善に向けた計
画の策定･実行等を支援
新規

EC※サイトの活用による東京の伝統工芸品販売支援事業

有名ECサイトにアンテナショップを設置し、東京の伝統工芸品の販売
とプロモーションを支援することで、東京の伝統工芸品を広く発信し、
販路開拓を支援

学校における国産木材活用のため、国産木材
を活用した物品購入等を行う区市町村に対し
て補助を実施

※電子商取引、インターネットを利用した取引のこと
新規

生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業

都内中小企業がデジタル基盤の整備や先端技術の活用により、生産性
の向上を図る取り組みを支援

学校における国産木材活用例
（げた箱）

美しく、魅力溢れる都市
ゼロエミッション東京の実現

403億円
（343億円）

令和３年度を
「非ガソリン化元年」と位置付け、

種別

都内の新車販売を

車両（購入・開発）
拡充

・2030年乗用車非ガソリン化100％
・2035年二輪車非ガソリン化100％
の実現に向けて車両の購入支援や

ZEV
（ゼロエミッション
ビークル）
購入補助の
拡充

走行時にCO2を排出しないZEVの
導入促進のため、購入費等を補助

充電設備補助など、
包括的に取り組みを実施

四輪
新規

開発促進型補助の検討

メーカーのZEV開発を誘発する新
たな補助の仕組みの構築に向けた
調査･検討を実施

［EVバイクバッテリーシェアのイメージ］
バッテリー
ステーション

インフラ整備
拡充

充電設備補助の拡充

ZEVの普及拡大に向けて、区市町
村や民間施設への公共用充電設備
の設置を促進するため、充電設備
の設置費および急速充電設備の維
持管理費の補助等を実施
拡充

水素ステーション設備
補助の拡充

水素ステーションの整備や運営を
する事業者に対して、整備費およ
び運営費等の補助を実施

バッテリー
返却

バッテリー
ステーション

拡充

バッテリー貸出
バッテリー
ステーション

バッテリー
ステーション

二輪

バッテリー
ステーション

EV(電動)バイク購入補
助の拡充

国の補助と併用することでガソリン
車と同等価格で購入できるよう補
助単価を増額するとともに、今後の
需要増を踏まえ、補助台数を拡充

新規

バッテリーシェア
導入支援

EVバイクのバッテリーを随時交換
できるシェアリング(相互利用)の
実証事業を実施

※エリア内のどのステーションでも返却可能

水と緑溢れる都市環境の形成
拡充

597億円
（602億円）

そと ぼり

人々が憩う外濠の水辺再生事業

あん きょ

外濠に水を引き入れるための水源･水量の確保や暗渠区間の改良、導水路の新設
に係る整備方法等について検討するとともに、暫定的に外濠の水質改善を実施

新規

練馬城址公園の整備

都立公園の開園に向けて、測量･設計等を実施

令和3年
（2021年）
3月1日
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「スマート東京」の実現
公共施設や都民サービスのデジタルシフト
新規

144億円
（134億円）

南大沢地区における再エネ由来水素を活用した
VPP(バーチャル･パワー･プラント)※モデル事業

新規

太陽光パネルと蓄電池などによる再生可能エネルギーの大量導入を見据
え、南大沢地区の大学や商業施設等で地域における再生可能エネルギー
シェアリングモデル事業を実施
※複数施設の太陽光パネルや蓄電池を組み合わせて最適に制御する技術を活用し
た仕組みのこと

TOKYOスマート･カルチャー
･プロジェクト

都立文化施設が有するコレクションや展
覧会･公演等をデジタル化し、オンライン
上で公開するとともに、最先端技術を活
用した新たな芸術文化の体験を提供
江戸東京博物館 常設展模型

行政のデジタルシフト
新規

79億円
（46億円）

区市町村における行政手続デジタル化モデル事業

新規

都が選定する、区市町村の窓口手続き等
（5つ程度）に対して、ベンチャー
やスタートアップ企業等の多様な主体によるクラウドサービス等を活用
し、住民や事業者の利便性の向上と行政の効率化･簡素化を実現するとと
もに、区市町村職員のデジタル化に関するノウハウの向上を推進

運転免許手数料のキャッシュレス化

運転免許試験場、免許更新センター、指定警察署で実施している免許更新等
業務について、電子決済対応端末を導入することでキャッシュレス化を推進

東京2020大会の開催とレガシーの創出
新規

新型コロナウイルス感染症対策

ラストマイル

、聖火リレー、ライブサイト

※1

新規

等で感染症対策を実施

※2

※1 競
 技会場周辺の観客利用想定駅と競技会場出入り口とを結ぶ観客が歩行す
るルート
※2 競技会場外等に設置した大型スクリーンに競技中継動画を映し出し、観戦
を行う場や機会のこと
新規

4,028億円（3,270億円）

アーバン･フィットネス推進事業

従来の都立スポーツ施設や民間ジム等に捉われず、公開空地
等を活用した運動機会を創出

都民からの
アイデア

◦運動用機器やフィットネスを体験できる機会を提供
◦ SNS 等を活用し、スポーツ実施に関する効果的なプロモーションを展開

「アートにエールを！」
レガシー事業(仮称)

公開空地等のイメージ

さまざまなジャンルのアーティストに対し、都主催の多様な文化イベント
への参加機会を提供し、さらなる活躍を支援
新規

大会施設･コース等の有効活用に向けた検討

競技施設や路上競技コース等東京2020大会のレガシーなどの多様な活用
をはじめ、戦略的な有効活用策を検討
新規

パラスポーツ練習拠点の検討

パラリンピックのレガシーとして、パラアスリートが継続的に練習できる場
の創出を検討

多摩･島しょの振興
拡充

市町村総合交付金

多摩産業交流センター施設整備

整備

拡充

多摩都市モノレールの整備(箱根ケ崎延伸)

多摩地域のアクセス利便性や生活
利便性の向上を図るため、上北台

滞在型旅行
（ロングステイ）
推進事業

滞在型旅行
（ロングステイ）に係る新たな取り組みに対して、アドバイザーを
派遣するとともにコンテンツ開発等に係る費用を助成

島しょ地域における
景観形成に関する調査

島しょ地域にふさわしい景観形成のあ
り方等を検討するため、建築物等の現
況調査や住民意向の把握などの基礎調
査を実施

(東大和市)から箱根ケ崎(瑞穂町)間
の延伸について、事業化に向けた
現況調査や基本設計等を実施
写真提供：多摩都市モノレール株式会社

お問い合わせ

財務局財政課

都民からの
アイデア

2,629億円（2,560億円）

新規

多摩地域の持つ産業集積の強みを生かすため、広域的産業交流の中核機能
を担い、都域を越えた産学･産産連携を促進する交流拠点を八王子市内に

都立スポーツ施設映像配信システムの構築

アリーナを有する都立スポーツ施設において、大会等の映像
配信が可能な環境を構築

新規

市町村行財政基盤の安定･強化および多摩･島しょ地域の一層の振興を図るた
め、市町村に対する総合的な財政支援を実施
拡充

新規

☎03-5388-2669
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職員採用

募集する職種、受験資格、採用予定者数、申込方法などの詳細については、必ずそれぞれの試験（選考）案内か各ホームページでご確認ください。

種

類

試験案内公表

東京都 職員採用 検索

第1次試験（選考）

申込受付期間

区

5月9日

Ⅰ類A

就職氷河期世
代（Ⅲ類）

平成4年4月2日～平成12年4月1日生まれの方

専門的な職種

9月19日

◦インターネット／
7月1日10時～16日15時

7月20日

9月12日

◦郵送／7月20日～8月6日
（消印）
◦インターネット／
7月20日10時～8月10日15時

事務

昭和57年4月2日～平成16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
けている方、児童相談所等で知的障害者と判定された方

8月13日

10月17日

◦インターネット／
8月13日10時～23日15時

事務

昭和45年4月2日～昭和61年4月1日生まれの方

平成4年4月2日～平成10年4月1日生まれの方
獣医・薬剤 【獣医】
獣医師免許取得者
【薬剤】
薬剤師免許取得者

事務・技術

区
警察官

第2回

分

第1次試験
（選考）

Ⅰ類

4月中旬

Ⅰ類

9月20日

Ⅲ類

9月19日

Ⅰ類

第3回

4年1月9日

Ⅲ類
事務、土木、建築
機械、電気、心理

Ⅰ類

警察行政職員

通訳（ベトナム語・ネパー
ル語）
専門職種Ⅰ類 鑑識技術（化学・文書鑑定）
自動車運転免許試験官、交
通技術

平成8年4月2日～平成14年4月1日生まれで、職種によっては
必要な資格・免許取得者
平成12年4月2日～平成16年4月1日生まれの方

昭和37年4月2日以降生まれで、学歴区分に応じた民間企業等
事務・技術・ における以下の職務経験があり、職種によっては必要な資格・
専門的な職種 免許取得者
院修了5年以上、大卒7年以上、高卒11年以上 等

お問い合わせ

警視庁警察 官 ・警 察 行 政 職 員 採 用 試 験（ 選 考 ）
第1回

平成4年4月2日～平成12年4月1日生まれで、職種によっては
必要な資格・免許取得者

◦インターネット／
7月1日10時～8月10日15時

キャリア活用
採用選考

就職氷河期世
代（Ⅰ類B）

行政・技術

9月12日

5月2日

6月1日

障害者採用選
考（Ⅲ類）

主な受験資格
平成2年4月2日～平成10年4月1日生まれの方

専門的な職種

Ⅱ類
Ⅲ類

分

事務・技術
◦インターネット／
4月2日10時～8日15時

3月5日

Ⅰ類B

人事委員会事務局試験課 ☎03-5320-6952～4

お問い合わせ

東京都職員 採 用 試 験（選考）

申込受付期間

◦郵送／7月26日～8月2日
（消印）
◦インターネット／7月26日10時～8月2日10時
◦郵送／11月26日～12月6日
（消印）
◦インターネット／11月26日10時～12月6日10時

Ⅰ類
Ⅲ類

昭和61年4月2日～平成12年4月1日
生まれの方
昭和61年4月2日～平成16年4月1日
生まれの方

平成4年4月2日～平成12年4月1日生まれの方

昭和57年4月2日～平成12年4月1日生まれの方
◦郵送のみ／4月1日～8日
（消印）

専門職種Ⅲ類 航空機械技術

昭和57年4月2日以降に生まれた方

技能系

一般用務

昭和46年10月2日以降に生まれた方

Ⅲ類

事務、電気

Ⅱ類

保健師

技能系

自動車整備・海技・電話交
換

◦郵送／6月21日～7月29日
（消印）
◦インターネット／6月21日10時～7月30日10時
9月12日

一般用務

◦郵送のみ／6月21日～7月29日
（消印）

分

消防官

専 門 系（法 律、建 築、電
気、電 子・通 信、化 学、
物理、土木、機械）

昭和57年4月2日以降に生まれた方
昭和47年2月2日以降に生まれた方
昭和57年4月2日～平成16年4月1日生まれの方

お問い合わせ

東京消防庁 消 防 官 ・職 員 採 用 試 験（選 考 ）
区

平成12年4月2日～平成16年4月1日生まれの方
昭和52年4月2日以降に生まれた方

障害者を対象
事務
とするⅢ類

第1次試験（選考）

東京消防庁人事課

0120-119-882

東京消防庁 採用 検索
申込受付期間

主な受験資格

5月16日

◦インターネット／4月2日10時～19日17時

平成4年4月2日以降生まれで、大学（短大除く）を卒業（見込み含む）
か同等の資格を有する方

Ⅰ類

5月9日

◦インターネット／4月2日10時～15日17時

平成4年4月2日～平成12年4月1日生まれか、平成12年4月2日以
降生まれで、大学（短大除く）を卒業（見込み含む）か同等の資格を有
する方

Ⅱ類

9月5日

◦インターネット／7月8日10時～26日17時

平成4年4月2日～平成14年4月1日生まれの方

Ⅲ類

9月11日

◦インターネット／7月8日10時～26日17時

平成12年4月2日～平成16年4月1日生まれの方

◦インターネット／4月2日10時～8日17時

平成4年4月2日～平成12年4月1日生まれか、平成12年4月2日以
降生まれで、大学（短大除く）を卒業（見込み含む）か同等の資格を有
する方

Ⅰ類事務

5月2日

職

Ⅲ類事務

員
Ⅲ類事務（障害者対象）
自動車整備

※

0120-314-372
警視庁 採用 検索

年齢要件（職種により詳細要件有）

◦郵送／3月5日～12日
（消印）
◦インターネット／3月5日10時～12日10時

◦郵送／4月1日～8日
（消印）
◦インターネット／4月1日10時～9日10時

5月2日

警視庁採用センター

平成12年4月2日～平成16年4月1日生まれの方
9月12日

12月11日

◦インターネット／7月8日10時～8月6日17時

◦インターネット／10月18日10時～11月19日17時

昭和57年4月2日～平成16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
方、児童相談所等で知的障害者と判定された方
昭和62年4月2日～平成16年4月1日生まれで、自動車整備士の資
格を有する(見込み含む)方

＝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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お知らせ
特定不妊治療費助成金の2年度
申請期限は3月31日
（消印）
です
不妊治療
（体外受精および顕微授精）
に

高齢ドライバー
交通安全セミナー

民の方にご迷惑となりますので、公共

3月16日 13時〜16時30分、上野精

要する治療費の一部を助成しています。2

養軒で。都内在住・在勤の65歳以上の方、

東京消防庁防災安全課☎03-3212-

◦新 規使用者の募集については6月ごろ
◦都 立霊園に関するお問い合わせには、

年12月末日までの治療終了分は3年4月1

抽選で20人。申込／3月8日
（消印）
までに
かはがきに住所・氏 名・年齢・電話を

よりチャットボットもご活用ください。

出ください。3年1月1日以降に終了した治

書き、〒163-8001東京都都民安全推進

東京都公園協会霊園課☎03-3232-

ふりがな

本部交通安全課
（☎03-5388-2273）
へ。

で。

福祉保健局家庭支援課☎03-53204362

引っ越したときは、
自動車の
住所変更登録が必要です
3年度の納税通知書を新しい住所に送

東京都新宿東口検査・相談室
3月6日 移転オープン
HIV・梅毒を匿名・無料で検査できる
東京都南新宿検査・相談室が移転します。
移転先／新宿区歌舞伎町2-46-3SIL新宿

付するため、3月末までに管轄の運輸支局

ビル2階
（☎03-6273-8512）
。受付／15

か自動車検査登録事務所で住所変更の登

時30分 〜19時30分、

録手続きをしてください。やむを得ず遅れ

30分
（

る場合は、電話で東京都自動車税コール

韓国語にも対応。

センター
（☎03-3525-4066）
に届け出を
お願いします。 や郵送による届け出方
法等詳細は主税局

13時 〜16時

除く）
。要予約。英語・中国語・

4487

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」
3月21日

3151

せいこう。
「もっと自転車が安全に走る東
京にするために！」
をテーマに有識者と都

簡単な7つの質問に答えることで子育

議会議員が討論。
議会局広報課☎03-5320-7124

てタイプを診断し、結果に応じた育児に関
するヒントや具体的なアドバイスを提供す
上に公開。忙しい時間の合間でも、パソ

4月1日から児童相談所の
相談窓口が一部変更

コンやスマートフォンで気軽に診断できま

港区の児童相談所開設に伴い、相談窓

るコンテンツを｢東京OSEKKAI化計画｣

口が変更になります。

福祉保健局家庭支援課☎03-53204090

港区にお住まいの方／港区児童相談所

（港区南青山5-7-11）
☎03-5962-6500

福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

で。

事業所税
（23区内）
の個人分の
申告納付期限は3月15日です

◦住所を変更した方は
「住所変更届」
を提
出してください。使用者の方が亡くなら

申告し、納付してください。新型コロナウ

れた場合は、名義変更の手続きをお願

イルス感染症の影響により期限内に申告・
納付ができない場合、期限の延長申請が
で。

主税局相談広報班☎03-5388-2925

4127

都立霊園からのお知らせ

3月15日 までに所管の都税事務所に

できます。申請方法等詳細は

20時 〜21時
（再 放 送は28日

14時）
、TOKYO MXで。司会／いとう

子育てのヒントや参考に
｢子育てホッとタウン｣を公開

す。ご活用ください。

福祉保健局感染症対策部☎03-5320-

2111内線4245

お知らせする予定です。

日以降受け付けできませんので至急ご提
療の支援拡充等詳細は

利用には事前登録が必要です。

交通機関をご利用ください。

いします。
◦管理料のお支払いには口座振替が便利
です。
◦お彼岸は周辺の道路が混雑し、近隣住

3月の宝くじ発売開始予定日
◦1等50万円スクラッチ
（200円）

  3日

◦1等1,000万円くじ
（100円）   

3日

聴覚・言語等障害がある方向け
東京消防庁
「緊急ネット通報」


◦1等1,000万円スクラッチ
（300円）
  6日

音声による119番通報が困難な方が、

◦1等200万円スクラッチ
（200円）
     6日

◦1等300万円スクラッチ
（200円）
     6日

携帯電話やスマートフォンのインターネッ

◦1等100万円スクラッチ
（200円）
   10日

ト機能を利用して、消防車や救急車を要

◦春一番くじ
（200円）

    10日

請できるシステム。対象／都内
（稲城市・

（1等前後賞合わせて5,000万円）

島しょ地域除く）
に在住・在勤・在学で聴

財務局公債課☎03-5388-2685

覚か言語・音声等に機能障害がある方。

募
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アフターコロナの芸術文化の形を模索する
コロナ禍で表現の場が失われる
中、
「文化の灯を絶やさない」を合言
葉に都が実施した緊急対策「アート
にエールを！東京プロジェクト」
。公
演の中止や延期を余儀なくされた
団体を対象として、感染防止対策を
行った上での公演の実施と、その動
画撮影・編集を支援しました。専用
サイトで、約300本のさまざまなジャ
ンルの動画を無料配信しています。今
回は、企画者の思いや今後に向けての
意気込みをお伝えします。
19世紀の作曲家とピアニストの愛
情物語を朗読とピアノで表現した「ブ
ひと
ラームスとクララ〜最愛の女とともに

〜」
。企画した西村さんは、観客の「感
動した。心に余裕がない日々だったが、
元気をもらった」
との声を受け、
「アート
は人の心を豊かにする。みんなが大変
なときだからこそ、工夫して活動を続
け、心の支えになりたい」
と話します。
人形劇団ポポロは、うれしさも悲し
さも感じられる心の大切さを描いた子
供向け人形劇「ともだちくるかな」を無
観客で公演しました。代表の山根さん
は、初めての動画配信で、どうすれば

集

交通安全ポスター
コンクール
テーマ／
「子供または高齢者の交通事

故防止」
「自転車利用者の交通事故防止」
「飲酒運転の根絶」
「その他交通安全およ
び交通事故防止の啓発に関するもの」の
いずれか。規格／四つ切り
（縦）
。対象／4
月1日現在都内在住・在学の小学生。応

「ともだちくるかな」
の一場面

画面越しの観客に良さが伝わるか試行
錯誤したと振り返ります。
「ウェブなら、
劇場に来られない子供たちにも作品を
届けられる。コロナ禍をチャンスと捉
え、映像化も念頭に置いた演出を考え
たい」
と今後への思いを語りました。
ダンスパフォーマンス
「夜想 百物語」
ダ
ズ
ル
を実施したDAZZLEは、上下左右360

度を撮影できる特殊なカメラを使用。
視聴者は、ダンサーが自分を囲んで
踊っているかのような没入感を味わえ
ます。クリエイティブディレクターの飯
塚さんは、
「生の舞台の代替ではない、
動画ならではの新しい体験を提供でき
る」
と手応えを感じています。
東京のアートは今、コロナ禍の先を
見据え、新たな可能性に挑戦していま
す。

＊｢アートにエールを！東京プロジェクト
（ステージ型）
｣ https://cfa-stage.jp/

お問い合わせ 生活文化局文化振興部 ☎03-5320-4232

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。

募／4月1日〜5月31日
（消印）
に郵送か持

参。応募方法等詳細は

で。

都民安全推進本部交通安全課☎03-

知事賞受賞作品

5388-2273

働 く
職業能力開発センター
キャリアアップ講習3月受付分

リアからつくるキャリアへ〜自分らしい

毒物劇物取扱者
（一般）
受験対策、技能

40人。締切／3月23日。

検定鉄筋施工
（1級・学科）
受検対策、金属
塗装作業
（初級）
等55コース。中小企業に

キャリアの描き方」3月23日 13時30分。
･ 同センター☎03-3265-8904

1,600円〜6,500円。教科書代別途。申

世界発信コンペティション  革新的な
「製品・技術」
「サービス」
の募集 

か往復はが

対象／都内中小企業・個人事業主が販

就業中で、都内在住・在勤の方。授業料
込／3月10日
（必着）
までに

きに必要事項を書き、実施校へ。
産業労働局能力開発課☎03-53204719

売する、商品化から5年未満の製品・技

術、サービス。賞金／大賞300万円、優
秀賞150万円、奨励賞100万円、特別賞
50万円。締切／4月23日
（消印）
。応募方

東京しごとセンター

法等詳細は

30歳 〜54歳 向 け／
「つくられるキャ

4745

返信用はがきの宛名面もご記入ください。

で。

産業労働局創業支援課☎03-5320-

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。

令和3年
（2021年）
3月1日

催 し

3月14日

お

企業・団体向け
     ♦
「TEAM BEYOND WEBセミナー」

13時30分、オンラインで開

催。都内在住・在学の小学生以下の子

3月24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。

供と保護者を対象にした、防犯・交通安

パラスポーツの応援プロジェクト
「TEAM

全について楽しみながら学べるイベント。

BEYOND」の一環として、パラスポーツ

「ポリス×戦士 ラブパトリーナ！」
による防
犯教室など。アンケート回答者に抽選で
景品有。終了後も3月26日まで視聴可。申
込／3月10日まで。申込等詳細は

で。

振興に関する講演や取り組み紹介など。
申込／3月23日までに
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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

子供安全フェスタ
オンライン開催

第907号

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

オ リ ン ピ

ツ

し え て

67

ク・ パ ラ リ ン ピ

ツ

ク

今回は大会を通じた復興の後押しについて紹介します。
東京2020大会は、東日本大震災からの復興の姿を世界に示し、世界中か
ら受けた支援に対する返礼の場とすることを開催の目標に掲げ、復興オリン
ピック・パラリンピックとして、さまざまな取り組みを行っています。
その一つとして、東京2020大会聖火リレートーチの素材の一部には、被災
地の仮設住宅で使われたアルミ廃材を再利用しています。オリンピック聖火
リレーは、今年3月25日、福島県の復興のシンボルである「ナショナルトレー

都民安全推進本部都民安全推進課☎

03-5388-2281

ニングセンター J ヴィレッジ」からスタートし、全国各地を巡ります。
被災地産の魅力発信を図るため、選手村の中心的な施設であるビレッジプ
ラザは、全国各地の木材とともに、被災3県産の木材を活用し建設していま

学 ぶ
シニアと家族のお薬シンポジウム
「薬との付き合い方」
を配信 

す。大会関連施設には福島県産木材を使い、県内小中学校の児童・生徒が組

人権問題都民講座
「ゲイをカミング
アウトした教員から伝えたいこと」


今日から役立つ薬の知識について、ク

3月13日 14時、①東京都人権プラザ

イズ形式で解説した6本の動画を東京都

で。40人。②オンラインで。100人。教育

健康安全研究センターの

で公開中。

同センター☎03-3363-3472

クール・ネット東京
「太陽エネルギーセミナー」
を配信
太陽光発電設備を購入・維持管理する
際の注意点や、保険について学べるセミ
ナー動画を

で公開。3月31日まで。

クール・ネット東京☎03-5990-5065

神経病院都民公開講座
「パーキンソン病について」
を配信
早期診断や薬物治療・外科治療、リハ
ビリテーションや看護等についての講演
動画を

で公開。期間／3月8日〜22日。

同病院☎042-323-5110

女性の健康をサポートする
｢TOKYO#女子けんこう部｣を開設
女性特有の病気や、健康に過ごすため

現場で働くLGBT当事者が、性的マイノリ
ティに限らず、全ての人が自分らしく生き
ることができる共生社会とは何かを、自身
の経験等を通して語る。申込／3月8日ま
でに

か電話、ファクスで同プラザ☎03-

興支援への感謝の気持ちやアスリートへの応援メッセージを掲載した「東京
2020復興のモニュメント」を制作しています。大会期間中は、大会関連施設
に設置し多くの選手に見てもらうことで、被災地からの感謝の気持ちを世界
に届け、大会終了後は岩手県、宮城県、福島県に移設し、大会のレガシーとし
て後世に残していきます。
東京2020大会では、これらの取り組みにより、世界に向けて、被災地の復
興と感謝を発信していきます。

募多数の場合抽選。

初めて防災を学ぶ方向け
「防災ウーマンセミナー」
を配信
3月19日まで講義動画を配信。災害発
生時に自分の身に起きることや身を守る
ための備えを、女性の視点から学ぶ。申
込／3月12日までに

ふりがな

かファクスに氏名・

東京2020復興のモニュメント
「宝石モチーフ」
の制作の様子
写真提供：Tokyo 2020

左：
「顔はめモニュメント」
（福島県）
右：
「宝石モチーフ」
（岩手県・宮城県）
素材提供：Tokyo 2020

性別・電話・メールを書き、同事務局
03-3824-7254へ。応募者には受講方法
をメールで通知。

お問い合わせ

オリンピック・パラリンピック準備局企画調整課

☎03-5320-7823

同事務局☎03-3824-7232か総務局
防災管理課☎03-5388-2549

「食
サイト。｢子宮頸がん｣｢乳がん｣｢飲酒｣
生活｣をテーマにした漫画を掲載。気に

対象／失語症者の福祉に理解と熱意

けい

また、被災地と世界をつなぐ事業として、被災3県の中高生が参加し、復

6722-0123、 03-6722-0084へ。応

失語症者向け意思疎通支援者
養成講習会

に知っておきたいことをまとめたポータル

み立てや塗装を行ったベンチを設置します。

文化・スポーツ
トーキョーアーツアンドスペース本郷
「停滞フィールド2020→2021」展

パラスポーツ応援イベント ♦
｢BEYOND STADIUM｣

なった内容は解説ページ｢おさらいしてみ

があり、受講後都内で活動できる方。書

3月21日まで。2年2月に会期途中で中

る ! ｣で学べます。

類選考有。講習期間／①必修基礎コース

止となった同展の参加作家3組を再度迎え

の

6月26日〜4年2月20日
（40時間・14回）

開催。コロナ禍で人々の活動が滞り、これ

るオンラインイベント。パラアスリートによ

②応用コース6月20日〜4年2月13日
（40

までの価値基準が大きく変化した現在の

るスゴ技への挑戦やパラスポーツクイズ、

時 間・9回）
。定 員 ／ ①40人 ②20人。申

社会に応答する作品を展示。

ゲストによるライブやトークショーなど。

同館☎03-5689-5331

ゲスト／篠田麻里子(タレント)ほか。終了

福祉保健局健康推進課☎03-53204367

高校生の人権メッセージの
朗読動画を公開
都内の高校に在学する生徒から募集し
た人権メッセージのうち、選定作品を秋元
才加
（俳優）
が朗読。動画は東京動画や
「じ
んけんのとびら」
の

等で公開中。

総務局人権施策推進課☎03-53882588

込／3月31日
（消印）
までに

か所定の申

3月7日 13時〜15時、
TEAM BEYOND
で。パラスポーツの魅力を体感でき

で入手可）
を郵送で東京都言語聴

後も視 聴 可。TEAM BEYOND動 画 配

覚士会
（〒164-8512中野区中野4-1-1-9

信ツール｢AIR STADIUM｣(メンバー登

階）
☎03-6859-7568へ。

録が必要)で視聴すると、応援ボタンや

込書
（

同会か福祉保健局障害者施策推進部

チャット機能が利用できます。
オリンピック･パラリンピック準備局パラ

☎03-5320-4147

リンピック部☎03-5388-2882

東京都立大学オープンユニバーシティ
｢宇宙と人類｣スペシャル講座
4月17日 〜6月26日
（全8回）
、オ ン ラ
インで 実 施。一 般60人、高 校 生20人。
16,000円
（高校生は無料）
。テーマ／｢宇
宙物理学への招待｣｢宇宙と生命 地球外

広瀬菜々 ＆ 永谷一馬「Still life」

東京都写真美術館
「澤田知子 狐の嫁いり」
展

生命｣｢宇宙人類学の挑戦｣｢宇宙×芸術｣

3月2日〜5月9日。一般700円ほか。セ

など。申込／3月3日から。申込等詳細は

ルフポートレートを中心に、国内外で高い

で。
パンフレット
（電話･ で請求）
同大学オープンユニバーシティ事務室
☎03-3288-1050

評価を受ける写真家の、初公開作品を含
む代表作を紹介。
同館☎03-3280-0099

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。
※

＝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3年
（2021年）
3月1日
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広報 東京都

学

ぶ

楽しく学 べる英 語 動 画 教 材
「TokyoGlobalStudio」

3月末までに
100本
配信！

都は、児童･生徒が英語を使う楽しさや有用性を体感できる英語動画教材を制作
隅田公園(写真提供：墨田区)
=パソコン用壁紙

し、特設サイトで配信しています。動画は、主に小学生から高校生に向けた内容と
なっており、学校での授業や家庭学習等に活用できます。大学生や社会人
等どなたでも利用可能です。

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

うし

「丑 」に出会える桜の名所

隅田公園、牛嶋神社（墨田区）
浅草駅から隅田川方面へ進み、東武鉄道を間近に眺めながら歩道橋
「すみだリバーウォーク」で対岸の墨田区側へ渡ると、緑豊かな空間が

便利な機能がたくさん！
学びたいシーンを選択したり、5秒
ごとに巻き戻し･スキップする機能、再
生速度調整機能が付いています。ワー
クシート付きの動画も多くあります。

現れる。
関東大震災の復興事業の一つとして誕生した隅田公園は、隅田川を
挟み、台東区と墨田区にまたがる形で南北に延びる。墨田区側はかつ
ての水戸徳川家･江戸下屋敷の回遊式庭園を公園に生かしており、南側
は日本庭園として整備されている。すぐ横を首都高速道路が走るにもか
かわらず、園内では静かでゆったりとした空気を感じることができる。
おすすめは何といっても春、桜の季節だ。隅田川といえば両岸の桜

さまざまな協力機関と制作！
東 京 都 英 語 村TOKYO GLOBAL
GATEWAYの施設や外国人スタッフ、
ノウハウを活用。また、国内外の大学や
海外の行政機関と協力して制作してい
ます。

Beginner

れぞれ開花の時期がわずかに異なるため2月下旬から4月下旬までそ
の時々で別の表情を見せ、訪れる人々を楽しませてくれる。
な

安時代までさかのぼるが、明治初期に隅田川に沿う旧本所地域を牛島と
呼んだことからその鎮守として牛嶋神社と称されるようになり、昭和初
期に再建されて現在の姿となった。名
こま いぬ

付属ワークシート
章ごとに選択可能

教材紹介

並木が有名だが、公園内にも実に40種以上の桜が植えられている。そ

公園には
「撫で牛」
で知られる牛嶋神社が隣接している。創建は古く平

5秒スキップ
機能

Elementary

（主に小学3･4年生から）

（主に小学5･6年生から）

文部科学省教材「Let's Try!」で扱われ
ている主要フレーズ･単語を、歌やゲーム
等を通して楽しく学びます。動画後半に
は、アルファベットを学ぶコーナーも。

小学校の外国語教科書で扱われる主
要フレーズ･単語を、場面に即したやり
取りを通して楽しく学びます。英文を
「書くこと」
を扱ったワークシート付き。

こま うし

称にちなみ、境内では狛 犬ならぬ狛 牛
み

つ とり い

も見ることができるほか、
「三ツ鳥居」と
呼ばれる珍しい形の鳥居が本殿前に構
えられるなど、見どころが多い。
桜のつぼみもふくらみ始め、頬をな
でる川風にも春の足音を感じるこの季
節。境内に鎮座する牛も、間もなく訪
れる春を待ち望んでいるようだ。

Basic

大小3つの鳥居が組み合わさった
「三ツ鳥居」

都営浅草線･東京メトロ･東武線
「浅草」
駅下車、徒歩5分。
墨田区道路公園課

お問い合わせ

☎03-5608-6661

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）

（主に高校生から）

場面ごとのドラマを活用しながら役に
立つ表現を、中学校で習う文法とともに
学びます。動画の後半では会話のトレー
ニングもできます。ワークシート付き。

環境、AI、アートなどグローバルで多
様なテーマについて、英語を使って探究
的に学べます。単語を学ぶ音声資料や一
覧表、ワークシート付き。

お問い合わせ

☎03-5388-3093

ごあんない

教育庁指導企画課

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/
☎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

9:30〜12:00
13:00〜17:00

印刷物規格表第1類
印刷番号
（2）
5

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

（テレビ東京）
テレビ 東京交差点

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

9:00〜17:00

★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。

☎03-5320-7772

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）

都政一般相談

Intermediate

（主に中学生から）

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

★
「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
（4月1日発行）
は、3月30日・3月31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

