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「みんなでつくろう！未来のベイエリア」絵画コンクール入選作品

子供たちの未来
東京の明日
4面に 「『未来の東京』戦略」
の政策をバージョンアップ を掲載
4月号は3月15日時点の情報に基づき作成しています。

都庁総合ホームページ https://www.metro.tokyo.lg.jp/

都庁の代表電話 ☎️03-5321-1111
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新型コロナウイルス感染症に対する支援･対策
相談窓口
コロナのことを知りたい、相談先が分からない

熱が出た、どうしよう

新型コロナ･オミクロン株コールセンター

①かかりつけ医

☎️0570-550-571（ナビダイヤル）

②かかりつけ医がいない場合
診療･検査医療機関

一般的な相談やオミクロン株に関する相談ができます。
9時～22時、 土

日 祝 も対応

対応言語／日本語ほか11言語

自宅療養中の方向けの相談窓口
自宅で療養する場合

診療･検査医療機関の一覧

東京都発熱相談センター

自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）

療養中の体調変化や療養生活上の不安についての相談窓口、健康観察

チェックシート等をホームページに掲載しています。また、食料品･パルス

オキシメーターの配送の申し込みができます。

うちさぽ東京 検索

東京都宿泊療養申込窓口

☎03-5320-5997
日 祝 も対応

☎03-5320-4592
☎03-6258-5780
日 祝 も対応

対応言語／日本語ほか11言語

対応言語／日本語ほか11言語

「支援ナビ 相談窓口案内」開設
〜コロナ禍が長引く中、
悩みや不安などを感じていませんか

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

（2月14日～3月21日実施分）

都からの要請に協力いただいた飲食事業者等を対象に協力金を支給します。

簡単な質問に回答することで、悩みや状況に合った東京都の相談窓口
を案内するサイト「支援ナビ

発熱等の症状がある方が相談できます。

いずれも24時間、土

保健所を介さず、直接宿泊療養施設の入所申し込みができます。
9時〜16時、土

発熱等の症状がある方が受診できます
（要事前予約）
。

相談窓口案内」を開設しました。一人で悩

まず、ご活用ください。
◦学校や職場の人間関係で悩んでいる

※
「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、店頭に掲示している店舗。非認証店の場
合、5時～20時に営業時間を短縮し酒類の提供･持ち込みを終日行わなかったこと
が要件

◦親の介護で不安を感じている
◦ひとり親で心配事を抱えている
◦生きているのがつらいと感じている

対象要件／
※
・〈認証店 〉期間中、①5時～21時に営業時間を短縮し酒類の提供･持ち込み
を11時～20時とした、または②5時～20時に営業時間を短縮し酒類の提
供･持ち込みを終日行わなかった など

など

給付額／
認証店のうち①の場合：90万円～720万円
認証店のうち②の場合･非認証店：108万円～720万円
大企業はいずれの場合も上限720万円
申請方法／
4月27日（消印）までに か郵送で。

対象要件等詳細はホームページをご覧ください。
政策企画局広報広聴課

感染拡大防止協力金等コールセンター ☎0570-0567-92
（9時～19時）

☎03-5388-2171

お知らせ

「未来の東京」の実現に向けて 〜東京都の組織を改正します
4月1日付けの主な組織改正

チルドレンファーストの社会へ

安全･安心で豊かな都民生活へ

「子供政策連携室」を新設！

「生活文化スポーツ局」を設置！

◦子供目線に立って、全ての子供の笑顔を育む総合的な政策を推進

◦東京2020大会のレガシーをスポーツや文化などの分野において発展させ、
安全･安心で豊かな都民生活につなげる施策を展開

◦官民一体となって、従来の枠組みにとらわれない「先進的なプロジェクト」
を推進 など

◦生活文化局、オリンピック･パラリンピック準備局
（一部業務除く）、都民安
全推進本部を統合 など

お問い合わせ

総務局人事部

☎03-5388-2391

都庁内の広報広聴関連部署を集約し
「政策企画局戦略広報部」を設置します
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。

4月1日から広報東京都の発行部署は「政策企画局戦略広報部広報広聴課」に変更しますが、電話
番号に変更はありません。
※4月号の各問い合わせ先は4月1日付け組織改正後の情報に基づきます

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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は「WEB広報東京都」
からアクセス！ 広報東京都 検索
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※バックナンバーもあります
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4月1日から成年年齢が
18歳に引き下げられます
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援

町会･自治会の活動を支援します！
～「地域の底力発展事業助成」の募集

契約に関する知識や経験が乏しい成人になりたての若者を狙っ
た消費者トラブルが後を絶ちません。18歳･19歳を狙った消費者被
害にご注意ください。

東京都は、地域活動の担い手である町会･自治会が主催して行う、地域の課題を
解決するための取り組みを支援するため、事業助成を行います。
対象事業

18歳･19歳がどうして狙われるの？
◦親の同意なく、自分の意思で高額な買い
物ができるようになる
◦クレジットカードのキャッシングや銀行
ローン、消費者金融などでお金を借りら
れるようになる
◦親権者の同意を得ずに結んだ場合に、高
額な契約を原則として取り消すことがで
きる「未成年者取消権」
が使えなくなる
これまでは成人になりたての20歳･21
歳の相談が多いが、4月からは18歳･19
歳が急増するおそれが！

都内の消費生活センター
への相談件数（2年度）
3000
2500

2,828件
4月から

2000

増 加！

1500

1,350件

0

◦多文化共生社会づくり◦デジタル活用支援
④複数の単一町会･自治会が共同して実施する地域の課題解決のための取り組み
⑤単一町会･自治会が他の地域団体と連携して実施する地域の課題解決のための
取り組み
対象団体

都内に所在する町会･自治会

1000
500

①地域の課題解決のための取り組み
②都が取り組む特定施策の推進につながる取り組み
◦防災･節電活動◦青少年健全育成活動◦高齢者等の見守り活動◦防犯活動
③都が緊急に取り組むべき特定施策の推進につながる取り組み

18歳
･
19歳

20歳
･
21歳

新成人を見守りましょう〜あなたの気付きが助けに！
トラブルにあっても周囲には相談しにくいものです。ちょっと
した気付きや声掛けを大切に。
〈気付きのポイント〉
・お金に困っている様子がある
・家に見慣れない書類や商品がある
・何となく元気がない ・電話の着信やメッセージにおびえている

助成限度額

対象事業①②③単一町会･自治会20万円
区市町村内の一部地域を単位とする町会･自治会の連合組織100万円
区市町村を単位とする町会･自治会の連合組織200万円
④50万円⑤30万円
申 請
各受付期間内に必要書類をファクスか で。
受付期間：4月1日～5月16日17時
（7月10日以降に実施する事業）
6月1日～8月12日17時
（10月10日以降に実施する事業）
9月1日～10月21日17時
（12月10日以降に実施する事業）
必要書類等詳細はホームページをご確認ください。
お問い合わせ

困ったときは消費生活センターにご相談ください

生活文化スポーツ局地域活動推進課
☎03-5388-3166

地域の底力 検索

い や や

消費者ホットライン☎188 最寄りの消費生活センターにつながります
消費生活相談（東京都消費生活総合センター）☎03-3235-1155
お問い合わせ

教

東京都消費生活総合センター

☎03-3235-1151

育

工業高校の将来像や
今後の施策をまとめた
新たなプロジェクトを策定しました
近年、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進が社会的

監

査

包括外部監査結果報告書が提出されました

包括外部監査は、公認会計士や弁護士など専門知識を有する外部の者が、知事
との契約に基づいて行う監査です。監査テーマは監査人が自らの判断で決定し、3
年度は、
「下水道局の事業に関する事務の執行及び東京都下水道サービス株式会社
の経営管理について」が選ばれ、監査を実施しました。
監査の結果、都民の福祉の増進、最少の経費で最大の効果、組織･運営の合理化
といった視点から、8件の指摘、92件の意見を受けました。
報告書の全文は
お問い合わせ

で。https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/

総務局グループ経営戦略課

☎03-5388-2339

課題となるなど、ものづくりは新たな局面を迎えています。こうし
た背景を踏まえ、
「Society5.0を支える工業高校の実現に向けた戦
略プロジェクト Next Kogyo START Project」
を策定しました。
創造的な活動により、新しい価値の創出や

工業高校の
将来像

都市課題の解決に貢献できる人材を輩出

将来像の実現に向けた施策

東京都教育委員会は、平成29年2月に「東京都特別支援教育推進計画
（第二期）
」とこ
れに基づく「第一次実施計画」を策定し、特別支援教育を推進してきました。この間の
社会状況の変化等を踏まえ、子供の目線に立った施策を推進していくため、4年度か

1 DX人材育成等に向けた先進的な工業高校の実現

◦産業界における技術革新やDXの推進などに向けて、既存の工業

ら3年間の具体的な取り組みを明らかにする
「第二次実施計画」
を策定しました。

2 未来を切り拓く教育内容･指導法の展開

1 特別支援学校における特別支援教育の充実

系学科を先進的な学科へと発展的にアップデート

など

◦IoTやAIなどの先端技術との関わり方やプログラミング等を学ぶ
科目を全ての工業高校に導入 など

第二次実施計画の主な取り組み
・知的障害のある児童･生徒を対象とする学習支援アセスメント
（指標）
の開発
・医療的ケア児（たんの吸引等のケアが必要な児童･生徒等）
への支援の充実

3 生徒が躍動する研究機会の創出

2 小学校、中学校および都立高校等における特別支援教育の充実

◦海外の取り組みや技術を見聞する国際交流等を実施 など

・都立高校等における発達障害に関する通級による指導の充実

◦企業や大学の施設等を活用した研究活動や学校間交流活動等を推進
4 魅力の向上･発信

◦工業高校の名称を将来像にふさわしい名称となるよう検討
◦作品展示やものづくり･実験等のワークショップの開催、動画等を通
じて小･中学校や企業などに工業高校の取り組みや魅力を発信 など

お問い合わせ

※

特別支援教育の充実に向けた
新たな実施計画を策定しました

教育庁高等学校教育課

☎03-5320-6759

＝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

など

・小･中学校における知的障害特別支援学級の指導内容･方法の充実
3 変化･進展する社会に対応した特別支援教育の推進

など

・デジタルを活用した指導内容･方法の研究･開発
・芸術系大学等と連携した芸術教育の推進

4 特別支援教育を推進する体制の整備･充実

など

・人事異動･配置の活用による専門性の向上 ・特別支援学校卒業生の職場定着支援 など
お問い合わせ

教育庁特別支援教育課

☎03-5320-6753

※電話番号を間違えないようにお願いします
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特集／「『未来の東京』戦略」バージョンアップ

広報 東京都

「『未来の東京』戦略」の政策をバージョンアップ
東京都は、3年3月に策定した
「
『未来の東京』戦略」の実行を通じて、
「成長」と「成熟」が両立した持続可能な都市の実現を目指しています。

東京2020大会が終わり、新しいステージに立つ今、大会の成果を都市の発展へつなげるとともに、新型コロナウイルスとの厳しい闘いなど時代のニーズ
や状況変化に対応するため、政策をバージョンアップし、未来を切り拓く取り組みを加速していきます。

TOKYO2020の成果を未来へつなぐ

大会を通じて生み出されたレガシーを発展させ、
「未来の東京」を創り
上げていきます
例えば

感染対策を徹底し、パンデミックの
中でも安全･安心な大会が開催でき
ることを世界に示しました

大会の「危機管理」の取り組みをレガシー
として、安全･安心な都市の実現に向け、
あらゆる災害への備えを強化します

6つの切り口で政策をバージョンアップ
❶ 安全安心

都民の命と生活を守る基盤
「危機管理」

豪雨から命と暮らしを守る対策を強化する
➡目黒川流域調節池
（仮称）
を事業化

◦現在整備中の環七地下広域調節池と接続し、流域間で相互融通が可
能な総容量約190万㎥の調節池として機能を発揮

❷ 共生社会

バリアフリー「段差のない社会」

ハード･ソフト両面の取り組みを都内全域へ広げていく
➡区 市町村への財政的･技術的な支援

により、まちの面的･一体的なバリア
フリー化を促進

白子川地下調節池

道路のバリアフリー化

環状七号線地下広域
調節池（石神井川区間）

広
環
域
七
調
地
節
下
池

❹ グローバル

神田川･環状七号線
地下調節池

目黒川流域調節池
（仮称）
環七地下広域調節池と接続
将来の地下河川化も見据えて
検討

延
伸
区
間

世界から選ばれる金融･経済･文化都市

ベイエリアから世界最先端を実現する
「東京ベイeSGプロジェクト」
➡自 然と便利が融合する持

続可能都市の実現に向け、
ベ イ エ リ ア で「先 行 プ ロ

目黒川

ジェクト」を実施

整備中

運用中
白子川
地下
調節池

環状七号線
地下広域調節池
（石神井川区間）
約68万m3

約21万m3

白子川

石神井川

妙正寺川

新規事業化

運用中

2016～2025年度

2022年度～

神田川･
環状七号線
地下調節池

目黒川
流域調節池
（仮称）

約54万m3

約47万m3

善福寺川

神田川

北沢川

烏山川

◦ベ イエリアの特長である

「2030年カーボンハーフ」の実現に向け、
政策を総動員する
※CO2排出実質ゼロ

◦新築住宅等に太陽光発電設備設置を義務化する新たな制度を創設

◦再エネ･省エネに優れた「東京ゼロエミ住宅」の基準の多段階化等に
よる補助拡充と税制面での優遇措置を創設

「カーボンハーフ」
に向けて家庭でできること
太陽光
発電設置
★★★★★

が行きたくなるフィール
ドを創出

豊富な水辺、緑

窓・ドア
断熱改修
★
EV車

高効率給湯器
★★

V2H
機器

政策企画局計画調整部

最先端テクノロジーの
巨大実装エリア
（中央防波堤エリア）

最先端テクノロジーの
ショーケース

❺ チルドレンファースト

次世代モビリティ

子供の目線からの政策展開

全ての子供の笑顔を育む、
総合的な子供政策を推進する

➡4月に新設する「子供政策連携室」を核に、
各局が連携し、先進的な施策を展開

子供の参加･対話を通じて、
政策の質を高める
◦子供目線に立ったまちづくりを推進
◦子供の意見を聴きながら政策を推進

★1つにつき年間で約10％のCO2
削減効果
3人家族
（年間CO2排出量3t）
を想
定

5面「2030年までに温室効果ガスを50％削減する道筋を具体化しました」
もご参照ください

お問い合わせ

野外フェス･
都市型森林レクリエーション

➡あらゆる分野において、子供目線に立った政策を展開

再エネ100％電力
に切り替え
★★★★★★★
省エネ家電
★

（臨海副都心エリア）

蛇崩川

❸ グリーン＆デジタル 自然と共生した持続可能な都市

5G･デジタル基盤の整備

スマート東京
先行実施エリア

活用し、ワクワクする誰も

洪水調節機能を流域間で融通

※

スタートアップの集積

水辺や緑、大会レガシーも

貯留量：約190万m3

➡建築物のゼロエミッション 化を推進

エレベーター整備

☎03-5388-2131

まち
づくり

交通

公園･
遊び場

住宅

教育

福祉

環境

文化
スポーツ

❻ 都政の構造改革

など

シン･トセイの加速(5面に掲載)

『
｢ 未来の東京』
戦略 version up 2022｣デジタルブック

令和4年
（2022年）
4月1日

都庁SNS LINE

Twitter

Facebook
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特集／「『未来の東京』戦略」バージョンアップ ほか

Instagram

「 シ ン ･ ト セ イ 2 」で 都 政 の 構 造 改 革 を 加 速
都政のQOS
（クオリティ･オブ･サービス）
向上に向けた取り組みを「爆速」で進めるため、改革の実行戦略を「シン･トセイ2」
へバージョンアップしました。
誰からも信頼される新たな都政、シン･トセイに向けて、取り組みをさらに加速させていきます。

コア･プロジェクト

改革の突破口となる全庁横断的なプロジェクトをさらに加速

デジタルシフト

オープンガバメント

ワークスタイルイノベーション

行政手続きのデジタル化
全行政手続きの70％を
3カ年でデジタル化

オープンデータ
都が有するオープンデータを活用する開発
イベントを開催し新たなサービスを創出

5つのレス
ペーパーレス化70％に挑戦

スタートアップ･シビックテック
独自のアイデアで新たな価値を生み出す企
業（スタートアップ）等と、より協働しやす
い仕組みを構築

※

※ペーパーレス、FAXレス、はんこレス、
キャッシュレス、タッチレス

各局リーディング･プロジェクト

オフィス改革
柔軟で生産性を高める
「未来型オフィス」
を導入拡大
組織･人材改革
テレワーク等を活用した柔軟で質の高い働き方を推進
事業執行のスピードアップ
工事などを年度またぎで切れ目なく実施

各局サービスの在り方や仕事の進め方そのものの改革として新たに17のプロジェクトを追加

先端技術の社会実装

「伝わる広報」への転換

◦オンラインやVR等を活用し、芸術文化の新しい鑑賞体験を提供
◦現実空間のデータを仮想空間に3Dで再現し、さまざまな分析やシ
ミュレーションが可能に

◦スマートフォン等を活用した自転車の安全利用教育推進のため
の体験型学習コンテンツを制作･提供
◦統計データをオープンデータ化

防災対策のDX

サービスの利便性向上

◦発災時、都内の混雑状況や一時滞在施設の運営状況等を円滑に収
集し、帰宅困難者にリアルタイムに情報を発信
◦衛星画像やドローンを活用し、島しょの港湾を管理

◦電子契約サービスを導入
◦消防設備点検に関する報告書等の手続きをデジタル化

業務の高度化･内部事務等の効率化

◦3Dデータ等を活用し、道路や河川･砂防施設の維持管理等を高
度化
◦都営地下鉄での線路検査をデジタル化

双方向のコミュニケーションで改革を推進

都民の皆さんとの対話を行いながら、改革を推進していきます。最新の
情報を
「＃シン･トセイポータルサイト」
やnote、Twitterで発信しています。

Twitter

＃シン･トセイポータルサイト

お問い合わせ

環

政策企画局計画調整部

「シン･トセイ2 都政の構造改革QOSアップグレード戦略
version up 2022」
デジタルブック

☎03-5388-2757

境

2030年までに温室効果ガスを50％削減する
道筋を具体化しました
2050年「ゼロエミッション東京」の実現には2030年まで

付与する事業の申請受付期間を、1年間延長しました。

室効果ガス排出量を50％削減
（2000年比）するための具体的

ぜひこの機会に、より省エネ性能の高い製品への買

な道筋を示した「2030年カーボンハーフに向けた取組の加

未来に向けて、
今、行動を加速する

速」
を策定しました。
業務や家庭、運輸など各部門で直ちに加速･強化
する取り組みを示しています。ぜひご覧ください。

CO2を「ハーフにチェンジ」
する取り組みにチャレンジ！
太陽光パネルを設置しよう！

3人家族
（年間CO2排出量3t）を想定

省エネの取り組みによるCO2削減効果 ：★★★★★

◦蓄電池も設置するとさらに電気代が抑えられ、防災性の高い住宅に

省エネの取り組みによるCO2削減効果 ：★
※1

◦熱の大半は窓やドアから出入りするため、断熱改修することで電気代が節約できます
◦ヒートショックの軽減やハウスダストの抑制など、健康面での効果も期待できます

再エネ電力に切り替えよう！ 再エネ電力への切り替えによるCO2削減効果※2：★★★★★★★
◦電力契約を太陽光や風力などでつくった
「再エネ」
プランに切り替えることで、太陽光パネル
を設置できない家庭でも自然の電気を利用でき、電気の使用によるCO2排出を減らせます
※1
※2

削減効果は東京都環境局調査、環境省のデータを基に試算
東京都環境局調査から算出。再生可能エネルギー100％電力に切り替えた場合の削減効果

お問い合わせ

環境局環境政策課 ☎03-5388-3429

い替えをご検討ください。
ポイント数

対象機器

（1ポイント＝1円）

エアコン

統一省エネラベル
4つ星以上

冷蔵庫

省 エ ネ 基 準 達 成 率 定格内容積に応じて
100％以上
11,000～21,000

給湯器

高効率給湯器

※1

◦太陽光発電を設置すると電気代が節約でき、停電時も電気が使えます。初期費用ゼロプラ
ンも！

窓やドアの断熱改修をしよう！

一定の基準を満たす省エネ家電等への買い替えに対
し、商品券等に交換可能な「東京ゼロエミポイント」を

の行動が重要になります。このたび、CO2をはじめとする温

星1つにつき年間で約10％の削減効果があります。

「東京ゼロエミポイント」
付与事業、4年度も継続！

冷房能力に応じて
12,000～19,000

10,000

※既存機器の撤去を含めた買い替えを行う場合が対象です
※購入前に対象機器かどうかを必ずご確認ください
※1,000ポイント分はLED照明の割引券に、残りは商品券
に交換できます

申請方法

5年3月31日
（消印）までに郵送か
※予算がなくなり次第終了

で。

スマートフォン等で必要書類を撮影しアップ
ロードすれば、書類の郵送は不要です。ご活用くだ
さい。
東京ゼロエミポイント 検索
お問い合わせ

〈申請について〉東京ゼロエミポイントコールセンター
☎0570-005-083(ナビダイヤル)、☎03-6634-1337
〈事業について〉環境局地域エネルギー課 ☎03-5388-3533

※電話番号を間違えないようにお願いします

令和4年
（2022年）
4月1日
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お知らせ

特別児童扶養手当の申請は
お住まいの区市町村手当窓口へ

固定資産税における
土地･家屋の価格が縦覧できます

水道･下水道料金の
支払い猶予

している③重度の肢体不自由者で両上肢
･両下肢とも機能が失われ、座っているこ

未満の児童を監護している父母または養

新型コロナウイルスの影響により、一時

とが困難な程度以上の障害がある。

育者
（所得や施設入所等により支給制限

方法等詳細は、土地･家屋が所在する区

有）
。①身体に重度、中度の障害や長期安

の都税事務所へ。

的に支払いが困難な方を対象に、最長で
1年間支払いを猶予します。
〈23区〉水道局お客さまセンター☎035326-1101、
〈多摩地区〉水道局多摩お
客さまセンター☎0570-091-101か☎
042-548-5110

防災リーダー制度がスタート！
職場内での防災対策を推進するための

区市町村か東京都心身障害者福祉セ
ンター☎03-3235-2949、 03-3235-

静を必要とする病状があり、日常生活に

2968

著しい制限を受ける②精神の発達が遅延

犯罪をしてしまう人やその家族等向け
「犯罪お悩みなんでも相談」


2968

の緊急情報などが発信されます。各リー

が適切な支援機関等を紹介。

で。

総務局防災管理課☎03-5388-2529

区市町村か東京都心身障害者福祉セ

国民生活基礎調査 
無作為に抽出された都内の約13,000
査します。4月15日以降、調査員が伺いま
すのでご協力をお願いします。
福祉保健局総務課☎03-5320-4033

募

生活文化スポーツ局都民安全課☎035388-2265

主税局相談広報班☎03-5388-2925

世帯を対象に、生活の基礎的な事項を調

犯罪行為をしてしまう人やその家族、支

（ ･年末年始除く）

援に携わる人などを対象とした電話相談。

法等詳細は東京都防災

か電話で。

ンター☎03-3235-2949、 03-3235-

4月5日以降の

4月1日〜6月30日。対象／23区内に
土地･家屋を所有する納税者の方。縦覧

の障害」
は4月から認定基準が改正されま

9時〜17時。万引きや暴力、痴漢などの

内容に応じて、社会福祉士などの専門家

呼び掛けなどの役割を担います。登録方

活に著しい制限を受ける状態にある。
「眼
す。改正内容等詳細は

録すると、東京都から防災知識や災害時

災知識の普及啓発や災害時の安全行動

しているか、精神に障害があり、日常生

相談ダイヤル☎03-6907-0511

制度を創設。
「事業所防災リーダー」
に登

ダーはこれらの情報を基に、職場内で防

対象／次のいずれかに該当する20歳

集
「夢のみち」
2022
道路愛護ポスターコンクール

都営交通モニター

低公害･低燃費車への
買い替えを支援します

答やグループインタビュー等。資格／4

ひと

まち

み

らい

テーマ／
「人･街･未 来」つながる
「みち」

都営交通のサービスに対する調査回

づくり。対象／都内在住･在学の小･中学

重度心身障害者手当の申請は
お住まいの区市町村手当窓口へ

中小企業者等による低公害･低燃費車

月1日現在、都内在住･在勤･在学の16歳

生。規格／
「みち」に関する標語を必ず入

への買い替えに対し、低金利
（4月1日現在

以上の都営交通利用者で、 閲覧とメー

れること。四つ切り画用紙。1人1作品ま

1.1%）
の融資をあっせんするとともに、利

ルの送受信を日本語でできる方。人数／

で。応募／6月3日
（消印）
までに郵送で、

対象／心身に障害のある、次のいずれ

で入手）
を作品裏面に貼

子の2分の1、信用保証料の3分の2を補

450人
（応募多数の場合選考）
。任期／依

所定の応募票
（

かに該当する方
（65歳以上の新規申請を

助。購入車両に対する補助金も有。申請

頼日〜5年3月31日。謝礼／都営交通一

り、
「夢のみち」2022事務局
（〒223-0053

除く。所得や施設入所等により支給制限

期限／5年3月31日。申込等詳細は

有）
。①重度の知的障害で、著しい精神症
状などのため、常時複雑な配慮を必要と

で。

環 境 局自動 車 環 境 課 ☎ 03-5388-

3535

日優待乗車券。申込／4月13日〜26日に
で。

横浜市港北区綱島西2-7-6-3階）
☎045633-1960へ。
東京都道路整備保全公社☎03-5381-

都営交通お客様センター☎03-3816-

3368

5700
（9時〜20時）

する②重度の知的障害と身体障害が重複

「東京都障害者総合美術展」
出品作品

東京の恵みを届けます

作品／絵画･造形･書･写真。資格／都

内在住の障害者。申込／5月20日
（消印）
までに所定の申込書（

で入手）を郵送

で、日本チャリティ協会
（〒160-0004新宿
第 4回

地域と共に
「緑」
と
「農」
を守り伝えていく
か

とう

よし まつ

加 藤 義松さん（農業体験農園、ブルーベリー･カキ／練馬区）
練馬区の住宅地に現れる広大な「農業
体験農園」
。加藤義松さんが経営するこの
農園では、約150人が野菜を育てている。
講義と実践を織り交ぜ、作り方の基本を段
階的に伝えることで、初心者でもおいしい
野菜を年間およそ30種類、270㎏ほど生
産できる。「最初は見よう見まねで作業を
しているだけでも、徐々に理屈が分かって
きて立派な野菜を自分で作れるようにな
る。農家の後継ぎと同じです」
。種子や農
具、資材など必要なものを農園が供給す
るこの仕組みは、加藤さんが平成8年に始
めたものだ。

を、地域の人たちと残していくことがこの
先の目標だと話す加藤さん。より多くの人
に関心を持ってもらうため、2年ほど前か
ら収穫体験などのイベントも始めた。普段
なかなか足を踏み入れることがない畑で
の農業体験を通じて、新鮮な野菜のおいし
さや地域の緑を知ることで、守り手になっ
てほしいと考えている。「野菜作りは奥が
深くて面白い。食を見直すきっかけになる
し、何より鮮度の高いおいしいものが食べ
られる。ぜひ始めてみてください」
。

区四谷1-19アーバン四谷ビル4階）
☎03-

3年度最優秀賞受賞作品

3341-0803、 03-3359-7964へ。
同協会か福祉保健局障害者施策推進部
☎03-5320-4147、 03-5388-1413

国主催 慰霊巡拝の参列者
①カザフスタン共和国②イルクーツク

「東京みんなでサロン」
プログラム運営主催者

州･ブリヤート共和国③ハバロフスク地方
･ユダヤ自治州④中国東北地方
（旧満州地

地域の大人から子供までがつながる居

区全域）
⑤インドネシア⑥東部ニューギニ

場所をつくる
「東京みんなでサロン」
のプロ

ア⑦ビスマーク諸島⑧インド⑨トラック諸

グラムを運営する団体等。都営住宅の集

島⑩ミャンマー⑪フィリピン⑫硫黄島。対

会所等で、健康増進、文化活動、子育て
交流などを行う
（営利目的を除く）
。対象／

社会福祉法人、NPO法人、市民団体な
ど。申込等詳細は

で。

象／都内在住で当該地域の戦没者の配

偶者、父母、子、兄弟姉妹とその配偶者、
孫、おい･めい。巡拝予定地等は変更にな
る場合有。
･ 福祉保健局生活福祉部☎03-5320

住宅政策本部経営企画課☎03-5320-

-4078

4972

▶都市の農地を守るために

昭和40年代後半頃に地価が高騰する
と、土地を占有する農家がやり玉に挙げら
れることが多くなった。江戸時代から300
年続く農家の12代目として次の代につな
げていく強い使命感を持つ加藤さんが、市
民の理解を得るために編み出したのが、多
くの人に土地を利用してもらう農業体験農
園だった。地域の仲間と共に区に相談しな
がら、問題を一つずつクリアして、実現ま
でに4年。新聞にも取り上げられ、最初の
年から応募が殺到した。

働 く
の場合、1級は7年以上、2級は2年以上、

対象／都内在住･在勤で保育や子育て

単一等級は3年以上の実務経験者
（職業
訓練受講歴や学歴等による短縮有）
。3級

期／6月頃から順次。一部集合研修有。定

は実務経験を有すること
（関連講習を受

（必着）
に

か郵送で。申込等詳細は

で。

福 祉 保 健 局 少 子 社 会 対 策 部 ☎03農業体験農園は5年で
「卒業」
する仕組み。
卒業後も農業を続ける人が多く、就農した人も

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/column/

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。

単一等級
（3職種）
。資格／実務経験のみ

支援分野での従事を希望する方。開催時

員／1,200人程度。申込／4月1日〜15日

▶農の主役を市民に

都市の農地を地域一帯で保全する「農
の風景育成地区」に指定されたこの場所

東京都子育て支援員研修
（第1期･
地域保育コース）
オンライン開催 

5320-4121

講した場合除く）
。申請書の入手／4月8日

（必着）
までに送付依頼書（

で入手）
と返

信用切手を郵送で東京都職業能力開発
協会へ。申込／4月4日～15日
（必着）
に郵
送で。申請方法等詳細は

4年度前期技能検定

で。

同協会☎03-6631-6052か産業労働
局能力開発課☎03-5320-4717

職種／1･2級
（39職種）
、3級
（16職種）
、

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。

令和4年
（2022年）
4月1日

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

職 員 採 用
詳細は必ず事前に

鑑

などでご確認ください。

東京都公立学校教員採用
候補者選考
（5年度採用）

資格／勤務する学校種･担当教科の

教員免許を有する方
（取得見込み含む）
。

見 込 み 含 む）を持 ち、昭 和58年4月2

採用／4年4月以降。勤務先／都内の公
立学校
（小･中･高･特別支援学校）
。

教育庁職員課☎03-5320-6794

以降）
に生まれた方。採用／5年4月1
日以降。申込／5月6日18時までに
か、9日
（消印）
までに郵送
（簡易書留）
で
東京都教育庁選考課
（〒160-0023東
京都庁内郵便局留）
へ。試験日等詳細
は要綱
（

、区市教育委員会、都庁案内

コーナー等で配布）
で。

職業能力開発センター等講師
科目／マルチプリンティング、パソ

コングラフィック、介護福祉用具、溶
接、電気設備技術。資格／科目関連の
指導員免許を持つ方か同程度に知識

同課☎03-5320-6787

経験の豊富な方
（資格等が必要な科目
有）
。人数／10人程度。勤務場所／各

東京都公立学校臨時的任用
教職員候補者選考

センター等。任用期間／5月1日〜5
年3月31日。選考／4月中旬。面接･

内容／産休･育休等を取得する公立

（必
能力実証等。申込／4月8日 17時

学校教職員の代替として勤務する常勤

着）
までに

職員。職種／教諭･養護教諭･実習助手

込書兼履歴書
（各センター等か

･寄宿舎指導員･事務･栄養士等。申込

手）
を各センター等へ。

等詳細は

で。

か郵送、持参で所定の申

で入

産業労働局雇用就業部☎03-5320

教育庁職員課☎03-5320-6714

賞

申 込

校･養護教諭）
。資格／教員免許
（取得

日以降
（特例選考は昭和38年4月2日

-4702

4月8日
（消印）
までに、はがきに①希望公演番号
（1枚1公演･同一番号の複数申
ふりがな

込不可）
②人数
（2人まで）
③郵便番号･住所④氏名⑤年齢⑥電話を書き、
〒104-

0061中央区銀座5-1-7-6階 都民劇場「都民半額観劇会事務局」へ。抽選で

6,000人。

入場券の送付

当選者には、4月20日ごろ
（公演番号1～11）
、28日ごろ
（公演番号12～21）
に

当選通知とコンビニエンスストア専用払込用紙をお送りします。当選通知に
記載の送金期限までにコンビニエンスストアからご送金ください。送金確
認後、入場券を郵送します。落選者には通知しませんのでご了承ください。

※申し込み内容
（希望公演･人数）の変更はできません。		
※入場券代金のほかに取扱手数料500円
（入場券1枚当たり）と送金手数料121円
および入場券郵送料84円が必要です。
※入場券の発送予定日は、当選通知に記載しますので、必ずご確認ください。
※感染対策のため、国の機関等の要請により、個人情報の提供を行う場合があり
ます。
劇場名・料金

サイ

「ネットで自衛消防訓練」
を使って
訓練してみませんか？

4月18日9時〜5月15日。小･中学生を

火災発生時に取るべき行動や、勤務先･

対象に、サイエンスショーや手軽に入手で

居住する建物の消防用設備の使い方の確

きる材料を使った実験など、科学を楽しく

認に役立つ動画を

学べる動画を配信。

転居や転勤･入社等の機会が多いこの時

総務局企画計理課☎03-5388-2289

東京消防庁防火管理課☎03-32122111内線5146

公演
番号

目

五木ひろし劇場
五木ひろし ほか

国立劇場
1等席：4,000円
（200席）

5月文楽公演
第三部「桂川連理柵」
石部宿屋の段･六角堂の段 ほか

歌舞伎座
1等席：8,500円
（600席）

日生劇場
S席：7,500円
（400席）

東京都交響楽団 サラダ音楽祭
「野音 de オーケストラ」


がきに催し名･人数
（2人まで）･全員の住所

5月3日 15時30分、日比谷公園大音

･氏名･年齢･電話･車椅子席希望の有無を

以上。申込／4月22日
（消印）
までに往復は
ふりがな

楽堂で。指揮／大野和士、曲／スッペ：

書き、〒100-8929警視庁音楽隊
（☎03-

喜劇歌
「軽騎兵」
序曲、ロジャース：
「サウン

3581-4321内線21814）
へ。応募多数の

ド・オブ・ミュージック」
メドレーほか。4歳

場合抽選。

以上、抽選で1,000人。申込／4月17日
までに

で。

サラダ音楽祭事務局☎03-5330-3080
（10時〜18時、

除く）
か生活文化ス

ポーツ局文化事業課☎03-5320-7703

警視庁音楽隊
シンフォニックコンサート2022
6月8日 19時、東 京 芸 術 劇 場で。出
演／警視庁音楽隊･カラーガード。小学生

明治安田生命J1リーグ
「FC東京 VS ガンバ大阪」観戦優待
4月29日 19時、国立競技場で。都内
在住･在学の中学生以下
（小学生は保護者
同 伴）
、抽 選で100組200人。1組2,000
円。申込／4月13日までに

で。当選者

のみ通知。
生活文化スポーツ局スポーツ課☎035320-7727

国立劇場
1等席：2,750円
（1,000席）

時

5月16日 月 17時

2

5月19日 木 17時

3

5月17日 火 17時45分

4

5月19日 木 17時45分

團菊祭五月大歌舞伎
第一部
「金閣寺」
「あやめ浴衣」
中村魁春 中村雀右衛門
尾上松緑 片岡愛之助 ほか

5

5月17日 火
11時
（第一部）

第二部
「暫」
「土蜘」
尾上菊五郎 尾上菊之助
市川海老蔵 ほか

6

5月18日 水
14時30分
（第二部）

7

5月20日 金
18時15分
（第三部）

8

5月18日 水 18時

9

5月20日 金 18時

ミュージカル
「四月は君の嘘」
生田絵梨花 木村達成

ほか

東京喜劇 熱海五郎一座
新橋演舞場
「任侠サーカス～キズナたち
1等席：6,250円 の挽歌〜」
（400席）
三宅裕司 浅野ゆう子
塚田僚一（A.B.C-Z） ほか

文化・スポーツ

日

1

第三部「市原野のだんまり」
「弁天娘女男白浪」
中村梅玉 坂東巳之助
尾上右近 ほか

で公開しています。

期にご活用ください。

演

明治座
S席：5,500円
（800席）

学 ぶ
「Tokyoふしぎ祭エンス2022」
オンライン開催

7

春の｢都民半額観劇会｣

東京都公立学校時間講師
候補者選考
（随時選考）

職種／教員
（小･中･高･特別支援学

第920号

6月歌舞伎鑑賞教室
｢解説 歌舞伎のみかた」
｢彦山権現誓助剣-毛谷村-｣
中村又五郎 片岡孝太郎
ほか

ミュージカル
シアタークリエ 「CROSS ROAD～悪魔のヴァ
指定席：6,500円 イオリニスト パガニーニ〜」
（200席）
中川晃教 相葉裕樹（17日）／
水江建太（21日） ほか

10 5月31日 火 16時
11

6月3日 金 16時

12

6月3日 金 14時30分

13 6月17日 金 19時
14 6月17日 金 13時
15 6月21日 火 13時

藤山寛美三十三回忌追善
16
7月1日 金 11時
新橋演舞場
喜劇特別公演
「大阪ぎらい物語」
1等席：7,000円 「愛の設計図」
藤山直美 渋谷天外
（1,000席）
17 7月21日 木 11時
藤山扇治郎 ほか
明治座
S席：6,500円
（400席）

芸能生活50周年
「吉幾三特別公演」
吉幾三 ほか

帝国劇場
S席：8,000円
（1,000席）

ミュージカル
20
「ミス・サイゴン」
東山義久（3日）／駒田一（5日）
21
昆夏美 ほか

18 7月13日 水 16時30分
19 7月17日 日 16時30分
8月3日 水 13時
8月5日 金 18時

※料金はいずれも半額後の入場料金+取扱手数料500円（入場券1枚当たり）の金額。

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

お問い合わせ

都民劇場 都民半額観劇会事務局 ☎03-3572-4343
東京芸術劇場 ☎03-5391-2111 日本演劇興行協会
生活文化スポーツ局文化事業課 ☎03-5388-3154

☎03-3561-3977

☆お出掛けは、環境にやさしい電車

バス

で☆

令和4年
（2022年）
4月1日
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サイトオープン

リカレント教育のポータルサイトオープン !
近年、スキルや知識を常にアッ
プデートしていくリカレント教育
が注目されています。
このたび、スキルアップやキャリアチェンジにつながる教育コンテンツを掲載した
「東京リカレントナビ」を開設しました。ぜひご覧ください。

主な内容
春には桜やツツジの景観も楽しめる

52

=パソコン用壁紙

大人の社会科見学

ポ

ン

プ

旧三河島汚水処分場喞筒場施設
（荒川区）

◦多 様な分野の知識や魅力を専門家が紹
介する動画、学び直しに役立つ記事コン
テンツなどを配信
◦東 京都や都立大等が提供する各種講座
の情報を、
「最先端技術」
「語学」などの分
野別に紹介
総務局企画計理課 ☎03-5388-2206
https://www.recurrent-navi.metro.tokyo.lg.jp/

お問い合わせ

生活に欠かせない下水処理。旧三河島汚水処分場喞筒場施設は今
から100年前、大正11年に造られた日本初の近代下水処理施設だ。ポ
ンプ場とは、地下深くに流入してきた下水を、地上にある水処理施設に
送り込むためにポンプで吸い上げる施設の事で、ここ三河島では平成
11年に稼働を停止した後も丁寧に修復や復原を行い、建造物や設備を
保全。重要文化財に指定された今はスタッフによる案内のもとで見学
が可能となっている。
見学は、下水がたどった道をなぞるように進む。まず目を引くのは

ちん

さ

ち

「沈砂池」と呼ばれる2本の深く長い溝だ。下水が入る最初の池のこと
で、下谷、浅草、神田といった一帯の下水をここに集め土砂やごみを取
り除いた。鉄筋を使わない無筋コンクリート造りの壁やアーチ構造は、
当時の技術力や限られた資材を最大限効果的に用いたもので、創意工
夫と重厚なたたずまいに驚かされる。
あんきょ

沈砂池の先はポンプまで暗渠となっているため地上からは見えない

交

通

東京都シルバーパス
4月～9月の新規購入のお知らせ
70歳以上の都民の方は、都内民営バス･都営交通などが利用できる「東京都シル
バーパス」を購入できます。有効期限は4年9月30日です。
対 象

都内に住民登録している満70歳以上の方
（寝たきりの方を除く）

申 込

必要書類を用意し、最寄りのバス営業所･都営地下鉄定期券発売所などの発

費 用

❶4年度住民税が「課税」の方（❸除く）
……………………………10,255円
（4月〜9月に購入する場合に限る）

行窓口へ。70歳になる月の初日から申し込み可能。

が、ヘルメットをかぶり階段を降りると、実際に使われていた水路の中

❷4年度住民税が「非課税」
の方………………………………………1,000円

へ入ることができる。大人がちょうど通れるぐらいの幅と高さがあり、

❸4年度住民税が「課税」で3年の税法上の合計所得金額※が
135万円以下の方（経過措置）
……………………………………… 1,000円

さながらスパイ映画のワンシーンに入り込んだようだ。
地上に戻り、最後は喞筒室へ。赤れんが風の大きな建物の内部には、そ

※不動産売却に係る特別控除額
（令和3年分）を控除します。該当する方は、必要
書類が異なる場合があります

の名のとおり下水を吸い上げるポンプが10台も並ぶ。計器をはじめ海外
から取り入れたという最新技術が
惜しみなく使われており、この施

■全員

必要書類

本人確認書類（保険証、運転免許証等）

設がいかに期待され、重要視され

■❷❸の方は次のア〜ウのいずれか1点

ていたかが伺える。

ア
「4年度介護保険料納入（決定）通知書」

所得段階区分欄に「1」～「6」の記載があるもの（品川区･目黒区･世田谷区･
武蔵野市･昭島市･福生市･あきる野市は「7」まで、八丈町は「9」まで）

見学は1時間半程度。その歴
史や先人の思いに触れることで、
下水処理に対して抱くイメージ
が、少し変わるだろう。

イ「4年度住民税非課税/課税証明書」

非課税証明書または課税証明書で3年の合計所得金額が135万円以下のもの

沈砂池から2本の水路が合流する暗渠

ウ「生活保護受給証明書（生活扶助）」

＊アは再発行できません。イは区市町村で発行
（原則有料）
。ア･イは4年度の書
類が発行されるまでの間は3年度の書類で代用できます。ウは4年4月1日以降に
発行され、生活扶助受給が確認できるものに限ります。

東京さくらトラム
（都電荒川線）
「荒川二丁目」駅下車、徒歩3分。京成本線･
東京メトロ
「町屋」
駅下車、徒歩13分。三河島水再生センター内。
[旧三河島汚水処分場喞筒場施設]☎03-6458-3940。9時〜17時。火 金 ･年末年始
休館。入館には か電話による予約が必要。

お問い合わせ

政策企画局広報広聴課

☎03-5388-3093

手紙･はがきで
「知事への提言」
（都政に対する提言･意見･要望等） 〒163-8001 「都民の声総合窓口」

ファクスで
FAX 03-5388-1233

お問い合わせ

都庁総合

東京バス協会シルバーパス専用 ☎03-5308-6950 9時〜17時（
福祉保健局在宅支援課
☎03-5320-4275
お問い合わせ 生活文化局文化事業課
☎03-5388-3141
ホームページで
https://www.metro.tokyo.lg.jp/

除く）

電話で
～

☎03-5320-7725

9時～17時

各種相談
労働問題に関する相談 東京都ろうどう110番
教育相談一般･東京都いじめ相談ホットライン

☎0570-00-6110

～

0120-53-8288

毎日

人権に関する一般相談 東京都人権プラザ

☎03-6722-0124〜5

オウム脱会者等社会復帰相談

☎03-5320-7720

外国人相談
（英語･中国語･韓国語）

9時～20時（

～

9時30分～17時30分

～

9時～17時

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744

Mon〜Fri

☎03-5320-7766

星期二･五

☎03-5320-7700

交通事故相談

☎03-5320-7733

～

東京ウィメンズプラザ一般相談 ☎03-5467-2455 毎日

は17時まで）

24時間

配偶者等からの
暴力の相談など

☎03-5261-3110

～
～

9時～16時

～

11時～23時

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 ☎0570-087478

毎日

消費生活相談 東京都消費生活総合センター ☎03-3235-1155

～

世帯と人口

広報東京都 検索

9時～21時

東京都女性相談センター多摩支所 ☎042-522-4232

9時～17時

★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。
★
「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

東京都女性相談センター

9時～21時
17時～20時、 14時～17時

若者総合相談センター
「若ナビα」

発行元：東京都政策企画局戦略広報部広報広聴課 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
FAX 03-5388-1329

男性相談 ☎03-3400-5313

9時30分〜12時
13時〜17時

▶ 都庁の代表電話 ☎03-5321-1111
▶ 都庁総合ホームページ https://www.metro.tokyo.lg.jp/
☎︎03-5388-3093

DV専用 ☎03-5467-1721 毎日

☎03-3267-0808

9時～20時

12時～翌5時30分
9時～17時

4年2月1日現在の推計

723万3,481世帯 人口1,398万485人
（男：685万9,161人 女：712万1,324人）
＊参考：外国人数 51万6,101人

※4月号の各問い合わせ先は4月1日付け組織改正後の情報に基づきます
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。

〈次号
（5月1日発行）
は、4月30日･5月1日の新聞折り込みなどで配布します。
〉

印刷物規格表第1類
印刷番号
（3）
16

※電話番号を間違えないようにお願いします

