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宣誓制度について

東東京京都都
パパーートトナナーーシシッッププ宣宣誓誓制制度度

多様な性について考えてみよう

LGBTとは

　「LGBT」という言葉を聞いたことはありますか。
　人口の約5～10%がLGBT等に該当するとの調査結果がある一方、
当事者の方々は日常生活のさまざまな場面で困りごとに直面している
といわれています。　

　都は、多様な性に関する理解を推進するとともに、人生のパートナー
として歩むLGBT等の二人の生活上の困りごとを軽減するなど、暮ら
しやすい環境づくりにつなげるため、パートナーシップ宣誓制度を開
始します。

　パートナーシップ関係にある二人からの宣誓･届出を、都が受理したことを証明（受理証明書を発行）する制
度です。都内でも16自治体※が同様の制度を導入する中、都は全国の自治体で初めて、届け出から発行までオ
ンラインで実施します。また、日常生活のさまざまな困りごとの場面で受理証明書が活用されるよう取り組ん
でいきます。　※4年9月現在

　制度の運用開始に合わせ、ライトアップを行
います。

10月11日･11月1日 18時〜23時
都庁第一本庁舎
レインボーブリッジ

　10月21日 19時、①東京都人権プラザで。40人。②オンラインで。
100人。LGBT等の若者支援に取り組む遠藤まめたさん（にじーず代
表）が、性的マイノリティに関する基礎知識、東京都パートナーシップ
宣誓制度を含めたLGBT等の当事者を支援する近年の動きを自身の経
験を通して語る。申込／10月17日までに か電話で同プラザ（☎︎03-
6722-0123）へ。

　双方またはいずれか一方が性的マイノリティ（LGBT等）であり、人生のパートナーとして相互の
人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二人の関係のこと。　

Ｌ：レズビアン 　	  女性同性愛者
Ｇ：ゲイ 　	  男性同性愛者
Ｂ：バイセクシュアル 　	  両性愛者

　LGBTは「性的マイノリティ」と同義の言葉として使われることもあります。
　性のあり方はグラデーションであり、これらの表現で全てを網羅できるものではありません。性のあり
方の多様性を知り、お互いを尊重することが大切です。

�政策企画局広報広聴課　�
☎03-5388-3090　

　高橋みなみさん（タレント）が都
の施策をわかりやすく伝える全5
回の動画シリーズで、第1弾のテー
マは「パートナーシップ宣誓制度」。
どんな制度？なぜ必要な
の？など、皆さんの「知り
たい！」に答えます。

「多様な性について知るBOOK」を
ホームページで公開しています

◦�自分の性自認や性的指向を打ち明けることで、関係が壊れるのでは
ないかという不安を感じる
◦�公的な書類上の性別と見た目の性別とのずれにより、驚きや疑いの
目を向けられ、ストレスを感じる
◦�病院での手続き（面会･入院や手術の同意書のサイン等）や介護など
の面で、不安や困難を感じる
◦�賃貸住宅への同性パートナーとの入居を断られる場合がある　�
� など

◦�性のあり方が多様であることを、映画や本、講演などを通して知る

◦�周囲の環境が、多様な性のあり方を前提としているか振り返る

◦�LGBT等に対する差別的な言動を見かけたら注意する

◦�性別を限定する表現を使わない　

◦�LGBT等に対する理解と支援の意思を表明する　など

性的マイノリティの方々が直面しやすい困りごと 多様な性への理解を進めるためにできること

６色のレインボー（赤･橙･黄･緑･青･紫）は、国際的に、
性的マイノリティに理解があることの象徴とされています

レインボーカラーライトアップの実施 人権問題都民講座
「性の多様性/LGBTQと子供たちの今」	

内容等詳細はホームページをご覧ください。

以下の全てを満たす二人
◦二人がパートナーシップ関係にあると宣誓したこと
◦	二人が成年であること、配偶者（事実婚を含む）･別のパートナーがいないこと、近親関係
にないこと
◦	二人またはいずれか一人が都内在住（3カ月以内の転入予定を含む）･在勤･在学であること
10月11日 14時開始

対　象

日　時

受　付

場　所

お問い合わせ 　総務局人権部　☎03-5388-2337　

“自分らしく”を、この街で。“自分らしく”を、この街で。

「たかみなの　
TOKYO知りたいコト！」
で制度を紹介

届出

Ｔ： トランスジェンダー 	  出生時に割り
当てられた性と異なる性で生きる人､あ
るいは生きたいと望む人

パートナーシップ関係

11月１日から
始まります
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※バックナンバーもありますは 「WEB広報東京都」からアクセス！  広報東京都　　　検索

検　診

新型コロナウイルス感染症に対する支援と対策
　ワクチンの接種は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防するととも
に、重症化を予防する効果もあります。接種の対象となっている方は、接種
券が届き次第、接種をご検討ください。

　　	　5歳〜11歳についてもワクチン接種に努めていただく
ことになりました。これは、接種にご協力いただきたいと
いう趣旨であり、接種を強制するものではありませんが、
この機会に接種をご検討ください。

　9月6日より5歳〜11歳を対象とした3回目接種が始まりました。追加接
種を行うことにより発症予防効果が回復すると報告されています。

□  2回目接種を完了した12歳以上の全ての方が対象です。
□  現行の4回目の対象者でまだ接種を 
　  受けていない方を優先して実施します。

オミクロン株に対応した
ワクチンの接種が始まっています

5歳～11歳を対象とした接種

福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4367　お問い合わせ

乳がん検診は、お住まいの区市町村や
職場の検診、人間ドックなどで受けられます。

乳がんの他、女性特有の病気や健康に
関する情報を掲載しています。

ピンクリボンin東京 検索

TOKYO＃女子けんこう部 検索

　乳がんは40歳以上の年代に多く、40歳から50歳代の女性のがん死
亡原因のトップですが、早期発見･早期治療による10年後の生存率は
90%以上です※。40歳になったら2年に1回、定期的に検診を受けま
しょう。また、日頃から自分の乳房をチェックして、しこりやひきつ
れなどの気になる変化があるときは、速やかに医療機関を受診するこ
とが大切です。	 　※出典 ： （公財）がん研究振興財団「がんの統計2022」

行こう！乳がん検診〜10月は乳がん月間

コロナかも？と思ったときの相談窓口

熱が出た、どうしよう

コロナのことを知りたい、相談先が分からない

検査を受けたい

新型コロナ･オミクロン株コールセンター
一般的な相談やオミクロン株に関する相談ができます。
☎0570-550-571（ナビダイヤル）
9時～22時、土 �日 �祝も対応　対応言語／日本語ほか11言語

①新型コロナを疑う症状がある方
発熱等の症状がある方のための検査キット申込サイト
�発熱等の症状が現れた時点（医療機関受診前）で申し込みが
可能です。対象等詳細は で。

②無症状の濃厚接触者の方
濃厚接触者となられた方のための検査キット申込サイト
今後の発症に備えて無症状のうちに事前申込していただくものです。
東京都検査キット直接配送事務局コールセンター
☎0570-020-205（ナビダイヤル）　9時～19時、土 �日 �祝も対応

③濃厚接触者（疑いのある方含む）以外の無症状の方
東京都PCR等検査無料化事業事務局コールセンター
検査の対象者や受けられる場所等の相談ができます。
☎03-6634-4612　9時～19時、土 �日 �祝も対応

①かかりつけ医
②かかりつけ医がいない場合

診療･検査医療機関
発熱等の症状がある方が受診できます（要事前予約）。
東京都発熱相談センター
発熱等の症状がある方が相談できます。
☎03-6258-5780　☎03-5320-4592
いずれも24時間、土 �日 �祝も対応　対応言語／日本語ほか11言語
発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル
☎03-6732-8864　24時間、土 �日 �祝も対応

自宅で療養する場合

東京都宿泊療養申込窓口

東京都感染拡大時療養施設申込窓口

療養中に体調が悪化した場合等に相談できます。
自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）
　0120-670-440
24時間、土 �日 �祝も対応　対応言語／日本語ほか11言語

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。
☎03-5320-5997　
9時～16時、土 �日 �祝も対応　対応言語／日本語ほか11言語

「感染拡大時療養施設」の入所申し込みができます。
☎03-4485-3726　
24時間、土 �日 �祝も対応　対応言語／日本語ほか21言語
◦無症状･軽症の方で家庭内感染を防ぐ必要がある方。

診療･検査医療機関の一覧

自宅療養中の方向けの相談窓口

両腕を高く上げる 両腕をまっすぐに下ろす 両腕を腰にあてる

こんな変化はありませんか？ □ ひきつれ　□ くぼみ　□ ただれ

見るときのポイント
鏡に向かい次の姿勢を取り、 乳房の変化をチェック 

触るときのポイント

こんな変化はありませんか？
□ 乳房のしこり　□ 脇の下のしこり　□ 乳首からの分泌物

・3～4 本の指をそろえ10円玉大の
 「の」の字を書くようにして、乳房
 全体をゆっくり触る 
・特に乳房の外側上部に注意 
・脇の下もチェック 
仰向けに寝た姿勢や、お風呂に
入った時に石けんのついた手で
触るとしこりがわかりやすい

乳首を軽くつまんで、血液など
の異常な分泌物がないか
チェック 

詳しくはホームページや区市町村の情報を
ご確認ください。

①〜③の検査キット等で陽性疑いとなった場合は、｢東京都陽性者登録セン
ター｣で陽性確定の診断を受けてください。療養に必要な支援を受けること
ができます。登録センターの対象と
なる方等詳細は をご覧ください。

医療機関で陽性と診断された方で、発生届の対象とならない方(65歳未満の
方など）も、｢東京都陽性者登録センター｣に登録いただくことで、療養に必要
な支援を受けることができます。登録
方法等詳細は をご覧ください。

東京都陽性者登録センター 検索

東京都陽性者登録センター 検索

インフルエンザワクチンの実質負担額が無料になります
　インフルエンザと新型コロナとの同時流行が懸念されているため、
65歳以上の方等を対象に接種費用助成が始まります。接種方法等詳細
はお住まいの区市町村や へ。

オミクロン株対応
ワクチンについて

小児接種について

福祉保健局防疫･情報管理課　☎03-5320-7574　お問い合わせ
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環　境

◦�中小規模の新築住宅等に対し、太陽光発電設備の設置や高い断熱･省エネ
性能等を義務化（国内初）
◦�大手住宅メーカー等（約50社の見込み）が供給する建物全体で、太陽光パ
ネルの設置基準（義務量）を達成する仕組み
◦大手住宅メーカー等と住まい手が共に建物の環境性能の向上を推進

◦�4年9月の第3回都議会定例会にて基本方針を報告し、審議を経た上で、12
月の第4回定例会での条例改正案提出に向け準備をしていきます。
◦�都議会の議決後、2年間程度の準備･周知期間を設け、7年4月の施行を目指
します。

　都民や事業者の取り組みを都が後押しすることで、制度理解の深
化･円滑な制度施行につながる気運を醸成していきます。

新制度に対応した
住宅の普及促進

大手住宅メーカー等は環境性能の高い住宅を供給

住まい手は経済性･快適性･防災性を備えた住宅の取得が可能に

補助制度の充実

理解促進に向けた
情報発信

都の率先行動

｢太陽光パネルの標準設置｣
ムーブメントを醸成

検　診

計　画

ムーブメントの醸成

　都は、新築住宅を供給する大手住宅メーカー等に対し、太陽光発電設置等を義務付ける新たな制度を
検討しています。この度、制度構築に向けた基本方針を策定しましたので、お知らせします。

太陽光発電設置義務化等の基本方針を策定

環境局環境都市づくり課　☎03-5388-3707　

制度の概要

スケジュール

4（2022）年 5（2023）年 6（2024）年 7（2025）年

ムーブメントの醸成

お問い合わせ 最新の内容等は｢太陽光ポータルサイト｣をご覧ください。

新たな環境基本計画のポイント
〜2050年のあるべき姿の実現に向けた3＋1の戦略
　2030年までの行動が極めて重要との認識のもと、具体
的な目標と施策のあり方を戦略として取りまとめました。

　気候危機の深刻化、エネルギー危
機の影響の長期化が懸念され、都民
生活や事業活動に多大な影響を及ぼ
しています。

　エネルギーの大消費地･東京の責務として、2030年までに
温室効果ガスを50％削減する｢カーボンハーフ｣の実現に向
け、脱炭素社会の基盤の確立とエネルギー安全保障の確保の
取り組みを一体として加速させます。

　名所を巡りながら、大腸がんについて楽しく学べるウオーキングイベ
ントを開催。日常的な運動の継続は大腸がんの予防に効果があるといわ
れています。40歳になったら年1回の大腸がん検診を受けましょう。40
歳以上の参加者は、無料で大腸がん検診を受診できます（要事前申込）｡

　50年、100年先も魅力ある豊かな都市として発展していくため、新たな環
境基本計画を策定しました。本計画に基づき、環境施策を強化･拡充していき
ます。

◦�11月14日 〜20日 、スマートフォンアプリを使用して同じコースを自由に
歩く｢アプリでウオーク｣を開催します。実施方法等詳細は で。

Tokyo健康ウオーク2022事務局　☎03-3238-1197（10時〜17時30分、 除く）　
福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4367　 　https://www.tokyo-kenkowalk.jp/

環境局環境政策課　☎03-5388-3429　

お問い合わせ

お問い合わせ

歩いて学んで大腸がんを予防しましょう

新たな｢東京都環境基本計画｣を策定

危機を契機とした脱炭素化と
エネルギー安全保障の一体的実現

生物多様性の恵みを受け続けられる、
自然と共生する豊かな社会の実現

エネルギーの脱炭素化と
持続可能な資源利用によるゼロエミッションの実現

都民の安全･健康が確保された、
より良質な都市環境の実現

総力戦でエネルギーを｢へらす･つくる･ためる（HTT）｣取り組みの推進　など 生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せるネイチャーポジティブの実現　など

再生可能エネルギーの主力電力化、サーキュラーエコノミー※への転換　など
※���資源消費量の削減を優先し、製品等の長期使用やリユースを図り、廃棄がやむを
得ない物はリサイクルにより資源を循環する持続可能な経済構造

良好な大気環境の実現や、強
きょうじん

靭な廃棄物処理体制の確立　など

　今こそ行動を加速する時｢TIME TO ACT｣を合言葉に、
一緒に行動していきましょう。

CO2排出量を2030年までに50％削減する｢カーボンハーフ｣の
実現に向け、施策を計画的かつ安定的に推進していきます。

｢東京都環境基本計画｣の冊子はホームページからご覧いただけます。

なぜ今なのか？
～気候危機とエネルギー
　危機への対応

→
解決策
→

戦略0 戦略2

戦略 1 戦略3

第3回定例会
基本方針報告

第4回定例会
条例改正案提出 制度施行

準備・周知期間9月 4月12月

11月13日 　「みんなでウオーク」
旧国立駅舎を起点とした約8kmのコース
JR中央線｢国立｣駅　　 定　員  ��700人
�10月14日17時までに か、申込受付専用
電話☎0570-039-846（10時〜17時30分。

除く）で。無料大腸がん検診は先着500人。

開催日

集　合
申　込
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お知らせ

せいこうさん（タレント）。「特殊詐欺や悪
質商法から都民を守るために！」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

ひきこもりに関する
合同相談会�

　①10月8日 、曳舟文化センター（墨
田 区）で②10月29日 、武蔵野スイン
グホールで③12月4日 、産業貿易セン
ター浜松町館（港区）で。いずれも13時
〜16時、入退場自由。都内で活動する
NPO法人等がひきこもりの状態にある本
人･家族からの相談に応じます。

東京都ひきこもりサポートネット
0120-529-528か福祉保健局地域福祉
課☎03-5320-4039

東京都福祉保健基礎調査�

　無作為に抽出した子供を養育する
6,000世帯を対象に調査を行います。10
月12日〜11月11日に調査員が伺います
ので、ご協力をお願いします。

福祉保健局総務課☎03-5320-4011、
03-5388-1400

10月の宝くじ発売開始
予定日�

◦1等1,000万円スクラッチ（300円）22日
◦実りの秋くじ（200円）　　　　    22日
　（1等前後賞合わせて5,000万円）
◦1等50万円スクラッチ（200円）     22日
◦1等300万円スクラッチ（200円）   26日
◦1等10万円スクラッチ（100円）　 26日
◦1等1,000万円くじ（100円）　　　  26日
　（1等前後賞合わせて1,500万円）

財務局公債課☎03-5388-2685

水道･下水道料金の
支払い猶予�

　新型コロナウイルスの影響により、一時
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☎03-
5326-1101、〈多摩地区〉水道局多摩お
客さまセンター☎0570-091-101か☎
042-548-5110

10月は臓器移植普及推進月間･
骨髄バンク推進月間です�

　健康保険証等での臓器提供意思表示、
保健所･献血ルームでの骨髄ドナー登録に
ご協力ください。

福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4506

10月は
不正軽油防止強化月間です�

　不正軽油に関する情報は、
不正軽油110番 0120-231-793へ。

主税局課税部☎03-5388-2958

都提供テレビ番組「こどもスマ
イルテレビ〜こども記者編」� �

　10月16日 19時〜19時30分、TOKYO 
MXで。小学生が「こども記者」として、自
分たちで選んだ水をテーマに貯水池･浄
水場･水力発電所等を取材･撮影し、編集
する様子を放送。

子供政策連携室事業推進課☎03-
5388-2165

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6日 20時〜21時（再放送は12日

14時）、TOKYO MXで。司会／いとう

募　集

都市計画審議会の傍聴者�
　11月18日 13時30分、都庁で。抽選
で15人。申込／10月27日（消印）までに
往復はがき（1人1枚･重複申込不可）に住
所･氏

ふ り が な

名･電話･傍聴希望と書き、〒163-
8001東京都都市整備局都市計画課（☎
03-5388-3225）へ。審議案件は同課か

で。

スポーツ推進企業�

　従業員のスポーツ活動の促進やアス
リートの雇用、スポーツ大会協賛など、ス
ポーツ分野における支援活動を実施して
いる企業等を「東京都スポーツ推進企業」
として認定します。申込／10月28日まで
に で。内容等詳細は で。

生活文化スポーツ局スポーツ課☎03-
5320-7847

千代田区立神田一橋中学校
通信教育課程生徒�

　対象／昭和21年3月31日以前に尋常
小学校卒業または国民学校初等科を修了

したが、高校の入学資格がない方（おおむ
ね88歳以上）。または都内在住･在勤の満
65歳以上で、諸事情により中学校で十分
に学べなかった方など。選考／12月3日

。申込／10月17日〜11月18日（消印）。
募集要項･願書は千代田区立神田一橋中
学校（〒101-0003千代田区一ツ橋2-6-
14）☎03-3265-5961へ。

教育庁義務教育課☎03-5320-6752

国公立高校等に通う
多子世帯の授業料を支援�

　高校等に通う生徒の教育費負担を軽
減するため、要件を満たす多子世帯を対
象に、授業料の2分の1相当額（月額上限
4,950円）を支援。対象／都立以外の国
公立高校等に通学し、高等学校等就学支
援金の受給資格を有さない生徒の保護者
で、3年12月31日（新入生は入学日）以降
都内に在住し、扶養する23歳未満の子が
3人以上いる世帯の方。申込／12月15日

までに都内の国公立高校生は在学校、
都外の国公立高校生は教育庁高等学校
教育課へ。申込等詳細は で。

各校か同課☎03-5320-7862

職 員 採 用

月10日 。申込／10月21日10時〜
11月21日17時に で。
東京消防庁人事課 0120-119 -

882

東京消防庁職員
（自動車整備）　　　　�　��
　主な受験資格／昭和58年4月2日以
降生まれで、自動車整備士の資格（取
得見込み含む）を有する方。選考／12

詳細は必ず事前に などでご確認ください。

働　く

ベビーシッター募集セミナー�

　10月29日 13時、TKPガーデンシティ
渋谷で。ベビーシッター発掘･養成のため
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／10月26日までに

で。申込等詳細は 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

職業能力開発センター
技能祭　�

　各職業能力開発センター・校で10月〜
11月に開催。職業訓練科目の紹介、実演・
体験、工作教室、生徒作品の展示などを
実施。内容等詳細は で。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4716

東京都伝統工芸士展
新作コンクール�

　10月7日 〜13日 11時〜19時（13
日は18時）、伝統工芸青山スクエア（港区）
で。東京都伝統工芸士による新作34点を
展示。来場者の投票により最優秀作品を
決定（投票は11日まで）。投票者の中から
抽選で3人に伝統工芸品をプレゼント。作

介護と仕事の
両立推進シンポジウム�

　11月2日 13時30分、オンラインで。
200人。介護問題の専門家による基調講
演、企業による先進的な取り組み事例紹
介、介護を経験したゲスト、新田恵利さん

（歌手）等によるトークショーなど。申込等
詳細は で。

同事務局☎03-5422-1146か産業労
働局労働環境課☎03-5320-4649

品の予約購入も可。
東京都中小企業振興公社☎03-5680-

4631

「未来の東京の運動会」を
ライブ配信　�

　10月23日 13時〜17時、YouTube
で。渋谷にオープンする「アート×デジタル
×デザイン」の創造拠点「シビック･クリエ
イティブ･ベース東京」オープン記念イベン
ト。ゲームデザイナー監修のテクノロジー
を活用した運動会の実況中継を配信。視
聴方法等詳細は で。

東京都歴史文化財団☎03-6261-5420
か生活文化スポーツ局文化事業課☎03-
5388-3113

催　し

東京都立多摩産業交流センター
「東京たま未来メッセ」

　多摩地域の新たな産業交流の拠
点として10月14日に開業。多摩エリ
ア最大級の約2,400㎡の展示室と約
50㎡〜200㎡の大小7つの会議室を
有し、国際会議をはじめ大規模なイ
ベントの開催も可能です。
交通案内　
JR線「八王子」駅下車、徒歩5分。
京王線「京王八王子」駅下車、徒歩2分。

多摩地域における
雇用就業支援拠点
　求職者や労働者、企業向けの多様
なサービスを10月1日より提供。「東
京しごとセンター多摩」では、キャリ
アカウンセリング、各種セミナー･職
業紹介等。「労働相談情報センター
多摩事務所」では、労働相談や労働
セミナー等を実施。
交通案内　
JR線「立川」駅下車、徒歩4分。

お問い合わせ

多摩地域に産業交流･
雇用就業支援の新たな拠点オープン！

〈東京たま未来メッセ事業について〉産業労働局経営支援課　☎03-5320-4808
〈東京たま未来メッセ利用について〉同センター指定管理共同企業体　☎042-697-0802
〈東京しごとセンター多摩について〉産業労働局就業推進課　☎03-5320-4708
〈労働相談情報センターについて〉産業労働局労働環境課　☎03-5320-4647　

都庁SNS Twitter Facebook InstagramLINE
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「サステナブルを自分ごとに！」
ワークショップ　�

　①10月29日 ②11月6日 13時30分、
TKP新宿西口カンファレンスセンターで。
都内在住・在勤・在学の方、各日約40人

（応募多数の場合選考）。都を取り巻く課
題や国際的な取り組みを学び、皆で自分
ができるサステナブルなことを考える。申
込／①10月8日②10月13日までに で。

政策企画局外務部☎03-5320-6268

みんなの金融セミナー〜サステナ
ブルファイナンスと投資の基礎�

　10月8日 14時、オンラインで。金融
や投資、サステナブルファイナンスの知識
を身に付ける。司会／馬渕磨理子さん（経
済アナリスト）。申込／10月8日16時まで
に で。

同事務局（（株）時事通信社内）☎03-3524 
-6926か政策企画局戦略事業課☎03-
5388-2144

高齢者･運転免許返納者向け
自転車講習会�

　10月26日 13時30分、大崎警察署
で。都内在住･在勤の65歳以上の方、抽
選で30人。申込／10月17日（必着）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東京都生
活文化スポーツ局都民安全推進部☎03-
5388-3127へ。

老年学･老年医学公開講座
オンライン開催�

　「認知症医療の現場は今—進化する診
断、治療、共生」をYouTubeで公開。期
間／10月3日11時30分〜5年3月31日。
視聴方法等詳細は で。

東京都健康長寿医療センター☎03-
3964-1141

東京都立大学「グローバル教養
講座」を特設サイトで公開�

　国際的に活躍する大学教授や経済学者
らがこれまでに行った講座を公開。講師／
オードリー・タンさん（台湾デジタル担当
政務委員）、エマニュエル･トッドさん（歴史
学者）、ユヴァル･ノア･ハラリさん（ヘブラ
イ大学教授）など。内容等詳細は で。

東京都公立大学法人経営企画室☎03-
5990-5388

東京都立大学「グローバル教養講座」
特別編〜駐日大使による対談�

　10月15日 14時、同大学南大沢キャ
ンパスで。抽選で150人。駐日ノルウェー
大使、駐日UAE大使、都立大教員が環境

政策をテーマにトークセッションを実施。
申込／10月8日12時までに で。

東京都公立大学法人経営企画室☎03-
5990-5388

テーマ別環境学習講座　
オンライン開催�

　①10月15日 13時30分。「東京の自
然保護のこれまでとこれから」②11月26
日 13時30分。「食品ロスをおいしく減
らそう」。申込／各回開催当日11時までに

で。
東京都環境公社☎03-3644-2166か

環境局環境政策課☎03-5388-3464

視覚･聴覚障害者対象の
講座･教室�

　視覚障害／①「音楽教室」10月21日
13時〜15時30分。②「教養講座」10月
23日 13時30分〜16時。聴覚障害／
③「文章教室」10月5日〜26日の毎 13
時30分〜16時。各日30人。いずれも東
京都障害者福祉会館で。④「コミュニケー
ション教室」10月22日 〜11月5日 、オ
ンラインで。申込／①〜③は開催日まで
に①電話で東京都盲人福祉協会☎03-
3208-9001② か電話で教育庁生涯
学習課☎03-5320-6859③ か電話、
ファクスで東京都聴覚障害者連盟☎03-
5464-6055、 03-5464-6057④は10
月13日までに か で東京都中途失聴･
難聴者協会 03-5919-2563へ。

同課①②☎03-5320-6859③④☎
03-5320-6857

日比谷公園
ガーデニングショー2022�

　10月22日 〜30日 10時〜16時30
分（30日は16時）。「つなげよう！花とみど
りの力で」をテーマに、ガーデンコンテスト
作品の展示、植物の販売、20周年記念シ
ンポジウム、キッチンカーの出店など。

東京都公園協会☎03-5510-7185

都民クルーズ�客船「にっぽん丸」
東京発着「小笠原クルーズ」���

　12月6日 〜10日 （4泊5日、朝夕食
4回･昼食3回）を通常価格の10％引きで｡
スーペリアツイン15室（2人1室利用で大
人1人230,400円）。東京港発着。添乗員
なし。応募多数の場合抽選。申込／11月
4日（消印）までにはがきに催し名･人数･全
員の住所･氏

ふ り が な

名･生年月日･電話を書き、㈱
JTBクルーズ本店（〒104-0061中央区銀
座4-3-1-4階） 0120-366-686へ。

港湾局振興課☎03-5320-5529

10月は東京都消費者月間
くらしフェスタ東京2022�

　｢WEB交流フェスタ｣10月21日〜5年1
月20日。消費生活に役立つ情報やクイズ
ラリーなどを で公開。メインシンポジウ
ム｢もうけ話がトラブルに？｣10月12日〜
11月11日に配信。イベント等詳細は で。

同月間実行委員会事務局☎03-3267-
5788か 消費生活総合センター ☎03-
3235-4167

依存症対策普及啓発フォーラム
｢若者のこころと依存症｣�

　11月18日 13時、一橋講堂(千代田区)
およびオンラインで。都内在住･在勤･在
学の方、抽選で400人。近年の若者にお
ける依存症の理解と支援に関する講演
や、桂雀々さん(落語家)による落語、
トークショーなど。申込／11月11日17時
までに か電話、ファクスで住所･氏

ふ り が な

名
･電話･メールを同事務局☎03-6264-
0577、 03-6264 
-0569へ。

同事務局か中部
総合精神保健福祉 
センター☎03-3302 
-7702

東京ウィメンズプラザ
フォーラム�

　11月5日 ･6日 。①男女平等参画の
推進に向けたマインドチェンジ、配偶者暴

力対策などをテーマに、さまざまな民間
団体によるワークショップや講演会等。②
トークセッション「わたしが動くと未来が
変わる〜身近な気づきから始める男女平
等参画」5日 10時。抽選で200人（託児
有）。オンラインでも実施。申込／10月25
日までに で。

同プラザ☎03-5467-1714

旧三河島汚水処分場喞
ポ ン プ

筒場施設
見学会･キャンドルナイト�

　11月3日 、三河島水再生センターで。
日本初の近代下水処理施設の運転開始
100周年記念イベント。①13時〜15時、
施設見学会･ギター演奏②17時〜20時、
キャンドル観賞。

下水道局広報サービス課☎03-5320-
6515

ガイドと歩く街路樹ツアー�

　11月16日 ･22日 12時。抽選で各
日10人。丸の内界隈に秋の街路樹を訪ね
る。申込／10月23日までに で。

東京都道路整備保全公社☎03-5381-
3380

東京文化財ウィーク2022�

　企画事業（文化財巡り、講座などのイベ
ント）／10月1日〜11月30日。公開事業（通
常公開していない文化財を公開）／10月
29日 〜11月6日 。内容等詳細は で。

教育庁地域教育支援部☎03-5320-
6862

産業交流展2022�

　10月12日 〜11月4日 、特設サイト
上で。10月19日 ･20日 ･21日 10時
〜18時（21日は17時）、東京ビッグサイト
で。中小企業の優れた製品や技術を展
示。今年は「DX」と「脱炭素」に取り組む企
業が出展する特設ゾーンを設置し、体験
型企画展示も実施。オンライン展･リアル展

（会場）ともに登録が必要。
産業労働局商工部☎03-5320-4672

学　ぶ

「催し」の続き
催　し

　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5年9月末です。新規のパスは
10月1日から購入できます。

東京都シルバーパス新規購入の方へ

対象 都内に住民登録している70歳以上の方（寝たきりの方を除く）

購入 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
発行窓口へ。70歳になる月の初日から購入可能。	

費用

❶4年度住民税課税の方
　（❸を除く）

20,510円
（10月〜3月に購入の場合）

❷4年度住民税非課税の方 1,000円

❸�4年度住民税課税の方で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

必要
書類

■全員／本人確認書類（健康保険証･運転免許証･マイナンバーカードなど）	

■❷❸の方は次のア〜ウいずれか1点
　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）

　イ「4年度住民税非課税／課税証明書」　
　　非課税証明書、課税証明書で3年の合計所得金額が135万円以下	
　ウ「生活保護受給証明書（生活扶助）」
※アは再発行不可。イは区市町村で発行（原則有料）。
　ウ�は４年4月以降に発行され、生活扶助受給が確認できるもの。

東京バス協会シルバーパス専用電話
☎03-5308-6950（9時〜17時、 除く）
福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4275　

交　通

お問い合わせ
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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

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

　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。

文化･スポーツ

東京キャラバン�the�2nd�

　12月16日 16時30分、17日 13
時･16時30分、池袋西口公園野外劇場
で。抽選で各回350人。多彩なジャンル
のアーティストらが一堂に会し、新しい表
現によるパフォーマンスを創作･披露。申
込／11月14日までに で。

同事務局☎03-6426-0335か生活文
化スポーツ局文化事業課☎03-5388-
3178

親子で学ぶ！
再生可能エネルギーセミナー�

　11月6日 ･12日 10時45分･14時、
再生可能エネルギーPR館 エコっと白丸
で。小学4年〜6年（保護者同伴）、抽選で
各回20人（1組4人まで）。電力をへらす･
つくる･ためる（HTT）のうち「Tつくる」取り
組みの周知の一環として、再生可能エネ
ルギーの概要、水力発電の仕組み等を学
ぶ。申込／10月26日までに で。

交通局車両電気部☎03-5320-6164

都立学校公開講座�

　申込／ か往復はがきに講座名･住所
･氏

ふ り が な

名･年齢･性別･電話を書き、各校へ。

警視庁音楽隊　
ピーポくんファミリーコンサート�

　12月11日 14時、かつしかシンフォ
ニーヒルズで。出演／警視庁音楽隊･カ
ラーガード。申込／10月21日（消印）まで
に往復はがきに催し名･人数･代表者の住
所･電話･全員の氏

ふ り が な

名･年齢を書き、〒100-
8929警視庁音楽隊（☎03-3581-4321）
へ。応募多数の場合抽選。

都立スポーツ施設で
東京2020大会1周年記念事業開催�

　10月10日 のスポーツの日を中心に、オ
リンピック･パラリンピック競技の体験会やデ
モンストレーション、スポーツ教室等を実施。
一部要事前申込。内容等詳細は で。

生活文化スポーツ局スポーツ施設部
☎03-5320-7713

応募多数の場合抽選。受講料等必要。掲
載校以外も有。
　篠崎高等学校☎03-3678-9331

（〒133-0063江 戸 川 区 東 篠 崎1-10-1） 
「東京おとな散歩」11月5日 ･13日 ･20
日 （全3回）。締切／10月17日（消印）。

初めて防災を学ぶ方向け
「防災ウーマンセミナー」を配信�
　5年1月31日まで講義動画を配信。災
害発生時に地域や職場で起きることや身
を守るための備えを、女性の視点から学
ぶ。内容の振り返りが可能なチェックテス
ト有。申込／1月29日までに で。

同事務局☎03-3554-5039か総務局
防災管理課☎03-5388-2549

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　☎03-3561-3977
生活文化スポーツ局文化事業課　☎03-5388-3154　

お問い合わせ

鑑　賞

　10月7日（消印）までに、はがき（料金63円･往復はがき不可）に①希望公演
番号（1枚1公演･同一番号の複数申込不可）②人数（2人まで）③郵便番号･住
所④氏

ふりがな
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7,400人。

　当選者には、10月20日ごろ（公演番号1〜8）、11月2日ごろ（公演番号9〜
20）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176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。

都民の日記念／秋の「都民半額観劇会」

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

明治座�
S席：�7,250円
（800席）

「歌妖曲〜中川大志之丞変化
〜」
中川大志　ほか

1 11月15日 17時30分

2 11月29日 17時30分

東急シアター
オーブ�
S席：�7,500円
（2,000席）

ミュージカル「天使にラブ･ソ
ングを〜シスター･アクト〜」
朝夏まなと　石井一孝　
ほか

3 11月17日 18時

4 11月21日 18時

国立劇場�
1等席：�5,500円
（1,000席）

初代国立劇場さよなら公演　
11月歌舞伎公演
“歌舞伎＆落語　コラボ忠臣
蔵”
　落語一「殿中でござる」、
二「中村仲蔵」
春風亭小朝
　歌舞伎「仮名手本忠臣蔵／
五･六段目」
中村芝翫　ほか

5 11月22日 12時

6 11月25日 12時

東京芸術劇場
S席：�5,250円
（200席）

「守銭奴　ザ･マネー･クレイ
ジー」
佐々木蔵之介　ほか

7 11月29日 19時

8 11月30日 14時

シアタークリエ
指定席：�6,000円
（200席）

「4000マイルズ〜旅立ちの
時〜」
岡本圭人　高畑淳子　ほか

9 12月13日 18時30分

10 12月21日 18時30分

新橋演舞場
S席：�6,500円
（200席）

芸能生活60周年記念
「舟木一夫　ロングコンサー
ト	in	新橋演舞場」
舟木一夫
※公演日により曲目が異なります

11 12月16日 14時

12 12月19日 14時

浅草公会堂
1等席：�5,250円
（1,000席）

新春浅草歌舞伎
尾上松也　ほか

13 1月6日 15時

14 1月24日 11時

国立劇場�
1等席：�6,500円
（1,000席）

初代国立劇場さよなら公演
初春歌舞伎公演
尾上菊五郎　ほか

15 1月16日 12時

16 1月25日 12時

明治座�
S席：�7,000円
（800席）

ミュージカル
「チェーザレ　破壊の創造者」
中川晃教　ほか

17 1月17日 18時

18 1月24日 18時

シアタークリエ
指定席：�6,250円
（200席）

「ファースト･デート」
村井良大　桜井玲香　ほか

19 1月24日 18時

20 1月26日 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

申　込

入場券の送付

6年4月から不動産の相続登記が
義務化されます

相　続

お問い合わせ 都市整備局都市計画課　☎03-5388-3336　 　

　不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、
判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生
を防ぐための法律が成立し、不動産（土地･建物）の
相続を知ってから3年以内に相続登記を行うことが
6年4月1日から義務化されます。
　正当な理由なく申請をしない場合には10万円以
下の過料が科される可能性があります。制度等詳
細は東京法務局☎03-5213-1330や司法書士会、
法務省ホームページか同省民事第二課☎03-3580-
4111（代表）へお問い合わせください。

相続登記の義務化のポイント
◦	法律の施行日（6年4月1日）前に相続が発生していた場合も申請義
務が生じます。
◦	法律の施行日と相続により不動産の取得を知った日のいずれか遅
い日から3年以内に申請が必要です。

　所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事
業」の対象が災害関連施設等にも拡充され、事業の上限期間も20年に延
長されます。詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

不動産登記推進
イメージキャラクター

「トウキツネ」



柴又周辺と葛飾柴又寅さん記念館柴又周辺と葛飾柴又寅さん記念館（葛飾区）

文責：政策企画局広報広聴課

「くるまや」のセット。実際の椅子に座ったり
物に触れることもできる

58

表　彰

〈名誉都民･東京都歌について〉生活文化スポーツ局文化振興部　☎03-5388-3141
〈東京都功労者について〉政策企画局秘書課　☎03-5388-2064　

お問い合わせ

=パソコン用壁紙
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取り組み

「名誉都民」の称号を贈ります

石
い し

井
い

 ふく子
こ

さん（96歳）　テレビプロデューサー
　石井さんは、テレビプロデューサーとして数々のホーム
ドラマを世に送り出すとともに、舞台演出家としても多く
の作品を手掛けました。「心を伝える」ことを大切に、長き
にわたり第一線で活躍を続け、人々に希望や活力を与えて
います。

早
は や

田
た

 卓
た く

次
じ

さん（81歳）　元体操選手
　早田さんは、1964（昭和39）年の東京オリンピックで2つ
の金メダルを獲得し、体操界の発展に寄与しました。引退後
も後進の育成に尽力する傍ら、日本オリンピック委員会等
の役職を歴任するなど、スポーツの振興に多大な貢献を果
たしています。

本
ほ ん

多
だ

 一
か ず

夫
お

さん（88歳）　劇場経営者
　本多さんは、全国でも例のない個人劇場を数多く運営し、
演劇人の夢を支援し続けてきました。高い志を持ち、積極的
に前進し続ける功績は多大で、演劇界の発展のみならず、下
北沢を演劇の街として活性化させることにもつながってい
ます。

※電話番号を間違えないようにお願いします

印刷物規格表第1類　
印刷番号（3）57

[寅さん記念館]☎03-3657-3455。9時〜17時。一般500円。[山本亭]☎03-3657-
8577。9時〜17時。一般100円。いずれも第3火(祝の場合は翌日)･12月第3火 水 木は休館。

京成金町線「柴又」駅下車、徒歩約8分。

から、手話･筆談等で都庁･都事業所
(警視庁･東京消防庁は除く)へ問い合
わせができます。

聴覚障害者向け電話代理支援

　柴又駅のホームに降り立つと、そこは昭和を代表する映画｢男はつら
いよ｣の世界。駅前広場の寅さんと妹･さくらの銅像を過ぎると、柴又
帝釈天に向かう参道には団子屋や鰻屋などが軒を連ね、下町の情緒あ
る商いで賑う。
　帝釈天題

だい

経
きょう

寺
じ

は彫刻の寺とも呼ばれ、葛飾柴又の重要文化的景観
の核をなす。その先にある山本亭は、近代和風建築と純和風庭園が特
徴。中でも母屋に残る防空壕は歴史遺産としての山本亭の価値を高
めている。裏手には矢切の渡しで有名な江戸川。寅さん記念館はその
スーパー堤防を利用して造られた。
　寅さん記念館は、寅年の今年で開館25年目を迎える。館内には映
画で使用された｢くるまや｣のセットが大船撮影所から移設。お茶の間で
は、このセットで撮影した名場面を見ることができる。タコ社長の朝日
印刷所や、鉄道好きの山田洋次監督が監修した昔の駅舎なども細密に
再現され、古き良き昭和の暮らしや映画の魅力にはまること間違いな
し。商店街のジオラマ模型や帝釈人車鉄道の客車も見どころの一つ。
あちこちに散りばめられた｢隠れ寅さん｣を見つけるのも一興だ。
　併設の山田洋次ミュージアムでは、山田監督が半世紀にわたり手掛け
た作品を紹介。時代背景や監督の思いを感じることができる。監督の全
作品の予告編も楽しめ、渥美清さんの国民栄誉賞の盾も展示されている。
　10月29日 ･30日 は、寅さ
んサミットが開催される。寅さん
が劇中で旅した中の25の地域が
参加し、各地が大切にしている
原風景や文化芸能、特産品等が
柴又で楽しめる。さらに、帝釈天
参道では期間限定メニューの販
売や福引イベントも開催される。

葛飾区登録有形文化財の一つ、山本亭

広報東京都 検索
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
　　　☎︎03-5388-3093　FAX 03-5388-1329

▶ 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/

 

各種相談

「知事への提言」
（都政に対する提言･意見･要望等）

手紙･はがきで ファクスで ホームページで 電話で
〒163-8001　「都民の声総合窓口」 FAX 03-5388-1233 都庁総合 　https://www.metro.tokyo.lg.jp/ ☎03-5320-7725 〜 9時〜17時

配偶者等からの
暴力の相談など

東京ウィメンズプラザ一般相談 ☎03-5467-2455 毎日 9時〜21時
　　　　　　　　DV専用 ☎03-5467-1721 毎日 9時〜21時

男性相談 ☎03-3400-5313 17時〜20時、 14時〜17時
東京都女性相談センター ☎03-5261-3110 〜 9時〜20時
東京都女性相談センター多摩支所 ☎042-522-4232 〜 9時〜16時

若者総合相談センター「若ナビα」 ☎03-3267-0808 〜 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 12時〜翌5時30分
消費生活相談 東京都消費生活総合センター ☎03-3235-1155 〜 9時〜17時

労働問題に関する相談 東京都ろうどう110番 ☎0570-00-6110 〜 9時〜20時（ は17時まで）
教育相談一般･東京都いじめ相談ホットライン 0120-53-8288 毎日 24時間
人権に関する一般相談 東京都人権プラザ ☎03-6722-0124〜5 〜 9時30分〜17時30分
オウム脱会者等社会復帰相談 ☎03-5320-7720 〜 9時〜17時

外国人相談
（英語･中国語･韓国語）

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
9時30分〜12時
13時〜17時☎03-5320-7766 星期二･五

  ☎03-5320-7700   
交通事故相談 ☎03-5320-7733 〜 9時〜17時

 

古紙パルプ配合率100%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。

無料入浴券
「東京1

セントー

010クーポン」配布

配布期間
取得方法

お問い合わせ 生活文化スポーツ局生活安全課　☎03-5388-3058　

昭和レトロでノスタルジーに浸る

12月末まで（先着順）
イベント会場･施設のポスターからQRコードを読み取る。

　都内銭湯が無料で利用できるモバイルクーポンを配布。

　明治時代の東京市は自治が大きく制限されていましたが、1898（明治31）年に市制
特例が廃止され、同年10月1日に市長を持つ東京市が誕生しました。1952（昭和27）
年、「10月1日」を自治意識を高めようという願いを込めて「都民の日」と定めました。
　東京都は、この日、以下3人の方々の功績をたたえ、東京都名誉都民の称号をお贈り
します。また、都民の生活と文化の向上に貢献された303人（内団体20）の方々を東京
都功労者として表彰します。

10月1日は「都民の日」です

  「東京都歌」をご紹介します
　東京都歌は、1943（昭和18）年に東京府と東京市の合併により「東
京都」が誕生したことを受けて、歌詞･作曲の公募を行い、1947（昭和
22）年3月に決定しました。

歌詞と楽譜、
演奏データ等

利用方法等詳細はホームページをご覧ください。

★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

1面イラスト：Pobytov/妖精の花：ゲッティイメージズ提供

葛飾柴又寅さん記念館ⓒ松竹株式会社葛飾柴又寅さん記念館ⓒ松竹株式会社

〈次号（11月1日発行）は、10月31日･11月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉




