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新型コロナウイルスワクチンの１日でも早い接種を
あなた

と大切な人を守るために

東京都　ワクチンポータル 検索

発熱などの症状が出たら

その他相談窓口

検査で陽性となったら

発熱外来（診療･検査医療機関）を受診してください｡
■発熱外来（診療･検査医療機関）
　診察が受けられる医療機関を公表しています。
　かかりつけ医がいる場合は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
　受診を迷った場合は、東京都発熱相談センターや、#7119（救急相
談センター）、 #8000（小児救急相談）などをご利用ください。いずれ
も24時間、 も対応。

まずは、自身で抗原検査キットを使って検査してください。
検査キットや解熱鎮痛薬をあらかじめ購入しておきましょう。

■有症状者･濃厚接触者への抗原定性検査キットの配布
　症状がある方や濃厚接触者の方で検査キットの入手が困難な方に対し、都が
配布しています。専用サイトからお申し込みください。

■�小学生以下の子供は、かかりつけ医･地域の小児科などにご相談ください。
　特に、子供の場合は、症状は年齢などによってさまざまです。機嫌がよく、つ
らそうでなければ、慌てずに様子を見たり、かかりつけ医にご相談ください。

　東京都検査キット直接配送事務局 
　☎0570-020-205（ナビダイヤル） 
　9時～19時、土  日  祝も対応 

◦ 特に医師の診察や薬の処方を希望する方は、発熱外来（診療･検査医療機関）
を受診してください。

◦ 発熱外来のひっ迫時等に備え、東京都臨時オンライン発熱診療
センターを設置しています（9時〜24時、 も対応）。

◦ 受診を迷った場合は、東京都発熱相談センターや、
　#7119（救急相談センター）などをご利用ください。

▶ 65歳以上の高齢者、妊婦のほか、以下の疾患等に該当する方は、新型コロナウ
イルスの重症化リスクが高いと考えられるため、早めに相談･受診しましょう。

□糖尿病 □がん □慢性腎臓病 □脳血管疾患　
□慢性呼吸器疾患（COPD等） □高血圧　 □脂質異常症　
□心血管疾患　 □免疫機能の低下 □肥満（BMI30以上）   など

重症化リスクの高い方※、小学生以下の子供
※高齢者､基礎疾患がある方､妊娠している方　など

オミクロン株対応ワクチンの接種をおすすめします

重症化リスクの低い方
左記以外の方

■東京都発熱相談センター
発熱等の症状がある方で、かかりつけ医がいない方が相談できます。
☎03-6258-5780　☎03-5320-4592
☎03-5320-4411　☎03-5320-4551
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

■うちさぽ東京
体調不安や療養中の困りごとの相談を受け付けます。
　0120-670-440 
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
☎03-5320-4327　☎03-5320-5971　
☎03-5320-7030
いずれも24時間、土  日  祝も対応

■東京都陽性者登録センター
検査キットで陽性疑いとなった方に陽性確定診断を行い、陽性者とし
て登録します。また、医療機関で陽性と診断され、都が実施する支援を
希望する方の登録を受け付けます。web登録について、お困りの方は
ご相談ください。☎0570-080-197 24時間、土  日  祝も対応

▶�生後6カ月〜4歳には乳幼児
用ワクチンを使用します

▶�5〜11歳には小児用ワクチン
を使用します

ワクチンの情報や都の大規模接種会場および区市町村の会場の情報は、都のホームページまたは各区市町村にお問い合わせください。

▶1･2回目接種を受けた12歳以上の方
▶最終接種から3カ月以上経過している方
▶一人1回接種可能

オミクロン株対応ワクチンは、従来型を上回る効果が期待できます

何らかの事情で他のワクチンを希望される方は、
ノババックス社製ワクチンを接種できます。
接種条件等詳細はホームページをご確認ください。

福祉保健局防疫･情報管理課　☎03-5320-7574　お問い合わせ

Q． 乳幼児はいつから接種
が可能なの？

Ａ． 生後6カ月から接種可能
です。

Q． 接種をしても感染するかもしれ
ないんでしょ？

Ａ． 感染した場合でも、重症化を予防
する効果があります。

子供の接種もご検討ください

ワクチン接種ポータルサイト

有症状者向け 濃厚接触者向け

医療機関
一覧

オンライン発熱
診療センター

Q．一度感染したから接種しなくてもいいよね？
Ａ. ◦ 感染した方でも、獲得した免疫が時間とともに

減衰し、再び感染する可能性があります。
 ◦ ワクチン接種は、自然免疫(感染によって獲得す

る免疫)より強い免疫効果が期待できます。
 ◦ ワクチン接種によって免疫に幅ができ、新たな

変異ウイルスに対応できる可能性があります。
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取り組み

学　ぶ

平　和

支　援体　験

※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

会場開催

オンラインイベント

施設の特長

ワークショップと公演鑑賞で
伝統芸能を楽しく体感！

こども芸能体験ひろば実行委員会事務局（芸団協内）　
☎03-5909-3060　
東京芸術劇場　☎03-5391-2111

お問い合わせ

プリモホールゆとろぎ(羽村市)
3月21日

和
わ

妻
づま

（日本古来のマジック）、三味線 対象･定員  小学生各30人
落語、狂言、日本舞踊 対象･定員  小学生各20人

体験プログラムの講師陣によるダイジェスト公演
　　　　    KYOKOさん(和妻)／大藏彌太郎さん他(狂言)／ 

清元香葉さん他 (三味線)／花柳秀衛さん他 
(日本舞踊)／立川談幸さん(落語)

対象･定員
どなたでも

800人

　体験プログラム（一つ選択）　13時〜14時

　鑑賞プログラム　14時30分〜16時30分

会　場
開催日

出　演

2月1日〜3月6日に で。応募多数の場合
抽選。鑑賞プログラムのみの申し込みも可。

（株）TOKYO GLOBAL GATEWAY　 0120-86596-1　
教育庁指導企画課　☎03-5320-7772

お問い合わせ

体験型英語学習施設を
立川にオープン！
　東京都は、児童･生徒が英語に親しみ、使う楽しさを体感する
ことで英語学習の意欲向上のきっかけ作りとなるよう、平成30
年、「TOKYO GLOBAL GATEWAY BLUE OCEAN」を江東区
青海に開設しました。
　そして5年1月、立川に「TOKYO GLOBAL GATEWAY GREEN SPRINGS」
をオープン。英語を話したくなるさまざまな仕掛けを用意しています。

◦ デジタル技術とリアルに作り込まれた造形を組み合わせ、外国にいるか
のような雰囲気を演出

◦ 外国人講師を児童･生徒8人に対し1人配置し、英語の発話を引き出す
◦ 多摩地域の豊かな自然をテーマとしたプログラムなどを英語で学習

　いつでも、どこでも、誰でも使える英語教育･国際教育ポー
タルサイト「Tokyo GLOBAL Student Navi」を公開。英語
学習や都の取り組みに関する情報収集にご活用ください。

空港をイメージしたエントランス 日常英会話にチャレンジする
「アトラクションシーン」

※今後、幅広い層を対象とした個人での利用も展開します

TGG 検索

申　込

日　時

期　間

会　場
3月5日 〜11日 11時〜19時

3月19日 まで

汐留シオサイト地下歩道

https://fukkou-forum.jp/

◦�震災･復興の記録をパネル展示や映像で紹介
◦�都の被災地支援の取り組み紹介、VR視聴体験
◦�東北4県の特産品･ご当地スイーツ販売　など

◦�羽生結弦さん(プロスケート選手)、 
東北4県知事および小池知事によるメッセージ動画
◦�震災伝承施設･団体、防災･減災の取り組み紹介　など

　東北4県の食材や、それらを使った料理の写真をインスタ
グラムに投稿して、｢東北の食｣を盛り上げよう。写真を投稿
＆公式アカウント「＠tohoku.fukkou.ouen」をフォローす
ると、県産品を抽選でプレゼント！

#東北チャージメシ2023　 
ハッシュタグキャンペーン　2月10日〜3月11日

　東京都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、平成2年に「東京
都平和の日条例」を制定し、3月10日を「東京都平和の日」と定めました。
　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日は「東京都平和の日」

　震災からまもなく12年。震災の風化防止
や支援継続を呼び掛けるイベントを東北4県

（青森･岩手･宮城･福島）と東京都が合同で開
催します。今年は会場開催とオンラインで実
施します。

｢東日本大震災風化防止イベント
〜さらなる復興に向けて2023〜｣開催！

　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。

2月7日は「北方領土の日」

〈イベントについて〉 同イベント事務局　☎024-973-7481(10時〜17時、 除く）
〈事 業 に つ い て〉総務局都内避難者支援課　☎03-5388-2384

お問い合わせ

お問い合わせ

　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。

北方領土
イメージキャラクター

 エリカちゃん

日　時 　3月10日 14時　　 会　場 　都庁大会議場
人　数 　抽選で120人
申　込 　2月8日（消印）までに往復はがきに人数（3人まで）･

全員の住所･氏
ふりがな

名･年齢･電話を書き、東京都平和の日
記念式典公募申し込み事務局（〒107-0062港区南青山
4-18-21-117エイアンドエー（株）内）へ。

東京都平和の日記念式典･記念演奏参加者を募集

生活文化スポーツ局文化振興部　
☎03-5388-3141　

お問い合わせ

政策企画局外務部　☎03-5388-2222　
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ただし自転車の通行はできません。
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スポーツ

東京マラソン財団　�〈交通規制について〉☎03-6706-2433（10時〜17時、 除く。2月27日〜3月4日は18時まで。3月5日は7時〜20時30分）�
〈大会について〉☎03-6635-5351（10時〜17時、 除く）　�
https://www.marathon.tokyo

お問い合わせ

　大会当日はコース沿道で長時間の交通規制が
行われます。ホームページでは大会当日の迂

 う  か い

回
ルートや、コース上の規制時間を掲載しています
ので、ぜひご利用ください。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

東京がひとつになる日。

東京マラソン2023 3月5日
開催

車いすマラソン（フル･10.7km） ⇒ 9時5分  
マラソン（フル･10.7km） ⇒ 9時10分 スタート

交通規制に関するホームページ
https://www.marathon.tokyo/about/traffic/

区間（コース） 道路名
（通称を含む） 規制時間

東京都庁周辺
（スタート付近）

都庁通り 6:00～10:15
議事堂通り等 6:30～10:15

①議事堂北 ⇔ ②新宿五丁目 北通り、靖国通り等 8:35～10:15
②新宿五丁目 ⇔ ③市谷見附 靖国通り 8:35～10:40
③市谷見附 ⇔ ④飯田橋 外堀通り 8:45～11:05
④飯田橋 ⇔ ⑤水道橋 外堀通り 8:45～11:10
⑤水道橋 ⇔ ⑥神保町 白山通り 8:45～11:20
⑥神保町 ⇔ ⑦小川町 靖国通り 8:50～11:20
⑦小川町 ⇔ ⑧須田町 靖国通り 8:50～11:45
⑧須田町 ⇔ ⑨上野広小路 中央通り 8:55～11:50
⑧須田町 ⇔ ⑩今川橋 中央通り 8:55～11:55
⑩今川橋 ⇔ ⑪日本橋北詰 中央通り 8:55～12:00
⑪日本橋北詰 ⇔ ⑫日本橋 中央通り 8:55～14:45
⑫日本橋 ⇔ ⑬茅場町 永代通り 8:55～14:45
⑬茅場町 ⇔ ⑭浜町中ノ橋 新大橋通り 9:00～14:35
⑭浜町中ノ橋 ⇐ ⑮東日本橋 清洲橋通り 9:00～14:30
⑮東日本橋 ⇔ ⑯蔵前一丁目 清杉通り、江戸通り 9:00～14:25
⑯蔵前一丁目 ⇔ ⑰厩橋 江戸通り 9:00～14:15
⑰厩橋 ⇔ ⑱雷門・吾妻橋 江戸通り等 9:00～12:45
⑯蔵前一丁目 ⇔ ⑲石原一丁目 蔵前橋通り 9:00～14:15
⑲石原一丁目 ⇔ ⑳森下駅前 清澄通り 9:00～14:05
⑳森下駅前 ⇔ �深川一丁目 清澄通り 9:00～13:50
�深川一丁目 ⇔ �富岡八幡宮先 清澄通り、永代通り 9:00～13:40
⑫日本橋 ⇔ �日本橋三丁目 中央通り 8:55～14:50
�日本橋三丁目 ⇔ �銀座四丁目 中央通り 9:35～15:00
�銀座四丁目 ⇐ �数寄屋橋 晴海通り 9:40～15:15
�数寄屋橋 ⇔ �日比谷 晴海通り 9:40～16:20
�日比谷 ⇔ �御成門 日比谷通り 9:40～16:20
�御成門 ⇔ �芝五丁目 日比谷通り 9:40～16:00
�芝五丁目 ⇔ �田町駅西口先 第一京浜 9:40～15:40
�仲通り入口 ⇒ �行幸通り 仲通り 9:00～16:25
�行幸通り ⇔ フィニッシュ 行幸通り 7:00～21:00
※ ⇔ 両方向とも車両の通行が禁止されます。
　 ⇒ 矢印方向の車両の通行が禁止されます。
※ コースと接続している道路も車両の通行が禁止されます。（コー

ス直近の区間のみ）
※ 規制時間は目安であり、当日の競技状況によって、変わる場合が

あります。

区間（コース） 道路名
（通称を含む） 規制時間

フィニッシュ周辺エリア

日比谷通り
日比谷 ⇔ 大手町 7:00～18:00

晴海通り
祝田橋 ⇔ 日比谷 9:40～16:20

※ ⇔ 両方向とも車両の通行が禁止されます。

凡　例
マラソンコース
通行推奨ルート
主な通行可能ルート
コース横断可能道路
（立体交差）

　東京マラソン当日、コース沿道18カ所の会場では、音楽演
奏やダンス、和太鼓などのさまざまなパフォーマンスでラン
ナーを応援します。

ランナー応援イベント2023 マラソン祭り
　3月2日 ･3日 ･4日  10時〜21時（4
日は18時まで） 東京ビッグサイト南展示
棟で。最新のスポーツギアの販売やデモン
ストレーション体験等を実施。

東京マラソンEXPO 2023
　対象のランニングイベント等への
参加でもらえる「ランフェス缶バッ
ジ」の提示により、さまざまな特典が
受けられます。イベントの
詳細は で。

東京ランニングフェスタ

�同事務局　☎03-6865-1959（10時〜17時、 除く）�
生活文化スポーツ局国際大会課　☎03-5388-3649�
https://www.tokyo42195festa.net/

ⓒ東京マラソン財団



Information／暮らしの情報 5
令和5年（2023年）2月1日　第930号

募　集

お知らせ

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336
戸③居室内で病死等があった住宅136
戸。募集の案内･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。4日 ･5日

は、9時30分〜17時に東京観光情報セ
ンター（都庁第一庁舎1階）前で。 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。2月1日〜15日に からも申
し込み可。

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
費生活に関するテーマの調査。区分／A:

食品の表示状況の店舗調査（3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
20点の内容量調査（3回）。資格／5年4
月1日現在、18歳以上で、 閲覧とメー
ル送受信･ からの調査回答ができる方。
人数／300人（選考有）。任期／6年3月ま
で。謝礼／調査1回3,000円ほか。申込／
2月14日までに で。申込方法等詳細は

「東京くらしWEB」で。
生活文化スポーツ局消費生活部☎03-

5388-3076

女性活躍推進事業�女子中高生必見！
デジタル企業「オフィスツアー」�

　3月27日 14時、Facebook Japan
（株）（港区）で。対象／都内在住･在学の女
子中･高校生、抽選で40人。進路の選択
肢拡大を目的に、デジタル業界で働く魅
力を伝える。申込／2月20日17時までに

で。申込等詳細は で。
生活文化スポーツ局男女平等参画課

☎03-5388-3189

5年度から高校生等医療費助成事業
○青（マルアオ）が始まります�

　対象／高校生相当年齢の方（高校在学
中であるか否かは問いません）。所得制限
や窓口負担の有無等は区市町村により異
なります。手続き等詳細はお住まいの区
市町村担当窓口へ。

区市町村か福祉保健局医療助成課
☎03-5320-4282

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、2月28日 ま
でにお納めください。口座振替を利用中
の方は、前日までに入金をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響等によ
り納税が困難な場合は、所管の都税事務
所にご相談ください。

主税局相談広報班☎03-5388-2925

不妊･不育ホットライン�

　☎03-3235-7455
　毎 10時〜19時（ ･年末年始除く）、
毎月1回 10時〜16時。 の開設日は
で。不妊や不育症で悩んだり傷ついてい
る方の相談に、専門の研修を受けたピア

（仲間）カウンセラーが応じます。
福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

4372

水道･下水道局を装った
悪質な訪問販売に注意！　�

　主な手口／宅地内の水道管や排水管
の点検･清掃･修理などを行おうとする。
少しでも不審に感じた場合の対応／職
員の身分証や作業委託証明書を必ず確
認、宅地内に入れず作業をさせない、そ
の場で契約や支払いをせず早めに相談。

水道局お客さまセンター☎0570-091-
100か下水道局排水設備課☎03-5320-
6581〈契約上で困ったとき〉消費者ホット
ライン☎188

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28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。

衆議院小選挙区
区割り変更について�

　公職選挙法の一部を改正する法律（区
割り改定法）が4年12月28日から施行さ
れました。東京都内の小選挙区の数は5
増えて30選挙区となり、次の衆議院議員
総選挙から新しい選挙区で選挙が行われ
ます。改定後の新選挙区は で。

選挙管理委員会事務局選挙課☎03-
5320-6911〜6913

働　く
福祉の仕事　
就職フォーラム�

　3月5日 12時〜17時、東京国際フォー
ラムで。85法人が出展する福祉系合同就
職説明会。対象／学生･転職希望者等。
事前予約不要。 で出展法人の詳細情報
や福祉業界･就活応援セミナーを配信。

東京都福祉人材センター多摩支所☎
042-595-8422か福祉保健局地域福祉
課☎03-5320-4049

緊急情報伝達試験を
2月15日に実施�

　2月15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
無線等による放送や防災情報メールの送
信等が行われます。実施内容等詳細は各
区市町村へお問い合わせください。
◦ 弾道ミサイルが落下する可能性がある

場合は、Jアラートを使用して情報伝達
します。「すぐ逃げる離れる隠れる」の
行動を。避難行動等詳細は で。
総務局防災管理課☎03-5320-7891

2月は東京都アレルギー疾患
対策推進強化月間�

　花粉の飛散や新学期に備え、アレル

観光関連の企業が参加！
緊急対策�合同就職面接会�

　3月8日 ･9日 11時〜19時（9日は18
時）、東京ドームシティプリズムホール（文
京区）で。対象／観光関連の仕事に関心
のある求職者･転職希望者等。参加企
業／2日間で約50社。申込／3月7日まで
に で。当日参加も可。専門家による個
別相談も実施。参加企業等詳細は で。

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4720

ギー疾患について正しく理解しましょう。
強化月間中に開催する講演会やアレル
ギー疾患に関する正しい情報は「東京都ア
レルギー情報navi.」に掲載。

福祉保健局環境保健衛生課☎03-
5320-4493

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）1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）  1日
　（1等前後賞合わせて3,000万円）
◦ 1等1,000万円くじ（100円）           8日
　（1等前後賞合わせて1,500万円）
◦ 1等100万円スクラッチ（200円）     8日

財務局公債課☎03-5388-2685

職 員 採 用

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�

-7494

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

詳細は必ず事前に などでご確認ください。

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

浜
はま

中
なか

英
えい

治
じ

さん（製材･建築業／日の出町）

　東京の西に位置する日の出町で製材業
を営む浜中英治さんは、大学を卒業する
と同時に父の仕事を継いだ。約50年前の
ことだ。当時は山から木を伐

き

り出す木材
業が中心で、加工は共同製材所を借りて
いた。浜中さんの代になり、製材業へと
事業を拡大。今では丸太を挽

ひ

く製材機3
台、表面を滑らかにする加工機2台、木材
を乾燥させるための乾燥機3台を備える。
木材は3カ月〜半年かけて製材、乾燥し
て材木となっていく。
▶多摩産材に失礼じゃない仕事の仕方
　2,500坪の工場敷地内には常に大量の
スギやヒノキの木材が積み上がり、その
大半が多摩産材。地域材が集まって市場
が立つ多摩木材センターで月に2回、4t
トラックに25台分ほどの原木を仕入れて
くる。いい木材は製材しても曲がらない。
切り口と木肌で見極める｢まぐろと一緒｣
と笑う。その技術と眼力は、父の背中を
見ながら工夫を重ね、独自で会得した。
　浜中さんは｢木がかわいそうだ｣と言う。
50年、100年と時間をかけて育った木の
対価が低いからだ。東京の木は全国レベ
ルで比べても品質がいい。だからこそ｢木
に失礼じゃない仕事をしないとね｣と真摯
に取り組む。多摩産材を使って良質な製
材を提供するうち、公園や施設の遊具や

設備等の施工の依頼も増えていった。
▶�家族一丸で地域材の最終形・建築業へ
　2人の息子は、浜中さんと同じように
大学卒業とともに家業に就いた。今では
長男が工場全体を取り仕切り、建築士の
次男と長女が設計･施工を手掛ける。コン
セプトは、自家製材した地域材で建てる
木の香りがする家だ。これまでに小さな
リフォームを含めると約100件を手掛け、
工場近くには多摩産材で作ったモデルハ
ウスも公開する。｢伝統工法で作れば日
本の木材も生きる｣と細めた目が鋭く見据
える先は、次世代の担い手たちが築く地
域材の未来だ。

地域材･多摩産材を生かして未来へ第13回

皮も端材も捨てるところなく、
角材や木片チップ等に加工して活用

東京の恵みを届けます

都庁SNS Twitter Facebook InstagramLINE

※ ＝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 ※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

　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。

催　し
小石川後楽園
「文化財指定100周年記念行事」�
　2月4日〜3月10日9時〜17時、同園や
文京シビックセンター等で。文化財指定か
ら100年を記念し、特別講演会、パネル
展、伝統芸能公演、スタンプラリー等を実
施。講演・イベントは要事前申込。申込等
詳細は で。

同園☎03-3811-3015

パラアスリート雇用の最前線
BEYOND�CONFERENCE開催�

　2月28日 ①14時30分②16時10分、
産業貿易センター浜松町館で。①障害
者雇用を推進するパラリンピアンによる
講演、雇用事例の紹介。200人②ワーク
ショップ･交流会。50人。申込／2月23日
17時までに で。

生活文化スポーツ局パラスポーツ課☎
03-5388-2882

東京水辺ライン�

　「関東大震災から100年･水上バスで
巡る隅田川の防災対策」。3月8日 9時、
両国リバーセンター集合。4,900円（ホ
テルランチ付）。中学生以上、抽選で40
人。申込／2月15日（必着）までに かは
がきに催し名･人数･代表者の住所･氏

ふ り が な

名･
年齢･電話･メールを書き、東京水辺ライン

（〒130-0015墨田区横網1-2-13）☎03-
5608-8869へ。

東京ホームタウン大学〜超高齢社会の
地域づくり･つながり応援イベント�

　3月3日 ･4日 13時〜17時、オンラ
インで。800人。これからの地域のあり方
や身近な地域とつながるヒントを提案す
る、年に一度の「大学」。村田幸子さん（元
NHK解説委員）らによるトークセッション、
地域活動団体のテーマ別分科会など。申
込等詳細は で。

同事務局☎050-3188-6171か福祉保
健局在宅支援課☎03-5320-4271

都内アンテナショップを巡る
スタンプラリー等�

　3月5日まで。参加ショップを巡るスタン
プラリー、お買い物レシートチャレンジ、オ
ンラインクイズラリーを開催。各イベント
に応募すると抽選で500人に全国の特産
品をプレゼント。内容等詳細は かアン
テナショップ等で配布のガイドブックで。

ドットコネクトアンテナショップ事務局
☎03-6452-9274（10時〜18時）か産業
労働局観光部☎03-5000-2426

海の森公園　
プレオープンイベント�

　3月の 全9日10時〜15時（4日
は午後のみ）。普段は入れない海の森公園
予定地（森づくりエリア）の見学やデイキャ
ンプ、移動動物園など。一部イベントは有
料･要事前申込。内容等詳細は で。

港湾局海上公園課☎03-5320-5590

学　ぶ

視覚･聴覚障害者対象の
講座･教室�

　視覚障害／①「音楽教室」2月17日
13時〜15時30分。②「教養講座」2月19
日 13時30分〜16時。聴覚障害／③「文
章教室」2月1日〜22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」2月18日 〜3月4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2月9日ま
でに かファクスで東京都中途失聴･難
聴者協会 03-5919-2563へ。

同課①②☎03-5320-6859③④☎
03-5320-6857

食肉市場「肉料理講習会」
市場の紹介と調理実習�

　3月10日 10時。抽 選 で16人。500
円。動画等で市場について学び、料理研
究家による肉料理の実演を見ながら調
理。申込／2月14日（消印）までに か往
復はがきに催し名･住所・氏

ふ り が な

名（1人のみ）・
年齢・電話を書き、食肉市場業務衛生課

（〒108-0075港区港南2-7-19）☎03-
5479-0694へ。

人権問題都民講座
「みんなで楽しむ映画とは」�
　2月18日 13時、①東京都人権プラザ
で。40人②オンラインで。100人。障害の

有無に関わらず映画を楽しめるユニバー
サルシアターを日本で初めて作った平塚
千穂子さん（シネマ･チュプキ･タバタ代表）
が、「ユニバーサル上映」の取り組みにつ
いて紹介。さまざまな見え方、聴こえ方を
体験するワークショップも実施。申込／2
月10日までに か電話で同プラザ☎03-
6722-0123へ。応募多数の場合抽選。

在宅療養に係る
多職種連携連絡会シンポジウム�

　2月18日 14時、オンラインで。在宅療
養者を支えるさまざまな職種の仕事内容
について、中高生や医療･介護系の学生向
けに講演。申込／2月12日までに で。

福祉保健局医療政策課☎03-5320-
4446

沖ノ鳥島･南鳥島
シンポジウム�

　3月4日 13時、新宿パークタワーで。
抽選で250人（1組4人まで）。両島に関す
る研究調査の講演やパネル展示など。申
込／2月11日までに か所定の様式（
で入手可）をファクスで、同事務局（ 03-
5361-8391）へ。未就学児の託児有。

同事務局☎03-5361-8393か総務局
振興企画課☎03-5388-2978

環　境

〈太陽光発電について〉クール･ネット東京ワンストップ相談窓口　①☎︎03-5990-5236
〈補助金について〉クール･ネット東京　②☎︎03-5990-5159　③☎︎03-6258-1510
〈事業について〉環境局家庭エネルギー対策課　☎︎03-5388-3533（④も含む）

家庭向け補助制度

お問い合わせ

　各種補助制度を拡充しました。
ぜひご活用ください！

❸ 蓄電池を設置
❷ EV用充電器

❹ 再エネ電気高圧一括受電

パワーコンディショナの更新

◦3kW以下
　〔新　　築〕1kWあたり12万円（最大36万円）
　〔既存住宅〕1kWあたり15万円（最大45万円）
◦3kW超
　〔新　　築〕1kWあたり10万円（最大500万円）
　〔既存住宅〕1kWあたり12万円（最大600万円）

　機器費･工事費の4分の3
　1kWhあたり上限15万円（最大1,500万円）
　※��5kWh未満の場合、1kWhあたり19万円。5kWh以上
6.34kWh未満の場合一律95万円

◦充電設備の導入　25,000円（定額）

◦超急速･急速充電設備の購入費用　全額
◦普通充電設備（V2Hを含む）の購入費用　半額
◦設置工事費用　最大500万円（超急速充電設備）他

◦受変電設備を設置　最大1,000万円
◦太陽光発電設備を設置　
　〔新　　築〕1kWあたり10万円
　　　　　　（最大500万円）
　〔既存住宅〕1kWあたり24万円
　　　　　　（最大1,200万円）
※�高圧一括受電による再エネ100%電気の契約
が条件
※5年度から受け付け開始

　機器費の2分の1　最大10万円

※�太陽光発電設備の設置･工事は、窓･ドアの断
熱改修、蓄電池、V2H、エコキュート等のいず
れかと合わせて設置した場合に補助します

◦防水工事　1kWあたり上限18万円
◦架台設置　1kWあたり上限20万円

　機器を設置する方は、周辺環境に配慮し、各種ガイドラインに準
拠するとともに、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
で定める日常生活の騒音･振動の基準を遵守してください。

再エネ設備等の機器
設置に関する留意点

お得に使える 集合住宅（陸屋根形状）のみ

集合住宅
のみ

戸建てのみ

◦　　 は1月31日から受け付けます
◦�太陽熱、地中熱の導入に対する補助制度もあります
◦�各種補助金や助成金は要件を満たす必要があります

わが家はわが家は
発電所発電所

❶ 太陽光発電設備を設置

各補助制度の内容等詳細は
ホームページをご確認ください。

集合住宅のみ

沖ノ鳥島



東京工芸大学 東京工芸大学 
杉並アニメーションミュージアム杉並アニメーションミュージアム（杉並区）

文責：政策企画局広報広聴課

受付の後ろの柱には作家直筆サインが

=パソコン用壁紙62
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東京都公式動画チャンネル「東京動画」にアクセス！  　　　　　　　検索東京動画

お知らせ

※電話番号を間違えないようにお願いします〈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。〉

[東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム]☎03-3396-1510。10時〜18時。
月(祝の場合は翌日)･年末年始休館。

JR･地下鉄｢荻窪｣駅から0番･1番乗り場のバスに乗り、｢荻窪警察署前｣下
車、徒歩1分。

　閑静な住宅街に調和するシックな建築物。この建物の3フロアにアニ
メーション(以下、アニメ)全般を総合的に紹介する賑やかなミュージア
ムがある。平成17年に開館した杉並区の施設で、平成30年9月から東
京工芸大学とのネーミングライツ協定により現在の名称となった。
　入口のある3階は常設展示フロア。まずは日本のアニメの歴史が年表
や映像等により紹介されているコーナーへ。昭和の懐かしいテレビアニ
メに触れて思わず声を上げそうに。雑然とした机が並んでいるのは｢機
動戦士ガンダム｣の監督をはじめ、作画監督、美術監督の机を再現した
もの。机と映像で｢アニメが出来るまで｣を説明したユニークな展示だ。
　さらにアニメのアフレコができるブースもある。マイクを持ち、画面
に映し出される動画に合わせてセリフを読めば、自分の声でアニメが
再生。声優体験ができることに驚かされる。絵が動いて見えるアニメ
の原理を説明する装置で学んだ後は、実際にアニメを制作体験できる
コーナーへ。少しずつずらして描いた絵を撮影することで、オリジナル
の｢パラパラアニメ｣が完成。体験コーナーは誰でも参加が可能だ。
　中3階には、アニメに関する映像や書籍を閲覧できる｢アニメライブラ
リー｣、企画展関連やクラシック作品等を上映する｢アニメシアター｣、そ
して年3〜4回展示替えする企画展のスペースがあり、何度訪れても楽
しめる仕掛けが盛りだくさん。
　アニメ制作会社が多数集まり、
数多くの上質な作品を生み出す
杉並区。商店街にアニメのフラッ
グやモニュメント等もあるので、
好きなキャラクターを探しながら
の散歩も一興ではないだろうか。

4月2日まで企画展｢映画ドラえもん展｣開催中

東京都LINE公式アカウントをリニューアル！

お問い合わせ

お問い合わせ

政策企画局広報広聴課　☎︎03-5388-3122　

政策企画局プロジェクト推進課　☎︎03-5388-2088　

アニメの制作過程をリアルに体験

　都の重要なお知らせやイベント等のお得な情報など、都政に関する情報を幅広く
お知らせする｢都LINE公式アカウント｣が生まれ変わりました。

LINEスタンプ
を配布中！

人気キャラクター｢けたくま｣と都が
コラボしたLINEスタンプを配布中。
友だち追加をして使ってください！

ダウンロード期限
4月3日まで

(ダウンロード後、
180日間利用可)

◦�興味･関心に合わせた情報を配信
　｢防災｣｢くらし･住まい｣｢高齢者･福祉｣｢文化･芸術｣など20のカテゴリーの中から
欲しい情報を設定することで、自分に合った情報を入手できます。
◦災害時に必要な防災情報を配信
　Lアラート(災害情報共有システム)との連携により、防災情報をプッシュ配信。
◦｢都民の声｣を受け付け

けたくまとは？ �けたたましく動くクマ。人気クリエイター｢たかだべあ｣さん制作によるキャラクター。

印刷物規格表第1類　
印刷番号（3）57

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。

★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

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

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
女性相談センター ☎03-5261-3110 〜 9時〜21時、以外は17時
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）
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

 

★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

733万8,065世帯　人口1,404万2,127人（男：688万9,012人　女：715万3,115人）
＊参考：外国人数�58万686人4年12月1日現在の推計

世帯と人口
1面写真：Image�Source�/�ゲッティイメージズ

強靭で持続可能な都市を目指して
2040年代に目指す姿の実現に向け、15兆円にのぼる対策を実施

詳しくはデジタルパンフレットをご覧ください。

ⓒ藤子プロ･小学館･テレビ朝日･シンエイ･ADK 1980-2023ⓒ藤子プロ･小学館･テレビ朝日･シンエイ･ADK 1980-2023

2月号は1月17日時点の情報に基づき作成しています。

TOKYO強靭化TOKYO強靭化
プロジェクトプロジェクト

始動始動

風水害への備え 地震への備え 火山噴火への備え
電力・通信の途絶への備え 感染症にも強いまちづくり

東京が直面する危機への備え



「環境」「防災」「金融」…あらゆる都市課題は“確かさ”と“不確かさ”が表裏一体となり、これまでの価値観
では測れない、一歩先の明日さえも予測が難しい時代に突入しました。
こうした中で、 “次世代につなげる都市像”を示していくために、イベントや国際会議などを通じて、東京
から世界へさまざまな「持続可能な新しい価値」を発信していきます。
最先端のテクノロジー･多彩なアイデアやデジタルノウハウなど、最新技術はもちろんのこと、温故知新
から得られる視点やアイデア･文化芸術面も織り交ぜて。
過去と未来をワールドワイドに横断し、世界共通の都市課題を克服するために。

東京で“未来を、にぎる。”
それが、SusHi Tech Tokyoのメッセージです。

Sustainable High City Tech Tokyo …の頭文字
をとって「SusHi Tech Tokyo＝スシテック東京」と
しました。
職人の技術により、旬の素材をひとつの文化へと昇
華させてきた“鮨”を再解釈。テクノロジーなどを通
じて「持続可能な新しい価値」を生み出し、東京から
世界へ発信していきたいという思いが込められてい
ます。

「SusHi Tech Tokyo」の名の下に、この2月より、各種イベントが開催され
ます。
まずは2月27日、28日に開催される「City-Tech.Tokyo」。
さまざまな最新技術や知見をもった国内外のスタートアップが多数出展し、
具体的な協業や投資拡大に繋がるコミュニケーションが可能なイベントで
す。起業を検討中の方･学生も参加可能。オンライン参加は「無料」です！
そして、「G-NETS」。世界の共通課題の解決に向けて議論をする場とし
て東京都が立ち上げた、国際ネットワーク「Global City Network for 
Sustainability」の略称です。2月末から3月にかけて開催される「G-NETS 
首長級会議」では、都知事＋海外都市の首長等が一堂に会し、「コロナ後を見
据えた公正で持続可能な社会の実現」をテーマに議論します。
今後もさまざまなイベントの開催を予定しています！

　スタートアップ300ブース出展、30カ国･100都市から1万人の参加を目
標に、インフラ･社会基盤、環境などのテーマについて、多様なアイデアと
テクノロジーで新たな都市像を導くための具体的な協業や投資拡大に繋がる
場を創出します。さらに、“City-Tech”No.1を決める賞金金額1,000万円の
ピッチコンテストや、日本企業の意思決定層とハイレベルな国内外スタート
アップが参加する商談会を開催します。
　講演では、世界的建築家の隈研吾さんや世界的に著名なベンチャーキャ
ピタリストのベン･ホロウィッツさん、日本企業論の専門家であるウリケ･
シェーデさん等が登壇し、東京を含む世界の大都市が抱える課題をどのよう
に解決し未来を創造するかを語ります。
　起業に興味のある方や世界中の最新テクノロジーを体験したい方はぜひご
来場ください。入場チケットは学生割引もあります。

　持続可能な社会の実現を目指し、世界の都市が抱える共通課題の解決に向け
た議論や知見の共有等を行うため、｢G-NETS 首長級会議｣を東京で初開催しま
す。会議の様子はオンラインで配信します。ぜひご覧ください。

・�｢コロナ後を見据えた公正で持続可能な社会の実現｣をテーマに、｢包摂･
公正｣｢安全･安心な都市｣｢環境｣の各セッションで、都を含む参加都市
の首長等が政策や今後の展望等について発表
・�会議の成果として、今後都市が取り組むべき施策の方向性を取りまと
め、世界に発信

お問い合わせ   政策企画局外務部　☎03-5388-2167
                    https://www.g-nets.metro.tokyo.lg.jp/

開催日 2月27日 ～3月1日
参加者 都知事、海外都市の首長等(30都市程度)
会議内容

　スタートアップとのオープンイノベーションで持続
可能な社会を実現するための国際イベントを、東京で
初開催します。

隈研吾さん

お問い合わせ   グローバルイベント2023実行委員会事務局　☎03-6213-1251
                    政策企画局戦略事業課　☎03-5388-2865　
                    https://city-tech.tokyo/

日程 2月27日 ・28日
開催方法 会場（東京国際フォーラム）、オンライン　※会場は有料

ベン･ホロウィッツさん ウリケ･シェーデさん

申込方法等詳細はホームページをご覧ください。

首長級会議

首長級会議

©️J.C. Carbonne


