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TOKYO強靭化プロジェクト
｢100年先も安心｣を目指して

大地震でも倒れない、
燃え広がらないまちをつくる

災害リスクを正しく理解し、
備えるために

都心南部直下地震（震度7）などの大地震が、今後30年以内に70％の
確率で発生すると予測されています。地震が発生しても、被害の拡大
を防ぐとともに、緊急輸送網を確実に確保する体制を整えていきます。

 ｢東京都防災アプリ｣で今すぐアクション ！
｢あそぶ｣｢まなぶ｣｢つかう｣をコンセプトに、楽しみな
がら防災の基礎知識を得られるなど、災害時に役
立つコンテンツを搭載。｢東京マイ･タイムライン｣
で風水害からの避難行動を整理することもできま
す。ぜひご活用ください。

TOKYO強靭化プロジェクトでは、｢風
水害｣｢地震｣｢火山噴火｣への備えに加
えて、｢電力･通信等の途絶への備え｣
｢感染症にも強いまちづくり｣を強化し
ていきます。それぞれの災害のリスク
と都の取り組みなどを分かりやすくま
とめています。ぜひご覧ください。

東京は気候変動や首都直下地震などによる大規模な災害がい
つ起きてもおかしくありません。先人たちの努力の結晶ともい
える安全･安心な都市を、さらにレベルアップして未来に引き継
ぐ。こうした考えのもと、都では、災害から皆さんの暮らしを守
るため、さまざまな災害を想定した施策に取り組んでいます。

① 耐震化の推進
建築物はもちろん、橋梁･上下水道
等インフラの耐震化を推進

③ 緊急輸送網の拡充･強化
主要な防災拠点等を結ぶ緊急輸送
道路網を補完･強化する道路等の整
備を推進

お問い合わせ 総務局防災管理課　☎︎03-5388-2452　

お問い合わせ 政策企画局プロジェクト推進課　☎︎03-5388-2088　

① 調節池の整備
洪水の一部を貯留する調節池を整
備し、河川の氾濫や浸水被害を軽
減する

② 高台まちづくり
水害時の緊急避難先を確保するた
め高台を整備

③ 防潮堤のかさ上げ
気候変動に伴う海面上昇に対応す
るため、段階的にかさ上げを実施

② 燃えないまちの形成
建て替えによる不燃化の支援や、無
電柱化、小型送水車の配備等の推進

無電柱化の加速
無電柱化により、災害時に電柱の
倒壊による道路閉

へい

塞
そく

を防ぐととも
に電線類の被害を軽減し、停電や
通信障害を防ぎます。都内全域の
無電柱化を推進しています。

iOSAndroid

噴火が起きても
都市活動を維持する

富士山噴火によって都心部にも降灰し、
交通やライフラインに影響が出ると言わ
れています。都市機能の停滞を長期化さ
せないために、水道施設の降灰対策、除
灰用の資機材の確保、道路機能回復に向
けた除灰体制などを備えていきます。

気候変動によって、風水害の激甚化や、海面
水位の上昇が予測されています。今後の洪
水や浸水被害など災害リスクの増加を見据
え、風水害への備えをレベルアップします。
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※電話番号を間違えないようにお願いします※ ＝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

※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

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

〈医療体制について〉福祉保健局感染症対策部　☎03-5320-4089
〈感染防止対策等について〉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　

お問い合わせ

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。

◦ 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
▶現時点では一人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

子供の接種もご検討ください

2類相当→5類移行に係る都の方針
持続可能な回復を推進　
　国は5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法の｢5類｣に位
置付けます。都は、都民の命と健康を最優先に、かつての日常を取り戻
すだけでなく、コロナとも共存した活気あふれる東京を確かなものと
するために取り組んでいきます。

3月13日からマスクの着用の考え方が変わります
◦屋内･屋外を問わず、マスクの着脱は個人の判断が尊重されます
◦ 高齢者等重症化リスクの高い方などの感染を防ぐため、医療機

関の受診時や高齢者施設等への訪問時、混雑した電車やバスの
乗車時などの場面ではマスクの着用を推奨します

気を緩めずに、感染防止対策･ワクチン接種･備蓄をお願いします。

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。

都の方針等詳細はホームページをご覧ください。

ワクチン接種ポータルサイト

マスクの着用
について

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
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５年度予算案
明るい「未来の東京」の実現に向け、将来にわたって

「成長」と「成熟」が両立した光り輝く都市へと確実に進化し続ける予算

予算の編成に当たって

　大国間での覇権争いの激化による国際秩序の不安定
化、国防、エネルギー、食料を巡る安全保障環境の変化な
ど、世界は目まぐるしく変貌し続けています。
　また、新型コロナとの闘いに加え、歴史的なインフレや
金融引き締めなど、世界経済の行方が混

こん
沌
とん

とする一方、各
国は、ＤＸ※1、ＧＸ※2、脱炭素化などの分野で、激しくしのぎ
を削っており、都市間競争はますます激化しております。
　一方、国内に目を向けると、出生数が減少の一途をたど
るなど、我が国は、社会の存立基盤を揺るがす深刻な脅
威にさらされています。
　逆境こそ、「人」が真価を発揮する絶好の機会であるこ
とは歴史が証明してきました。歴史の転換期を迎える今こ
そ、態勢を立て直す時、ゲームチェンジの時であります。
　この機を捉え、子供をはじめ「人」への大胆な投資を通
じ、成長の原動力となる「人」の力を高め、「人」の力を引き
出していく。東京の魅力にさらに磨きをかけ、成長がさら
なる成長を生む好循環を実現していく。全ての基盤となる

「安全･安心」を確保し、サステナブルな都市を実現する。

そして、東京を新たな価値を生み出す都市へと進化させ
ていく。
　こうした誓いを胸に、私は、一人一人が自分らしく輝き、
いつまでも世界の人々を魅了し続ける未来の東京の姿を
思い描きながら予算編成に臨みました。
　予算案に盛り込んだ一つ一つの施策を梃

て
子
こ

として、都
民の皆様の理解と共感を頂きながら、東京大改革を爆速
で進め、「未来の東京」への歩みを力強く進めていきたい
と考えております。

※１ デジタルトランスフォーメー
ション、ICTの浸透が人々の
生活をあらゆる面でより良い
方向に変化させるという概念

※２ グリーントランスフォーメー
ション、再生可能なクリーン
エネルギーへの転換等を通じ
て産業構造を変革し、脱炭素
社会の実現と経済成長の両
立を図る取り組み

東京都知事

誰でも簡単に利活用できるよう、さまざまなデータ
を表やグラフでわかりやすく表示。

ユーザーの意見･要望を反映し、
より使いやすく改良していきます。

区　　　　分 5年度 4年度 増減率

一 般 会 計 8兆   410億円 7兆8,010億円 3.1%

特 別 会 計 6兆2,782億円 5兆8,382億円 7.5%

公営企業会計 1兆7,629億円 1兆7,547億円 0.5%

合 計 16兆   821億円 15兆3,939億円 4.5%

「メリハリをつけた予算」を目指し、無駄を徹底的になくし
て、必要な施策に重点的に予算を配分することを表したイ
メージキャラクター。ヒツジとハリネズミがモチーフ。

国家予算と
同規模

16.1兆円

オーストリア
16.3 兆円

スウェーデン
15.0 兆円

〈５年１月現在〉

財政規模 都財政の見える化ボード



お問い合わせ 　財務局財政課　☎03-5388-2669　　　　　　　　　　　　　　　検索東京都5年度予算案



日本の出生数は、初めて年間 80 万人を下回る見通しとなって
おり、少子化問題はもはや一刻の猶予もありません

頻発化･激甚化する風水害や、首都直下地震などに加え、
これらが複合的に発生するリスクが懸念されています

気候危機の一層の深刻化、水･大気環境の変化など、
環境を取り巻く状況は世界規模で大きな課題となっています

子供が産まれる前から成長するまで継続的に寄り添い、
全ての子供が自分らしく健やかに成長できる社会を実現します。
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は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

福祉と保健
（少子高齢化対策　など）

生活環境
（ゼロエミッション※　など）

都市の整備
（道路の整備　など）

警察と消防
（警察活動･消防活動　など）

労働と経済
（産業の活性化　など）

教育と文化
（学校教育の充実　など）

都民1人当たり：11.0万円

都民1人当たり：2.3万円

企画 ･ 総務 公債費
（借入金の返済　など）

区市町村への
交付金　など3,691億円 3,442億円 1兆7,614億円

都民1人当たり：5.0万円

都民1人当たり：6.6万円

都民1人当たり：8.5万円

都民1人当たり：6.3万円

1兆5,384億円 6,963億円

3,205億円 9,218億円

1兆1,980億円

8,913億円

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5兆9,354億円）に占める割合です。

※７年４月より、大手住宅供給事業者等に新築中小建物への太陽光発電設備の設置等を義務付ける制度が開始

※温室効果ガスを排出しないこと

マイナスシーリング
（要求段階からの削減）

約100億円

チルドレン
ファースト
社会の実現

都市

強靱化

脱炭素社会

の実現

事業評価による
財源確保額

1,141億円

施策の終了･転換

約1,200億円

TOKYO強靭化プロジェクトに取り組み、
100年先も安心な「強靱化された首都東京」を実現します。

まち全体の脱炭素化を複合的･重層的に進め、
「ゼロエミッション東京」に向けた社会変革を促進します。

4年度  約1.4兆円
＋2,000億円

東京から少子化に
歯止めをかけるため
約1.6兆円を計上

環境確保条例改正※を
契機に脱炭素化を
推し進めるため

約1,800億円を計上

プロジェクト始動から
積極的に事業を
展開するため

約7,400億円を計上

持続可能な財政運営

大都市東京が抱える課題の解決に向けた「未来への投資」

予算の使いみち

◦事業見直し等により、積極的な投資の財源を捻出

◦基金を積極的に活用しつつ、一定の基金残高を確保
　　➡ 基金の活用 約4,900億円 　 基金の年度末残高（見込み） 約1.7兆円
◦都債の発行抑制を継続し、都債残高は着実に減少
　　➡ 都債発行額 約2,900億円 　 都債の年度末残高（見込み） 約4.8兆円

未来への投資に向けた
財源を確保

26％

5％

20％

15％

12％

16％
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新規 ＴＯＫＹＯシニア食堂推進事業
地域において高齢者が参加することのできる会食活動
事業または地域住民等が運営主体となる、高齢者を対
象とした会食活動の支
援事業を実施する区市
町村に対しその経費の
一部を補助

都民からの
提案

5 年度予算案の主な事業
子供の笑顔があふれる都市 4,863億円

人の力を高め、引き出す人材育成

誰もが個性を活かし、いきいきと活躍できる共生社会

2,894億円

2,015億円

新規 結婚支援マッチング事業
ＡＩマッチングやＷｅｂによる個別相談など、結婚を望む方を対象にメ
ニューを提供する「マッチング支援」や、都有施設等を活用した交流イ
ベントなどを開催する「出会いのきっかけ創出プロジェクト」により、社
会全体で結婚に向けた気運を醸成

新規 外国語に触れる機会の創出
児童の英語によるコミュニケーションを行う機会を確保し、発信力を向
上させることを目指し、学校生活の中で小学校を訪問した外国人人材
と児童との英語でのやり取りを実施

新規 介護現場のＤＸ･タスクシェア促進事業
ロボットを活用した介護業務のタスクシェアを進めることで、介護業務の
負担軽減を図る実証を行うほか、介護の周辺業務をＤＸ化することによる
負担軽減に要する費用の一部を補助

新規 第二子の保育料無償化
子供を２人以上持ちたいと願う方の経済的負担
軽減に向けた都の独自支援として、第二子の保
育料を無償化

新規 都立学校のための海外高校生招
しょう

聘
へい

プログラム
多くの生徒がさまざまな国や地域の高校生と校内で直接交流する機会
を創出するため、これまで交流する機会の少なかった国･地域からの
留学生受け入れなど、国際交流を積極的に推進

新規 卵子凍結への支援に向けた調査
社会的適応の卵子凍結への助成制度の構築に向け、医療機関と連携
し、調査への協力を要件に、協力金と合わせて凍結に係る費用を助成

新規 東京都高等学校英語プレゼンテーションコンテスト
都内在学の高校生等を対象とした英語プレゼンテーション大会を新たに
実施し、都知事賞等、参加意欲を向上させるとともに、スピーキング能力
に加え、プレゼンテーション能力を活かす新たな形態のコンテストを開催

新規 �高齢者のＱＯＬ（生活の質）向上のためのデジタル活用支援
区市町村等と連携し、公民館など高齢者にとって身近な場にスマホの相
談や交流のスペースを開設し、スマホをきっかけにしたつながりを創出す
ることで、高齢者のＱＯＬの向上に寄与

新規 018サポート
東京から全国の少子化に歯止めをかける新たな取り組みとして、都内在
住の０歳から18歳までの子供に対して、１人当たり月額5,000円を給付

拡充 再就職促進等委託訓練（専門人材育成訓練）
若者や就職氷河期世代を含む離職者等に対して、専修学校等と連携
して実施する、国家資格等の高度なスキルを習得し、即戦力人材を育
成する訓練について、規模を拡充

新規 �東京都立大学等の授業料実質無償化の
実施に向けた準備

都立の大学･高専において、所得（年収910万円未満）や住所等の要件
を満たす世帯を対象に授業料を無償化（６年度開始）

新規 �女性向けキャリアチェンジ支援事業
非正規雇用等で働く女性のキャリアチェンジを促すため、eラーニング
や受講者同士の交流等を実施し、能力開発や就職活動を支援

新規 乳幼児「子育ち」応援プログラム推進事業
幼稚園や保育所といった垣根を越え、音楽･芸術･自然など多彩な体
験･経験に触れあえる非認知能力向上に資する質の高い共通プログラ
ムを策定するとともに、共通プログラムを実践し、教育･保育の充実を
図る幼稚園･保育所等を支援

新規 �新たな時代のニーズに対応する
ためのシニアの再活躍応援講座

経験や知見を有するシニアが、セカンドキャリ
アにおいて円滑に適応するため、短期集中プロ
グラムによりマインドチェンジを促進

新規 �小･中学校における校内の不登校への対応
◦不登校対応専門教員、校内別室指導支援員の配置
◦検証委員会の設置および事例データの活用

拡充 �バーチャル･ラーニング･プラットフォーム
◦ 不登校や日本語指導が必要で、

学校や教育支援センター等に通
えていない児童･生徒に対し、デ
ジタル技術を活用した新たな学び
の場を提供

いわゆる不登校にならないための取り組みに加え、学校教育
だけでは支援できない児童･生徒への多様な教育機会を確保

医療的ケア児やその家族が安心して暮らせるよう、短期入所等の受
入促進や医療的ケア児の支援体制整備の促進、また家族が就労やリ
スキリング※に前向きに取り組めるよう支援
※ 新しい職業に就く、または今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化

に適応するために、必要なスキルを獲得すること

不登校等対応医療的ケア児等への支援の充実

◦短期入所等の受入促進
より多くの医療的ケア児等を受け入れるため、環境を整備するため
の費用補助や、受入促進員である看護師等の配置に係る経費を支援
◦保護者の就労支援

事業者への支援により医療的ケア児の日中の預かり先を確保するとと
もに、ペアレントメンター※による相談を行い、保護者の就労を支援

※ 自らも医療的ケア児等の子育て経験のある親による、親のための相談者
など など
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世界から選ばれる金融･経済･文化都市

世界一安全･安心･強靱な都市

１兆  67億円

4,464億円

新規 SusHi�Tech�Tokyo�の戦略的展開
「SusHi Tech Tokyo」を、各局のイベント等を通じて戦略的に展開し、
東京の魅力を積極的に発信

TOKYO強靭化プロジェクト推進

「東京が直面する５つの危機」に備える

新規 デジタルコンテンツの体感拠点
最新の“テクノロジー×アート×デジタル”で「未来の東京」を体感できる
拠点を開設

新規 市町村下水道事業強靱化都費補助
下水道施設の浸水･震災対策を強化する
市町村に対する補助を実施

新規 プロジェクション
マッピングの展開

東京の夜に楽しさとにぎわいをもたら
すプロジェクションマッピングを新た
なキラーコンテンツとし、都が率先し
て展開するとともに、民間事業者とも連携し、新たな夜間観光を促進

拡充 デジタルコンテンツを活用した東京の魅力発信
江戸の英知や東京の産業等の多彩な魅力をコンテンツとして発信する
イベントを開催

未来を、にぎる。
「SusHi�Tech�Tokyo」とは、Sustainable High 
City Tech Tokyoの頭文字をとったものであ
り、世界共通の都市課題を乗り越えるための多
彩なアイデア、テクノロジーなどを、東京から世
界に発信する際に用いる共通のコンセプト

拡充 新たな調節池※の整備
目標整備水準の達成に向けた調節池の
整備を一層推進するため、事業化に向け
た取り組みを加速
◦仙川第一調節池（仮称）で基本設計に着手
※ 池内部に洪水を流入させ、下流の水量を

軽減させる施設

拡充 �東京湾沿岸海岸保全基本計画（東京都区間）に基づく
整備

地震や台風に対する安全性を確保するため、海岸保全施設の耐震･耐
水対策、防潮堤の段階的なかさ上げ、排水能力の強化を推進

新規 アニメ等拠点の整備･運営
アニメ･マンガ等のコンテンツを活用してインバウンドを集客できる拠
点を整備し、さらなる観光資源の磨き上げを行うことで、東京の魅力
を広く発信

拡充 住宅の耐震化のための助成制度
1981（昭和56）年以前に建築された住宅に加え、2000（平成12）年ま
でに建築された新耐震基準の木造住宅を対象に、耐震診断および耐
震改修費用等を新たに助成

新規 �デフリンピック開催支援
デフリンピックの開催に向けて、招致主体である全日本ろうあ連盟と
協力して、大会準備を遅滞なく確実に進めるために必要な支援体制づ
くりや計画の策定を実施

新規 建築物における液状化対策の推進
地盤や建築に関する専門家である液状化対策アドバイザーの派遣を行
うとともに、東部低地帯のうち危険性の高い地区を対象に事例を選定
し、液状化対策に係る課題の整理や支援の在り方に関する調査を実施

新規 大学発スタートアップ等促進ファンド（仮称）
多くの起業を生み出すための「挑戦」を促す資金や、グローバル展開に
よる「飛躍」に向けた資金の需要に対し、大学ベンチャーキャピタルファ
ンド等からの資金供給により、大学発スタートアップ等の成長を促進

新規 関東大震災シンポジウム
関東大震災100年を契機に、関東大震災の教訓を踏まえた自助･共助
の重要性を訴求するシンポジウムを開催

新規 Tokyo�Innovation�Baseの整備
スタートアップが抱える悩みを１カ所で解
決できる一大拠点を構築し、拠点で生ま
れ、成長したスタートアップを民間支援施
設等に送り、グローバル化に向けてさらに
成長を加速

新規 �関東大震災100年を契機とした町会･自治会の防災力
強化

関東大震災から100年の節目を契機に、町会･自治会が地域防災を担
う共助の主体であることを住民に再認識してもらい、町会･自治会と
連携の上、出火防止に効果的な感震ブレーカ―を木造住宅密集地域
内の世帯に直接配布するなど、地域防災力を強化

新規 創エネ･蓄エネ推進ファンド（仮称）
グリーンファイナンス※の推進に資する脱炭素関連のインフラ施設を
投資対象とした官民連携ファンドを創設
※環境に良い効果を与える投資への資金提供

新規 防災船による災害対応力の強化
災害対応の実効性を高めた防災船を建造し、発災時の迅速な航路確
保や水上輸送に活用

【発災時】早期の水上ルート確保と輸送を実施
【平常時】災害対応力の強化と普及啓発便の運航

強靱化に向けて2040年代に目指す東京の姿
◦ 気候変動や地震等の脅威に対して、ハード整備に加え、社会情

勢の変化を踏まえたソフト対策により、都民の生命を最大限守
り、都市の被害を最小限に抑え、都市の機能を早期に回復でき
る都市

◦ 多様な危機への万全な備えが評価され、さまざまな投資を呼び
込むとともに、国内外から人々が集う、安全･安心で持続可能な
都市

災害対応時の船内イメージ

風水害 地震 火山噴火 電力･通信
等の途絶 感染症
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脱炭素社会の実現

「スマート東京」「シン･トセイ」の推進

多摩･島しょの振興

1,822億円

1,180億円

2,521億円

「ゼロエミッション東京」の実現に向けた主な2030年目標

拡充 建築物環境報告書制度※推進事業
建築物環境報告書制度への対応が必要な事業者に対して、取り組み内容
に応じた補助を実施
※ ハウスメーカーなどの事業者に対して、中小規模新築建物（住宅等）への断熱･

省エネ性能の確保、太陽光発電設備等の設置の義務付け･誘導を行う仕組み

新規 「つながる東京」Wi-Fiアクセスポイントの整備
避難所等に指定された
都の重 要 施 設へWi-Fi
アクセスポイントを整備
するとともに、TOKYO 
FREE Wi-Fiや都有施設
等のWi-Fiを順次、世界
共通の認証基盤へ統一

新規 多摩東京移管130周年記念イベントの開催
多摩東京移管130周年の機を捉え、より多くの人が多摩の魅力に触れ、
多摩への好感を高める機会を創出する体験参加型のイベントを実施

新規 衛星通信活用事業
山間部および島しょ地域並びに海上船舶など、通信困難が解消され
ない地域を対象に、衛星通信を活用し、通信困難地域の解消や通信
障害時等の通信環境不安を解消

新規 多摩･島しょ暮らし
体験ツアー

多摩･島しょ地域の生活･文化等
の体験や地域住民等との交流が
できる体験ツアーを実施すること
により、移住･定住を促進

拡充 都知事杯オープンデータ･ハッカソン※の開催
都のオープンデータ化をさらに推進するため、オープンデータカタログ
サイトのデータを活用し、行政課題の解決に向けたデジタルサービス
の提案を行うハッカソンを開催
※エンジニア等がサービスやシステム等を開発し成果を競うイベント

拡充 �災害にも強く健康にも資する断熱･
太陽光住宅普及拡大事業

都内住宅の断熱性向上や太陽光発電設備等の
設置を進め、省エネで、災害にも強く、健康にも
資する断熱･太陽光住宅の普及拡大を促進
・ 太陽光発電設備の単独設置や、その設備に合

わせたエコキュートの導入などへの補助を拡大

新規 �ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入･運用
改善支援事業

中小企業等のさらなる省エネルギー化を推進するため、省エネ設
備の導入と運用改善の実践を支援

新規 新団体（GovTech東京）の設立等
区市町村を含めた東京全体のＤＸを効果的に進めるため、都と協働
体制を構築しＤＸ推進を牽

け ん

引
い ん

する新たな財団法人「GovTech東京」を
設立

新規 多摩･島しょアドベンチャーツーリズム推進事業
多摩･島しょ地域にある自然･食といっ
た豊富な地域資源を生かした体験型
コンテンツの開発･磨き上げを行うな
どのアドベンチャーツーリズム推進に
係る事業者の取り組みを支援

拡充 �都有施設等における太陽光
発電設備等設置事業

都営住宅や警察署、消防署など、既存都有施設等への太陽光発
電設備等の設置を加速

新規 窓口ＤＸプロジェクト
デジタルツール等の活用により、来
庁者に対する窓口予約システムや
キャッシュレス導入など、実情に合っ
た改善に取り組むことで、来庁者へ
のサービス向上と窓口業務の効率化
を実現

新規 多摩地域におけるＭＩＣＥ誘致促進事業
多摩地域におけるＭＩＣＥ誘致を促進するため、多摩地域でのＭＩＣＥ開
催を予定している主催者に対して、地域の特性を踏まえた支援を実施

新規 ＥＶバス･ＥＶトラック導入促進事業
ＺＥＶの普及拡大に向けてＥＶバス･ＥＶトラック等の車両
購入費の補助
を実施

新規 �ＴＤＡ（東京デジタルアカデミー）ポータルサイトの構築
及び運用

セミナー情報や研修資料等の共有を可能にする「学びの拠点」としての
ポータルサイトを構築し、関係自治体等の職員が共に学び合い、東京
全体のＤＸを牽引する人材を育成

新規 都市型太陽電池による創電･蓄電の強化推進事業
円筒形太陽電池による壁面発電の有効性を分析すると
ともに、同電池を用いたイノベーションを創出

大学研究者
からの提案

お問い合わせ 　財務局財政課　☎03-5388-2669　　　　　　　　　　　　　　　検索東京都5年度予算案

※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

温室効果ガス

排出量
50%削減

消費量
50%削減

水素ステーション
150か所

利用割合
50%程度

一般廃棄物の
リサイクル率
37%

200万
kW以上

焼却量
40%削減

新規販売乗用車
非ガソリン化
100%

50%
削減

水素

エネルギー

リサイクル

再エネ電力

廃プラスチック

太陽光発電

食品ロス

自動車
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対象製品

東京ゼロエミポイント 検索

家電の買い替えで、
賢く省エネ！

　家電の省エネ性能は年々向上しているた
め、長く使っている家電を買い替えることで、
電気代を節約することができます。
　都は、省エネ家電等への買い替えで、商品券
等に交換可能な｢東京ゼロエミポイント｣を付
与する事業を行っており、5年度購入分から付
与ポイント数を増やします。ご活用ください。

　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。

　首都･東京の安全･安心を守り続ける「警視庁」では、個性や能力を生かし
て人々のために力を発揮する人材を求めています。誰かのために、そして
自分のために。「警視庁」には、本気で打ち込める仕事があります。

　東京消防庁の使命は、日本の首都｢東京｣で暮らす、働く、訪れる人々の命
をあらゆる災害から守ること。約1万8千人の職員一人一人が個々の能力を
発揮して活躍しています。共に可能性の扉を開きましょう。

採用試験（選考） 採用試験（選考）警視庁 東京消防庁警 察 官
警察行政職員

消 防 官
一般職員

東京都職員採用試験（選考） 東京を想う心が未来をつくる力になる

仕事と 人生に 誇りを。
誰かのために、自分のために。

未来を、私たちの手で
｢東京｣の未来を支える力

◦�【警察行政職員】Ⅰ類は原則、インターネット申し込みのみ。
専門職種Ⅰ類･Ⅲ類、技能系は郵送申し込みのみ。

◦�原則、インターネット申し込みのみ。【消防官】Ⅰ類（2回目）、
Ⅲ類、【一般職員】Ⅲ類事務、Ⅲ類事務（障害者対象）、自動車整
備の試験（選考）はホームページをご確認ください。

◦�高い志と豊かな感性を持った
人材
◦�進取の気性に富み、自ら課題を
見つけ、進んで行動する力を
持った人材
◦�都民から信頼され、協力して仕
事を進める力を持った人材
◦�困難な状況に立ち向かい、自ら
道を切り拓く力を持った人材

◦�Ⅱ類、Ⅲ類、キャリア活用、障害者（Ⅲ類）、就職氷河期世代（Ⅰ類B･Ⅲ
類）の試験（選考）はホームページをご確認ください。

試験種類および区分 試験案内公表 申込受付期間 第1次試験日
Ⅰ類A 

［事務・技術］

3月3日
インターネット 
3月28日10時～
4月4日15時

5月14日

Ⅰ類B 
［事務・技術］
［専門的な職種］
［獣医・薬剤］

4月30日

警察官
第1次試験日 4月29日

申込受付期間 3月30日9時～4月10日17時（インターネットのみ）

警察行政職員
第1次試験日 4月30日

申込受付期間 3月20日9時～4月3日17時

消防官
第1次試験日 専門系	 	 4月30日

Ⅰ類（1回目）	 5月14日
申込受付期間 3月17日10時～4月3日17時

一般職員 第1次試験日 Ⅰ類（事務･技術）	4月30日
申込受付期間 3月17日10時～4月3日17時

東京ゼロエミポイントとは？
ポイントは商品券とLED割引券に
交換できます（1ポイント＝1円）。
※�LED照明器具への買い替えは全て
のポイントを商品券に交換

◦エアコン ◦冷蔵庫

◦高効率給湯器

◦LED照明器具

5年度　職員採用

◦�「5年度歳入歳出予算｣が3月31日までに東京都
議会で可決された場合、4月1日に確定。 ※節約効果は一定条件の基に試算

蛍光灯からの取り替えで 年間電気代 約2,200円お得！

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　

警視庁採用センター　 0120-314-372　

お問い合わせ

東京都　職員採用 検索

人事委員会事務局試験課　☎03-5320-6952～4　お問い合わせ

お問い合わせ
東京消防庁人事課　 0120-119-882　お問い合わせ

冷房能力に応じて
15,000〜
23,000ポイント

冷房能力に応じて
9,000〜

11,000ポイント

定格内容積に応じて
14,000〜
26,000ポイント

一律12,000ポイント

一律4,000ポイント
取り替え作業費が発生する場合
6,000ポイント

統一省エネラベル ★2･★3

統一省エネラベル ★4･★5

省エネ基準達成率 100％以上

2,000
ポイントUP

現ポイントから

2,000
ポイントUP

現ポイントから

1,000
ポイントUP

現ポイントから
3,000〜
4,000

ポイントUP

現ポイントから

3,000〜
5,000

ポイントUP

現ポイントから
4月購入分から付与ポイントUP

対象要件等詳細はホームページで。

求める人材像

（　　　　　）

採用サイト 採用サイト

採用サイト

都庁SNS Twitter Facebook InstagramLINE
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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

募　集

お知らせ

自然環境保全審議会委員�

　東京の自然の保護と回復に関する調査
･審議。資格／都内在住の18歳以上で、
年5回程度の審議会に出席できる方（公
務員を除く）。人数／若干名（書類･面接選
考有）。任期／7月1日から2年間。申込／
3月10日（消印）までに か郵送で応募の
動機（800字程度）と別紙に住所･氏

ふ り が な

名･年
齢･性別･電話･職業を書き、〒163-8001
東京都環境局自然環境部（☎03-5000-
1397）へ。

都市計画審議会の傍聴者�

　5月19日 13時30分、都庁で。抽選で 
15人。申込／4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。

学校のサポーターになりませんか？
「T

ティープロ

EPROサポーターバンク」�
　対象／学校でボランティア活動等をし
たい方、知識や技術･経験を活用したい
方。分野／学習支援、教職員の事務支援、
部活動支援、特別支援教育、日本語指導
など。場所／都内の公立学校（小･中･高
校･特別支援学校等）。形態／有期労働･
パートタイム、ボランティア（有償･無償）。
学校での活動経験がない方には面談と研
修を実施。登録方法等詳細は で。

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

東京交通少年団（B
バ ッ グ ス

AGS）は
来年結成50周年�

　交通安全活動や野外訓練などを通じて
交通ルールとマナーを身に付けます。対
象／都内在住･在学の小学生。内容等詳
細は最寄りの警察署か で。随時申込可。

警視庁交通総務課☎03-3581-4321
（内線50324）

聴覚･言語等障害がある方向け
音声以外の119番通報�

　音声による119番通報が困難な方に。
◦緊急ネット通報
　携帯電話やスマートフォンを利用して消
防車や救急車を要請。東京消防庁管内に
在住･在勤･在学の方対象。要事前登録。
◦119番ファクシミリ通報
　局番なしの119番へファクスして通報。
◦電話リレーサービスを利用して通報
　通訳オペレーターを介して通話ができ
ます。日本財団電話リレーサービスの事
前登録が必要。

東京消防庁防災安全課☎03-3212-
2111（内線4242･4246）、 03-3213-
1478

高齢ドライバーと
家族向け相談会�

　3月19日 11時〜15時、江東運転免
許試験場で。加齢に伴う認知機能･身体
機能の低下などについて医療従事者が相
談に応じます。

生活文化スポーツ局都民安全推進部
☎03-5388-2273

パラスポーツトレーニング
センターが3月21日オープン�

　競技力向上の拠点や誰もがパラスポー
ツを楽しめる施設として、味の素スタジア
ム（調布市）内に開所。スポーツ教室等も
実施します。

生 活文 化スポーツ局調整 課☎03-
5320-7840

白丸調整池ダム60周年
記念カードを配布�

　2月23日から1年間。1人1枚。再生可
能エネルギーPR館 エコっと白丸、奥多摩
の風はとのす荘（奥多摩町）で配布。なくな
り次第終了。

交通局車両電気部☎03-5320-6164

象に、充電サービスを提供する事業者の
紹介と個別相談会を実施。申込／3月14
日までに で。

同事務局☎03-5422-1148か環境局 
家庭エネルギー対策課☎03-5388-3709

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18日 20時〜21時（再放送は26日

14時）、TOKYO MXで。司会／いとう
せいこうさん（タレント）。「もっと地域が活
性化する東京になるために！」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

ひきこもりサポートネット
「土曜日」の電話相談がスタート�
　 0120-529-528（10時〜17時、

除く）
　ひきこもりに悩む本人や家族等を対象
に、専門員が寄り添い、一緒に考えます。
秘密厳守。匿名、継続的相談可。

福祉保健局地域福祉課☎03-5320-
4039

特定不妊治療費助成金の4年度
申請期限は3月31日（消印）です�

　4年3月31日以前に開始された不妊治療
（体外受精および顕微授精）費の一部を1
回限り助成しています。4年12月末日まで
の治療終了分は5年4月1日以降受け付け
できませんので至急ご提出ください。治
療が4月以降も継続する場合の助成につ
いては で。

福祉保健局家庭支援課☎03-5320-
4362

個人住民税の寄附金税額控除を
受けるには確定申告が必要です�

　地方自治体などに2,000円を超える寄
附をした場合に個人住民税の税額控除を
受けるには、税務署への確定申告が必要
です（上限有）。
◦ 所得税が非課税で個人住民税のみ課

税の方は、お住まいの区市町村に申告
してください。

◦ ふるさと納税ワンストップ特例制度適用
の場合は申告不要です。

◦ 元年6月1日以後の東京都への寄附金
はふるさと納税（特例控除）の対象外です

（基本控除は対象）。都以外の自治体に
対する寄附金が対象となるかについて
は、各自治体へ。
主税局課税指導課☎03-5388-2969

東京都水道局
「環境報告書2022」を発行�
　「東京都水道局環境5か年計画」に基づ
き、CO2排出量の削減、健全な水循環と
豊かな緑の保全など、さまざまな環境対
策の取り組み状況をまとめた3年度の報
告書を発行しました。持続可能な水道事
業を目指すための環境施策や実績を紹介
しています。閲覧は、都立図書館や水道
局 で。

水道局企画調整課☎03-5320-6410

梅毒急増中！
梅毒即日検査を実施�

　梅毒の早期発見に向けて、3月に都内4
カ所（新宿･錦糸町･立川･多摩センター）で
各1日、梅毒即日検査を実施。検査は匿名
･無料、検査当日に結果を伝えます（事前
予約制）。申込等詳細は で。

福祉保健局防疫･情報管理課☎03-
5320-4487

パスポート申請の一部電子化が
3月27日から開始�

　有効期間が1年未満で記載事項を変
更しない場合の新規発給申請（切替申請）
は、マイナポータルのスマホアプリによる
電子申請が可能になります。内容等詳細
は で。

生活文化スポーツ局旅券課☎03-
5388-3177

マンションへの電気自動車用充電器
設置に関する無料相談会�

　3月21日 、ベルサール三田（港区）で。
オンライン傍聴も可。都内のマンション管
理組合･住民やマンション管理会社等を対

スポーツ

　「身体」「知的」「精神」の3つの部門で競技を行う、都内最大規模の障
害者スポーツの祭典です。

東京都障害者スポーツ大会
出場者募集

東京都障害者スポーツ協会　☎03-6265-6001　 　
生活文化スポーツ局パラスポーツ課　☎03-5388-2883　

お問い合わせ

対　象 �4月1日現在、中学生以上の身体障害者･精神障害者、小学生以
上の知的障害者

日　程 �5月20日〜6月4日（毎 ）
会　場 �駒沢オリンピック公園ほか
申　込 �郵送は3月13日（消印）、 か持参は14日 17時（団体競技、学

校･障害者支援施設の新入生･新規利用者：郵送は4月10日（消
印）、 か持参は11日 17時）まで

競　技 �
◦�水泳（身体･知的）　◦�サウンドテーブルテニス（身体）
◦�フライングディスク（身体･知的･精神）　◦�ボッチャ（身体）
◦�陸上競技（身体･知的･精神）　◦�卓球（身体･知的･精神）
◦ボウリング（知的）　◦アーチェリー（身体）　◦�ソフトボール（知的）　
◦�バスケットボール（知的）　◦�サッカー（知的）　◦�バレーボール（知的）

申込等詳細はホームページをご覧ください。

国産米などの食品配付！
〜対象世帯に東京おこめクーポンを
お送りします
対象世帯 �
4年度住民税非課税世帯と家計急変世帯※
※�住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金「電力･ガス･食料品
等価格高騰緊急支援給付金（5万円／1世帯）」の対象世帯

①対象世帯には都から4月末までに順次クーポンを郵送予定
↓
②クーポンに同封された申込はがきか専用 から申し込み

東京おこめクーポン事業コールセンター　☎03-5249-3553
福祉保健局生活福祉部　☎03-5320-4067　

お問い合わせ

お知らせ

食品申し込みまでの手順
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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

自転車

　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。
　最新の情報を確認した上で、基本的な感染防止対策を徹底するなど、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

東京水辺ライン�
　「プレミアムナイトクルーズ･山中信人の
津軽三味線を聴く（弁当付）」。３月21日
18時15分、両国リバーセンター集合。中
学生以上4,000円、小学生2,000円。抽
選で100人。申込／3月10日までに で。

東京水辺ライン☎03-5608-8869

祝･日比谷野音100周年
オープニングセレモニー�

　4月15日 14時。日比谷公園大音楽
堂で。出演／警視庁音楽隊、東京消防
庁音楽隊、東海大菅生高校ほか。抽選で
2,500人。申込／3月15日（消印）までに
往復はがきに催し名･人数（2人まで）･代表
者の住所･氏

ふ り が な

名･年齢･電話を書き、日比

谷野音100周年記念事業実行委員会事
務局（〒100-0012日比谷公園1-5）☎03-
3591-6388へ。

新たな人権啓発のカタチ
ユニバーサルな上映とトーク�

　3月18日 13時･16時10分、東京国際
フォーラムで。抽選で各回200人。障害
者の人権などをテーマとするトークと映画
上映。ゲスト／あそどっぐさん（お笑い芸
人）ほか。上映作品／「梅切らぬバカ」「破
戒」。映画は日本語字幕、音声ガイド利用
可能。手話通訳、ライブ字幕をスマホなど
に表示させるUDトーク有。申込／3月13
日13時までに か電話で東京都人権啓
発センター（☎03-6722-0085）へ。

学　ぶ

視覚障害者対象の講座･教室�

　①「音楽教室」3月17日 13時〜15時
30分。②「教養講座」3月26日 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。申込／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☎
03-5320-6859へ。

同課☎03-5320-6859

こころといのちの講演会　　
�〜こころの発達と子育てのコツ�

　「健やかな思春期をおくるために」3月
16日 14時、オンラインで。100人程度。
思春期の子供の心の発達を知り、子育て
のポイントなどを学ぶ。申込／3月10日
17時までに で。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4310

東京都立大学
｢グローバル教養講座｣特別編を配信�

　3月10日 〜24日 、オンラインで。
国際的に活躍する海外の大学教授を講師
に招き、全2回の講義を配信。申込／3月
24日までに で。

東京都公立大学法人経営企画室☎03-
5990-5388

職業能力開発センター
キャリアアップ講習3月受付分�

　3次元CAD（CATIA V5･初級）、プラス
チックの基本成形作業、二級建築士（学科
･法規）受験対策等57コース。中小企業に
就業中で、都内在住･在勤の方。授業料
1,600円〜6,500円。教科書代別途。申
込／3月10日（必着）までに か往復はが
きに必要事項を書き、実施校へ。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4719

福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4310　お問い合わせ

相　談

　東京都では、3月を自殺対策強化月間として定め、関係
機関や区市町村と連携し、特別相談等の取り組みを行っ
ています。

相談窓口等の情報を集約したホームページ
「こころといのちのほっとナビ〜ここナビ〜」をご活用ください。

3月は東京都自殺対策強化月間です

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）
3月27日 〜31日 　24時間
※その他の期間は毎日12時〜翌5時30分

☎0570-08
はなしてなやみ

7478

日本いのちの電話連盟
3月1日 〜31日 16時〜21時
※10日 8時〜翌8時

0120-783-556

国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター
毎日�20時〜翌2時30分
※ は22時30分、 は17時から

☎03-5286-9090

有終支援いのちの山彦電話（傾聴電話）
3月の 12時〜20時 ☎03-3842-5311

ひとりで悩まず相談してください

グリーフケア·サポートプラザ
3月7日 〜10日 　12時〜16時 ☎03-3796-5453
全国自死遺族総合支援センター
3月6日 ·7日 ·8日 　10時〜20時 ☎03-3261-4350

自死遺族のための電話相談

こころの悩み等についての電話相談

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

菊
きく

池
ち

國
くに

仁
ひと

さん（フェニックス･ロベレニー／八丈島）

　都心から南に約300km離れた八丈
島。ここは日本有数の観葉植物と切り葉
の生産地であり、中でも島の人々が愛情
を込めて「ロベ」と呼ぶヤシ科の植物、フェ
ニックス･ロベレニーの生産は、全国シェ
アの100パーセント近くを占める。
　島で50年以上、ロベ栽培を行なう菊池
國仁さんは、苗作りから出荷まで、全て
の工程に携わる。「ロベが若いうちは切
り葉を収穫し、大きくなったら鉢植えとし
て売る。肥料は年2回でよく、八丈は雨が
多いから水やりの必要もない」。
　ロベの葉はしおれにくく長持ちするた
め、花束のアレンジメントなどさまざまな
用途で重宝され、南国ムードの演出に欠
かせない鉢植えも大人気。コロナ禍で観
葉植物の需要が増えていることもあり、
市場価格はここ数年上昇しているという。
▶ピンチをチャンスに変えてきた
　菊池さんが千葉大学の園芸学部で研
修生として学び、島に戻ってきた21歳の
頃、ロベは最悪の時期を迎えていた。「鉢
物は重たい」と嫌われて売れなくなった
のだ。だが菊池さんは、「切り葉ならやっ
ていける」と考えた。そこで、種をかき集
め、20万本以上の苗を育てた。すると大
当たり。切り葉を育てたいという同業者
が買い付けに来て、飛ぶように売れたの
だ。「育てても処分するしかない、という

時は何度もあった。しかしそれを乗り越え
ると、良い方向に向くものです」。
▶夢は若い人を育てること
　ロベが八丈島へもたらされて約100年。
真冬でも0度以下にならない島の気候が
ロベ作りに適合し、世界でも有数の生産
地となった。菊池さんは現在、島外から
6人の就農希望者を受け入れ、ロべ以外
にもさまざまな植物を育てている。「年齢
的にはそろそろ縮小を考えるべきだけど、
慕ってくれることがありがたくて」。こうし
た人と人との温かな関係が、島の産業を
つないでいくのだろう。

東京の恵みを届けます

八丈の園芸を支える｢恵みの葉｣第14回

ロべの畑で。1本の木から
年間20枚ほどの葉がとれるという

生活文化スポーツ局都民安全推進部　
☎03-5388-3124　

お問い合わせ

自転車ルール･マナーの総合学習アプリ
｢輪
りん

トレ｣リリース！
　自転車側に違反がある自転車事
故の割合が増加しています。｢輪ト
レ｣は、自転車の正しいルールやマ
ナーを学習できるアプリです。ス
マートフォン等でご活用ください。

【1】  事故再現動画やキャラクターによる解説でルールやマナーを分か
りやすく学習

【2】 自転車走行シミュレーションによる疑似体験学習が可能
【3】 1年間有効の合格証を発行。提示による特典有
自転車に乗る場合は
◦�危険な走り方を避けるとともに、前後左右の車の動きにも注意しましょう。
◦ヘルメット着用と自転車損害賠償保険等への加入も忘れずに！

主な機能

検索ここナビ　東京都

本号をもって連載を終了します。



新川千本桜新川千本桜（江戸川区）

文責：政策企画局広報広聴課

橋から、遊歩道から、和船から、 
さまざまな角度から桜を楽しめる

写真提供：江戸川区写真提供：江戸川区
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サイトオープン

※電話番号を間違えないようにお願いします〈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。〉

[新川さくら館(和船・寄席の予約など)]☎03-3804-0314。9時〜21時30分。年末
年始休館・臨時休館有。　

都営新宿線「船堀」駅下車、徒歩5分。

　都営新宿線船堀駅を出て船堀街道を南へ約350ｍ、新川沿いに桜
並木が続く遊歩道が現れる。旧江戸川と中川間をつなぐ全長3kmの
両岸、端から端までを718本の桜が埋め尽くし、桜の新名所となってい
る。最も多い桜はソメイヨシノだが、エドヒガンやシダレザクラ、オオシ
マザクラやアマノガワなど約20種あり、開花時期がわずかに異なるた
め、4月下旬まで長く楽しませてくれる。ジュウガツザクラが咲く「新川
西水門広場」は中川と交わる西の端にあり、新川千本桜の起点として、
モニュメントとなる火の見やぐらが建っている。高さ15.5mから見下
ろす桜並木は一見の価値あり。土曜･日曜･祝日に限り10時〜15時の
間、木造のらせん階段を登り、開放された窓から新川を望むことができ
る。桜の開花期は平日も入場可。
　桜の遊歩道には木造の人道橋･広場橋が7カ所架かっていて、容易
に対岸へと移動できる。どの橋も江戸情緒が漂っており、黒い「忍者
橋」､桁に化粧張りを施した「小江戸橋」など、一般公募により命名され
たという。これらの橋から西水門の方向を眺めると、その先に東京スカ
イツリーが望め、新川千本桜の映えスポットになっている。
　川の中ほどにある桜橋のたもとから、手漕ぎの和船で桜を楽しむの
も粋だ。イベント開催時だけの運航という特別感もうれしい。火の見や
ぐら方向へ往復30分揺られたら、下船して新川さくら館へ。江戸川区
の名産品や飲み物を販売するお休み処のほか、珍しい広範囲の江戸の
古地図や和船の模型も展示され、2カ月に1度寄席も行っている。当館
を中心に26日 は、4年ぶりとなる「新川
千本桜まつり」を開催。館前の桜橋では
大江戸玉すだれや、おしゃらく踊り、和太
鼓などが披露される。登って乗船して眺
めて見渡して、さまざまな趣向で江戸の
桜を堪能してほしい。

靴を脱いで階段を登る火の見やぐら

江戸情緒あふれる川沿いの遊歩道

子供政策連携室事業推進課　☎03-5388-2165　お問い合わせ

　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（参加者募集は締め切りました）の様子は、「東京動画」で中継します。

3月10日は「東京都平和の日」

東京空襲資料展
　◦3月1日 〜11日 11時〜19時、東京芸術劇場
　◦3月4日 〜7日 10時〜19時、府中市市民活動センター･プラッツ
　◦3月5日 〜10日 9時30分〜17時、町田市生涯学習センター
東京空襲写真パネル展示
　3月7日 〜10日 9時〜18時30分（10日は16時まで）
　都庁都政ギャラリー

　東京都は、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。

黙とうのお願い 3月10日 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。

東京空襲犠牲者名簿（5年3月現在：81,428人登載）

生活文化スポーツ局文化振興部　☎03-5388-3141　お問い合わせ
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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
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733万5,101世帯　人口1,403万4,861人（男:688万4,898人　女:714万9,963人）
＊参考：外国人数 58万1,112人5年1月1日現在の推計

世帯と人口

主な内容  
◦�さまざまな分野の著名人が、知見や経験等に基づくアドバイスを動画
や記事コンテンツで定期的に配信

◦�検索しやすいよう、子供や子育て世代別、悩みのテーマ別、著名人別に
コンテンツを紹介

　子供と子育て世代が、潜在的に抱えている悩みの解決に役立つサイトを公開しま
した。皆さんが日頃感じている悩みや不安に対して、事例ごとに、著名人によるア
ドバイスを紹介していきます。

3月号は2月14日時点の情報に基づき作成しています。




