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Tokyo Metropolitan Government News 
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。
　昨年2月、東京2020大会の成果と新型コロナによる変化変革を踏まえ、政策を強化しました。しかし、その後も、ロシアのウクライ
ナ侵攻に端を発したエネルギー安全保障の課題、異常気象による自然災害の発生、将来の人口減少に対応していくため、「バージョン
アップ2023」を取りまとめました。

成長の源泉となる「人」

安全･安心でサステナブルな東京

世界から選ばれ･世界をリードする都市
都市の発展に不可欠な推進力となる、「人」の力を高め、「人」の力を引き出す

全ての都市活動の基盤となる「安全･安心」を確保し、
持続可能な未来を実現する

「未来の東京」戦略　デジタルブック 政策ダッシュボード

「『未来の東京』戦略」
の取り組みと実績等
を見える化して公表
しています！

明るい未来の東京を切り拓くための都政の新たな羅針盤となる
「『未来の東京』戦略」の詳細はホームページからご覧ください。

東京の魅力を磨き上げ、新たな成長の芽を育て、世界から選ばれる

成長の障壁となる社会構造･ルールを改革

チルドレンファーストの
社会

誰もが個性を生かし、
力を発揮できる社会

都政の構造改革シン･トセイ3

国と連携して制度を改革

都庁の当たり前を見直し

成長の源泉となる
人材育成

イノベーションの創出･
危機に強い産業構造へ転換

東京の
プレゼンス（存在感）を向上

都市機能を高め、
世界を魅了

多摩･島しょの振興

◦�次世代へ希望を引き継ぐ社会の実
現に向け、結婚･妊娠･出産･子育て
を切れ目なくサポート

◦�国際発信力を強化、インバウンド
再開を捉えたプロモーション展開
◦�世界陸上･デフリンピックを契機
とした発信

◦�女性の活躍に向けて社会
を変革、人や地域のつな
がりを創出･活性化
◦�高齢者のクオリティ･オ
ブ･ライフを一層向上、
セーフティーネットを一
層充実

◦�国内外におけるプレゼンスを高め、新たなファン
層を呼び込む
◦�多摩都市モノレール延伸に伴うまちづくりの推進

◦�国際競争力を高める陸海空の都市
基盤を整備
◦�利便性やにぎわいを一層向上
◦�緑や水辺を生かした、潤いや憩い
を感じられる魅力ある空間の創出

◦�東京の成長や新技術導入に向けた制度や規制の緩和を国へ要望
◦�都としてできることを先手先手で実施

西新宿の再編イメージ

次世代モビリティイメージ

「未来の東京」戦略 version up 2023

◦�英語力向上･リスキリング※によ
り、国際社会をけん引できる人材
を育成

※�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

◦�今までにない異次元のスタート
アップ戦略を展開
◦�GX※を梃

て

子
こ

に、脱炭素と経済の両
立を加速

※�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

◦�組織横断による施策展開
◦�複合的な広報戦略による発信
力強化
◦�事業の実行性を向上

お問い合わせ 　政策企画局計画調整部　☎03-5388-2131　

⇒3面に掲載

変化が激しく複雑化･高度化する社会情勢や人口減少社会の到来を見据え、
4つの分野で政策をバージョンアップバージョンアップのポイント

都民の生命･健康･財産を
守り抜く

脱炭素社会の実現
◦�電力を「Ⓗ減らす�Ⓣ創る�Ⓣ蓄め
る」HTTの取り組みにより、カーボ
ンハーフを加速
◦�水素社会実現を見据え、水素エネ
ルギーの社会実装や基盤づくりを
推進

◦�頻発･激甚化する災害への対策を
強化し、100年先も安心な東京へ
◦�関東大震災100年を契機に、自助･
共助･公助の気運を醸成
◦�新型コロナとの共存や医療提供体
制の強化
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従来の枠組みを超えた取り組み4

ベイエリアの将来イメージ

今回



お問い合わせ
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※電話番号を間違えないようにお願いします

※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

教　育

教育庁人事部選考課　☎03-5320-6787　 　お問い合わせ

オール都庁での改革推進の核となるプロジェクト

最新の情報はホームページをご覧ください。

都政の構造改革の実行戦略を｢シン･トセイ3｣へと
バージョンアップ！

民間の新たな発想や都民の皆さんのご意見を積極的にいただきながら、さまざま
な知恵を融合させて、効果的な政策を生み出す｢オープン＆フラット｣な都庁へ

　施設入場料等のキャッシュレス化、ペーパーレスやFAXレスの徹底など、DX（デジタル･トランス
フォーメーション）を梃

て こ

子に都政の構造改革を進めてきました。
　改革の次なるステージでは、DXをさらに推進するとともに、｢オープン＆フラット｣な都庁へと進
化し、都政のQOS※をさらに向上させていきます。

東京都 教員採用 検索

　東京都教育委員会では、先生を目指しているさまざまな方が受験しやす
い仕組みにするため、採用選考方法の大幅な見直しを行いました。この機会
に、先生を目指してみませんか？

東京都の先生を目指しやすくなりました！
　　　　　　　　　を進めています！

変更点 ❶　大学3年次から受験可能に
　大学3年等も選考の一部を前倒しして受験できるようになりました。
選考を3年と4年に分けることで、採用選考の勉強や教育実習など、多く
の準備が求められる4年次の負担を軽減しました。

変更点 ❷　合格発表の前倒し
　例年、10月中旬に発表していた合格発表を9月下旬に行い、受験者が
進路決定を早められるようにしました。

　｢学校における働き方改革推進プラン｣等に基づき、先生たちが誇りとや
りがいを持って働くことができる環境づくりに積極的に取り組んでいます。

変更点 ❸　集団面接を廃止
　二次選考（面接）の集団面接を廃止し、受験者の負担を軽減。個人面接
のみで十分に能力の実証を図れるよう、面接内容を充実します。

変更点 ❹　社会人特例選考の年齢要件を緩和
　年齢要件を40歳以上から25歳以上に引き下げ、教員免許なしでも受
験できる免許取得期間猶予の対象者を拡大しました。

変更点 ❺　カムバック採用を新設
　途中退職した東京都公立学校正規教員経験者で要件を満たした方は、
一次選考が免除され、教育現場に復帰しやすくなりました。

● スクール･サポート･スタッフの配置
　学習プリントの印刷等、教員の授業準備
などをサポートするスタッフを小･中学校に
配置
● 部活動指導員の配置
　部活動の実技指導、学校外での活動の引
率を行う人員を中･高･特別支援学校に配置
● 統合型校務支援システムの導入
　紙で管理している生徒の出席･成績等の情
報をシステムで一元管理

東京都公立学校教員採用候補者選考（6年度採用）
　募集する校種等･教科（科目等）、採用見込者数、採用選考日等
の詳細は実施要綱（ か区市町村教育委員会･都庁案内コーナー
等で配布）でご確認ください。
申込／5月9日18時（消印）までに か郵送で。

新たに11のプロジェクトを追加し、
全57プロジェクトで改革を推進します。

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、改革をさらに推進していきます。

都政の構造改革ポータルサイト

先端技術の
社会実装

防災対策の
DX

｢伝わる広報｣
の展開

サービスの
利便性向上

業務の高度化･
内部事務等の効率化

都庁のワークスタイル変革
デジタルを駆使した柔軟で質の高い働き方
を、事業所も含め都庁全体で実践　など

サービスデザイン徹底
デジタル化にとどまらない、誰もが使
いやすい行政サービスを提供　など

データドリブンな都政の推進
データの力で人々の生活を向上させるデー
タドリブンな社会に向け、官民データ連携基
盤を構築　など

都政スピードアップ･制度改革
組織横断で議論する場を新たに設け、都庁
の制度･運用を徹底的に見直し　など

オープンイノベーション実践
スタートアップ等との協働をさらに深
め、成長と社会変革を生み出す　など

都庁の活性化･ウェルビーイング実現
都庁組織の活性化に向け、職員の学び･挑戦･
成長の機会を充実　など

コア･プロジェクト

各局サービスの在り方や仕事の進め方そのものを改革するプロジェクト

｢シン･トセイ3 都政の構造改革QOSアップグレード戦略 
version up 2023｣デジタルブック政策企画局計画調整部　☎03-5388-2757　 　

Twitter

都民利用施設　全78施設
キャッシュレス化完了 ペーパーレス

取り組みの
テーマ

2016年度
（実績）

2022年度
（見込）

コピー用紙調達量コピー用紙調達量
7070％削減％削減

取り組み例

働き方改革働き方改革

各局リーディング･プロジェクト

受験申込
受付中！

※クオリティ･オブ･サービス、サービスの質



「わたしの
思い手帳 書き込
み編」を使って
みましょう

ACPサイクル
考えや思いは日々変化します。

そのたびに繰り返して

みましょう。

1 考えてみる 2 信頼できる
   人に話す

3 共有して残す
　（書き留める）
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　 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。　　 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。

子　供

福祉保健局医療政策課　☎03-5320-4446　お問い合わせ

　これからの限られた人生をどう生きたいですか？ 自分や家族のために、突然の変化にも困らないよう"自分の思い"
を共有して残しておくことを｢A

エーシーピー

CP｣といいます。｢わたしの思い手帳｣は、あなたのACPをサポートします。
　人生100年の長寿時代、最期まで自分らしく暮らすために、今から備えてみませんか？

　これからの人生を自分らしく生
きるために、年齢を重ねる中での
日々の暮らしから医療や介護のこ
とまで、あらかじめ身近な人と対話
して考えておくことです。まずは自
分のことから考えてみましょう。

　一人では判断できないこと、誰か
に相談したいこともたくさんある
はず。｢こんなときどうする？ ｣を
夫婦･子供･兄弟姉妹はもちろん、主
治医や看護師、ケアマネジャー等に
も相談して共有しましょう。

　実際に病気や身体機能の低下があ
ると、漠然と考えていた"自分の思い"
が変わることも。その都度伝えて、書
き留めて、共有しましょう。

例）
◦これまで大切にしてきたことは？
◦これから大切にしたいことは？
◦病気になったら？入院したら？
◦治療と仕事のバランスは？
◦認知症になったら？
◦延命治療はどこまでする？

　小冊子と別冊｢書き込み編｣を、都庁第一
本庁舎、区市町の窓口･地域包括支援セン
ター、医療介護施設等で配布しています。
個別申し込みは から。ダウンロードもで
きます。ご利用ください。

１ ACPって何？

　｢育業｣とは、都の公募によって決まった｢育児休業｣の愛称です。｢育業｣をもっと知っていただくために、動画と漫画を作成しました。

　　　　　　 　0歳の子供がいる男性社員。妻
に育業を約束したものの、職場が忙しくて…。
新米パパ役を朝ドラや大河ドラマに出演した
俳優の濱正悟さんが演じます。 ■宮川サトシさん（漫画家） ■おぐらなおみさん（漫画家）

未来を育むしごと｢育業｣をもっと知りたい！未来を育むしごと｢育業｣をもっと知りたい！

子供政策連携室プロジェクト推進課　☎03-5388-3814　お問い合わせ

専門家の立場から

動画｢みんなで育てるしごと、育業｣配信中 育業エピソードが漫画に！オンラインで配信中

　育児は｢休み｣ではなく社会全体で支えるべき「大切な仕
事」であることをストーリー仕立てで紹介。男性育業の取得
率公表義務化※が4月からスタートした今、ぜひ皆さんでご
覧ください。  ※従業員数1,000人超の企業が対象

　｢たまひよ｣がSNSで育業体験談を募集し、1,113件の
投稿から選ばれた6エピソードを漫画家が作品化。お子
さんが生まれる方や育児中の方におすすめです。

ストーリー

育児は24時間休みなし
交代でできると見える景色も違う

話し合うことから
本当の｢育業｣が始まった

人生の後半期に備える「わたしの思い手帳」

川㟢志保理さん
体が自由に動くうちに、意
思表示等ができなくなる
急な事態への対応を準備
しておくことが大切です。
望む医療･ケア、望まない
医療･ケアなど、話す機会
を作っておきましょう。

稲葉一人さん
法的観点から／自分の生活や医療内容等
は自分で決める権利があり、医療者はその
意思を尊重する義務があります。
倫理的観点から／医療や介護の現場で本
人の意思を尊重するためにも、自身の希
望や意思を話し合うACPのプロセスが大
切になります。

石山麗子さん
ケアの視点から見ると、
ACPは普段の生活で大
切にしていることを家族
や信頼できる人と語り、
共有する行為です。自ら
準備をして高齢期を迎え
る時代になりました。

医師から一言 法律家から一言 ケアマネジャーから一言

２ 対話・相談する

３ 見直して共有

「わたしの思い手帳」配布

アドバンスA dvance

プランニング
lanningP

ケア
areＣ

小冊子 別冊「書き込み編」

※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
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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

　4月8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8,800人。

　当選者には、4月20日ごろ（公演番号1～6）、5月2日ごろ（公演番号7～
28）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。

春の「都民半額観劇会」

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

歌舞伎座	
1等席：9,500円

（500席）

團菊祭五月大歌舞伎
昼の部　「若き日の信長」　

「音菊眞秀若武者」　ほか
尾上菊五郎　市川團十郎　ほか
夜の部　

「達陀」「髪結新三」　ほか
尾上松緑　尾上菊之助　ほか

1 5月16日 11時

2 5月18日 16時

明治座	
1等席：8,000円

（800席）

市川猿之助奮闘歌舞伎公演
「御贔屓繫馬」（18日）
「不死鳥よ 波濤を越えて―平
家物語異聞―」（22日）

3 5月18日 17時

4 5月22日 11時30分

国立劇場		
1等席：4,500円

（300席）
5月文楽公演「夏祭浪花鑑」

5 5月29日 17時45分

6 5月30日 17時45分

歌舞伎座	
1等席：9,500円

（500席）

六月大歌舞伎
演目未定＊
松本白鸚　片岡仁左衛門　
尾上松緑　市川猿之助　ほか

7 6月5日 11時

8 6月6日 16時

新橋演舞場
1等席：6,250円

（800席）

熱海五郎一座
「幕末ドラゴン　クセ強オンナ
と時をかけない男たち」
三宅裕司　檀れい　玉井詩織　
ほか

9 6月5日 16時

10 6月16日 16時

明治座	
S席：6,500円

（800席）
水谷千重子50周年記念公演
水谷千重子　ほか

11 6月6日 17時

12 6月8日 17時
三越劇場	
指定席：5,250円

（600席）

六月新派喜劇公演 「三婆」
水谷八重子　波乃久里子　
渡辺えり　ほか

13 6月6日 15時

14 6月21日 11時

国立劇場	
1等席：2,750円 

（1,000席）

6月歌舞伎鑑賞教室
「日本振袖始―八岐大蛇と素
戔嗚尊―」
中村扇雀　中村虎之介　ほか

15 6月9日 19時

16 6月20日 14時30分

明治座	
S席：7,000円 

（800席）

梅沢富美男劇団
梅沢富美男･研ナオコ特別公
演　三山ひろし特別出演

17 6月26日 16時

18 6月28日 16時
帝国劇場	
S席：9,000円

（1,000席）

「ムーラン･ルージュ」プレビュー
公演
平原綾香　甲斐翔真　ほか

19 6月26日 18時

20 6月28日 18時
国立劇場	
1等席：2,750円

（1,000席）

7月歌舞伎鑑賞教室
演目未定＊　
中村芝翫　ほか

21 7月3日 11時

22 7月5日 11時
東京建物
ブリリアホール
S席：6,750円 

（300席）

音楽劇
「ダ･ポンテ～モーツァルトの影
に隠れたもう一人の天才～」
海宝直人　平間壮一　ほか

23 7月11日 18時

24 7月13日 18時

シアタークリエ 
指定席：6,000円

（200席）
「家族モドキ」
山口祐一郎　浦井健治　ほか

25 8月1日 18時

26 8月3日 18時
東京芸術劇場シ
アターイースト
自由席：3,000円

（200席）

「エブリ･ブリリアント･シング」
佐藤隆太

27 8月13日 13時

28 8月15日 19時

＊演目等は4月4日以降に同事務局のホームページか電話でご確認ください。
※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

交　通

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　 　

お問い合わせ

　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5年9月30日です。

東京都シルバーパス
4月〜9月の新規購入の方へ

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） 

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

❶ 5年度住民税が「課税」の方
　（❸を除く）

10,255円
（4～9月に購入する場合）

❷ 5年度住民税が「非課税」の方 1,000円
❸ �5年度住民税が「課税」の方で 4 年の税

法上の合計所得金額※が135万円以下
の方（経過措置）

※ 不動産売却に係る特別控除額（令和4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

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
等いずれか1点）  

■❷❸の方は次のア～ウいずれか1点  
ア「5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「5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 4 年の合計所得金額が135万
　円以下のもの。
ウ「生活保護受給証明書（生活扶助）」
※アは 6月～ 7月頃に区市町村から送付。再発行不可。
　イは 5月頃以降、区市町村で申請により発行（原則有料）。
　ア･イは5年度の書類が発行されるまでは4 年度の書類で代用可。

　　ウは5年 4月以降に発行され、生活扶助受給が確認できるもの。 

支　援

　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
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
   ◦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
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な書類をファクスか で。

受付期間：4月3日～5月15日17時（7月10日以降に実施する事業）
 　6月1日～8月10日17時（10月10日以降に実施する事業）
 　9月1日～10月20日17時（12月10日以降に実施する事業）

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

生活文化スポーツ局地域活動推進課　
☎03-5388-3166　 　

お問い合わせ

必要書類等詳細はホームページをご確認ください。

検索地域の底力

※ ＝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

都庁SNS Twitter Facebook InstagramLINE
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　 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。　　 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。

※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

お知らせ
東京都水の科学館を
再開館します	

　設備機器更新等の改修工事が終了し、4
月11日 9時30分より再開館します。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

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	

　対象／次のいずれかに該当する20歳
未満の児童を監護している父母または養
育者（所得や施設入所等により支給制限
有）。①身体に重度、中度の障害や長期安
静を必要とする病状があり、日常生活に
著しい制限を受ける。②精神の発達が遅
延しているか、精神に障害があり、日常生
活に著しい制限を受ける状態にある。

区市町村か東京都心身障害者福祉セ
ンター☎03-3235-2949、 03-3235-
2968

産業廃棄物を排出した
事業者の方へ	

　産業廃棄物の処理を委託し、引き渡す
場合にはマニフェスト（産業廃棄物管理票）
の交付が必要です。4年4月1日〜5年3月
31日にマニフェストを交付した事業者は、
その内容を「産業廃棄物管理票交付等状
況報告書」にまとめ、6月30日までに都（排
出場所が八王子市の場合は同市）へ提出
する必要があります。
（有）クリーンシステム☎042-706-1345

か環境局産業廃棄物対策課☎03-5388-
3514

国民生活基礎調査	

　無作為に抽出した都内約7,500世帯を
対象に、生活の基礎的な事項を調査しま
す。4月17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

東京都生計分析調査	

　都民の暮らし向きの実態を明らかにす
ることを目的に、家計簿を記入していただ
く調査です。対象世帯に調査員が伺いま
すので、回答をお願いします。

総務局社会統計課☎03-5388-2554

補助金に関する
不審な電話にご注意ください	

　｢自動音声で東京都が行っている蓄電
池や太陽光パネル等の補助金に関するア
ンケートの電話を受けた｣、｢東京都から
の指示で蓄電池の補助金に関して個別案
内をしているという電話を受けた｣との報
告･問い合わせが多数寄せられています。
東京都および申請受付先のクール･ネット
東京では、このようなアンケートや電話に
よる個別案内は一切実施しておりません
ので、ご注意ください。

環境局総務課☎03-5388-3436

G7広島サミットに備えた
テロ警戒への取り組み	

　5月19日 ･20日 ･21日 に広島県
でG7サミット（主要国首脳会議）が開催さ
れます。東京都においても、テロ等の発生
を未然に防止するため、区市町村や事業
者等にテロ警戒の取り組みの徹底を呼び
掛けています。ご理解とご協力をお願いし
ます。

総務局防災管理課☎03-5320-7891
か警視庁警備第一課☎03-3581-4321

（代表）

足立児童相談所の移転	

　4月24日 から。足立区西新井本町
3-8-4☎03-3854-1181。移転による電
話･ファクスの変更はありません。

福祉保健局家庭支援課☎03-5320-
4127

固定資産税における
土地･家屋の価格が縦覧できます	

　4月3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
方法等詳細は、土地･家屋が所在する区
の都税事務所へ。

主税局相談広報班☎03-5388-2925

都税に関する証明等をスマホで申請
「スマート申請」開始	
　マイナンバーカードをお持ちの方は、ス
マホから申請手続きが可能になりました。
クレジット決済での手数料等の納付確認
後に証明等を郵送します。

主税局企画班☎03-5388-2918

募　集

東京都チャレンジショップ
「創

そう

の実
み

	吉祥寺」出店者　　	
　商店街で店舗開業を目指す、成人女性
か6年3月末時点で39歳以下の成人男
性。出店期間／6月〜11月（更新有）。費
用／月額36,300円（実費別）。申込／4月
13日（必着）までに か郵送で。申込方法
等詳細は で。

東京都中小企業振興公社☎03-5822-
7237

都内の川を題材とした
「川のフォトコンテスト」作品	
　規格／2L判以下かJPEGデータで。1人
2作品まで（未発表、著作権･肖像権等で
第三者の権利を侵害しないもの）。申込／

6月9日（消印）までに郵送で作品名･河川
名･撮影場所･撮影年月日･住所･氏

ふ り が な

名･電
話･メールを書き、〒163-8001東京都建
設局河川部（☎03-5320-5425）へ。メー
ル（3MB未満）、CD-Rの応募可。応募作
品の返却不可。都が無償で使用（著作権
は本人に帰属）。作品は9月に新宿駅西口
広場等で展示。募集要項等詳細は で。

4月からも安心して過ごすために
5年度新型コロナウイルス
ワクチン接種について

5年度も、自己負担なしで接種できます

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。

福祉保健局防疫･情報管理課　☎03-5320-7574　お問い合わせ

ワクチン接種
ポータルサイト

東京都　ワクチンポータル 検索

都の方針等詳細はホームページをご覧ください。

〈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　

〈医療体制について〉福祉保健局感染症対策部　☎03-5320-4089

お問い合わせ

発熱などの症状が出たら
コロナ陽性となったら

その他相談窓口

■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

■東京都陽性者登録センター
検査キットで陽性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。

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る
東京都発熱相談センターと、最寄りの医療機関をご案内する発熱
相談センター医療機関案内専用ダイヤルがあります。電話等詳細
はホームページをご確認ください。

期��間 	5月8日〜8月末
対象者 		初回接種（1･2回目）を終了した以下の方
　　　　	①高齢者（65歳以上）
　　　　	②	基礎疾患を有する方（5〜64歳）
　　　　	③医療従事者等

期��間 	9月以降
対象者 		初回接種（1･2回目）を終了した5歳以上の全ての方

4年9月20日から12歳以上を対象に開始したオミクロン株対応ワクチ
ン等の接種は、5月7日に終了します。まだ受けていない方で、接種を希
望される場合は、5月7日までに接種してください。

　5〜11歳の追加接種で使用する小児用ワクチンは、5年3月8日から、
オミクロン株対応ワクチンになりました。追加接種は最終接種から 
3カ月以上経過すれば接種できます。初回接種（1･2回目）は従来型ワ
クチンです。

4年度最優秀作品

外出する際は「マスクをポッケに」!

コロナは5月8日から5類に移行

一人一人の判断を尊重しましょう

持続可能な回復を推進

　マスクは感染防止対策の有効な手段です。外出時にはマスクを
携帯し、必要な場面では着用しましょう。

　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にするために取り組んでいき
ます。

都の方針

マスクの着用
について

相談窓口
について

春 開始接種

秋 開始接種
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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 ☆お出掛けは、環境にやさしい電車 　 バス    　で☆

　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。

働　く

5年度前期技能検定	
　職種／1･2級（40職種）、3級（16職種）、
単一等級（4職種）。資格／実務経験のみ
の場合、1級は7年以上、2級は2年以上、
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
は実務経験を有すること（関連講習を受講
した場合除く）。申込／4月3日〜14日（必
着）に郵送で。申請方法等詳細は で。

東京都職業能力開発協会☎03-6631-
6052か産業労働局能力開発課☎03-

5320-4717

製菓衛生師試験	

　資格／中学卒業以上で、2年以上の菓
子製造業務経験者か製菓衛生師養成施
設で所定の課程を履修した方。試験／6
月17日 。受験料／9,500円。申込／4
月28日（消印）まで。願書配布および申込
等詳細は で。

福祉保健局健康安全課☎03-5320-
4358

職 員 採 用

よび授業に付随する業務を担当する非
常勤職員。申込／9月30日（消印）まで
に か郵送で。選考は通年で実施。

教育庁職員課☎03-5320-6714

東京都公立学校「臨時的任用教員」
「時間講師」採用候補者選考			
　臨時的任用教員／産休等の取得や
育業をする公立学校教員の代替として
勤務する常勤職員。時間講師／授業お

詳細は必ず事前に などでご確認ください。

催　し
舎人公園×千本桜/ネモフィラ、浮間
公園×チューリップ	ライトアップ	

　4月23日 まで。四季を通じた花と光
の演出を行う「花と光のムーブメント」の一
つとして、園内を春の花で彩り、夜は美し
くライトアップ。

東京都公園協会☎03-3232-3038

「とちょう電力プラン」
家庭の余った電力を都が購入	

　家庭の太陽光発電で発電した卒FIT電
力（固定価格での買い取り期間が終了した
電力）を都が買い取り、都立高校等の都有 
施設で活用します。期間／6年2月29日（上
限に達し次第終了）。価格／1kWhあたり
11円（通常の買い取り単価に1.5円上乗せ）。

出光グリーンパワーとちょう電力プラン
お客様センター 0120-267-019か環
境局気候変動対策部☎03-5388-3563

低公害･低燃費車への
買い替えを支援します	

　中小企業者等による低公害･低燃費車
への買い替えに対し、低金利（4月1日現
在1.45%）の融資をあっせん。利子の2分
の1、信用保証料の3分の2を補助。購入
車両に対する補助金も有。申請期限／6
年3月29日。申込等詳細は で。

環境局自動車環境課☎03-5388-
3535

「夢のみち」2023
道路愛護ポスターコンクール	

　テーマ／「人
ひと

･街
まち

･未
み

来
らい

」つながる「みち」
づくり。対象／都内在住･在学の小･中学
生。規格／「みち」に関する標語を必ず入
れること。四つ切り画用紙。1人1作品ま
で。応募／6月2日（消印）までに郵送で、
所定の応募票（ で入手）を作品裏面に貼
り、「夢のみち」2023事務局（〒223-0053
横浜市港北区綱島西2-7-6-3階）☎045-
633-1960へ。

東京都道路整備保全公社☎03-5381-
3368

道路見学ツアー
「隅田川橋梁と復興記念館見学」	
　5月19日 13時。小学生以上、抽選で
40人。水上バス乗船有。街路･橋梁等を中
心とした関東大震災からの都市計画の歴
史に触れる。申込／4月23日までに で。

東京都道路整備保全公社☎03-5381-
3380

都営交通モニター	

　都営交通のサービスに対する調査回答
やグループインタビュー等。資格／4月1日
現在、都内在住･在勤･在学の16歳以上
の都営交通利用者で、 閲覧とメールの
送受信を日本語でできる方。人数／450人

（応募多数の場合選考）。任期／依頼日〜
6年3月31日。謝礼／都営交通一日優待
乗車券。申込／4月12日〜25日に で。

都営交通お客様センター☎03-3816-
5700（9時〜20時）

東京都公園審議会委員	

　都の公園および霊園の整備計画や運営
等について審議。資格／都内在住の18
歳以上の都立公園か霊園の利用者で、年
4回程度の会議に出席できる方（都の附属
機関の委員･公務員を除く）。人数／2人。
選考／作文･面接。任期／7月から2年間。
申込／4月16日（消印）までに、 か郵送
で、作文「誰もが生き生きと過ごせる都立
公園とするための提案」（A4判･800字程
度）と別紙に住所･氏

ふ り が な

名･生年月日･性別･職
業･電話を書き、〒163-8001東京都建設
局公園緑地部☎03-5320-5369へ。

国主催　慰霊巡拝の参列者	

　①カザフスタン共和国②中国東北地方
（旧満州地区全域）③インドネシア④東部
ニューギニア⑤北ボルネオ⑥ビスマーク
諸島⑦インド⑧マーシャル諸島⑨フィリ
ピン⑩硫黄島。対象／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。イルクー
ツク州･ブリヤート共和国、ハバロフスク
地方･ユダヤ自治州、ミャンマーの地域は
めどが立ち次第募集。

福祉保健局生活福祉部☎03-5320-
4078

学　ぶ

4月17日〜23日は科学技術週間
「Tokyoふしぎ祭

サイ

エンス2023」	
　4月22日 10時〜17時。日本科学未来
館（江東区）で。小･中学生を対象に、見て
･触って･体験できる、楽しい科学の催し。

総務局企画計理課☎03-5388-2289

科学技術週間参加行事	「最新イメージ
ング技術で脳血管のはたらきを見る」	

　4月18日 、板橋区立文化会館で。ポ
スター発表／12時30分〜16時。講演／
13時30分〜14時50分。講演は当日先着
250人。

東京都健康長寿医療センター☎03-
3964-3241

多摩消費生活センター　　
食育講座オンライン配信	

　「もったいない！お家で実践〜食品ロス
を減らす、もうひと工夫」5月1日12時〜

22日12時、YouTubeで。対象／都内在
住･在勤･在学の方。家庭でできる食品ロ
ス削減のためのノウハウを学ぶ。申込／4
月20日までに で。

同センター☎042-522-5119

目の健康講座	

　「生活習慣病だけど、何ともないから
大丈夫？でも本当に怖い目の病気があり
ますよ！」。5月13日 15時、有楽町朝日
ホールで。抽選で300人。申込／4月14
日（消印）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、東京都
眼科医会（〒160-0008新宿区四谷三栄
町3-10-2階）☎03-3353-8383へ。終了
後、先着2,000人に講座の内容をまとめ
た冊子を送付。

同医会か福祉保健局健康推進課☎03-
5320-4356

文化・スポーツ

都民コンサート	

　「水曜コンサート（警視庁音楽隊）」4月5
日･5月10日･6月28日。「金曜コンサート

（東京消防庁音楽隊）」4月7日･6月30日。
いずれも12時〜13時、日比谷公園小音
楽堂で。雨天中止。

東京芸術劇場☎03-5391-2111

東京都交響楽団　
サラダ音楽祭	

　「野音 de オーケストラ」5月4日 15時、
日比谷公園大音楽堂で。指揮／井上道義
さん、曲／グローフェ：組曲《グランド・キャ
ニオン》より他。4歳以上、抽選で2,000
人。申込／4月17日までに で。「プレミ
アムコンサート 日野･町田公演」①5月23
日 14時、ひの煉瓦ホールで。②24日
14時、町田市民ホールで。指揮／大井駿
さん、曲／スメタナ：交響詩「モルダウ」他。
4歳以上、抽選で①1,100人②800人。申
込／4月7日〜5月8日10時に で。申込
等詳細は か同事務局☎03-6221-0877

（10時〜18時、 除く）へ。
同事務局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2023	

　6月14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

以上。申込／4月14日（消印）までに往復
はがきに催し名･人数（2人まで）･全員の住
所･氏

ふ り が な

名･年齢･電話･車椅子利用の有無を
書き、〒100-8929警視庁音楽隊（☎03-
3581-4321代表）へ。応募多数の場合抽
選。

明治安田生命J1リーグ「FC東京	VS	
川崎フロンターレ」観戦優待	

　5月12日 19時30分、国立競技場で。
中学生以下（小学生は保護者同伴）、抽選
でバック席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☎03-
5320-7727

トップアスリート発掘・育成事業
第15期生募集　	

　優れた運動能力を有する中学生を選考
し、競技経験ゼロからオリンピック等国際
大会での活躍を目指す。対象競技／ロー
イング（ボート）･ボクシング･レスリング･ウ
エイトリフティング･自転車･カヌー･アー
チェリー。対象／都内在住･在学の中学2
年。競技体験･面接等の選考有。申込／5
月8日（消印）までに か所定の申込書（
で入手可）を郵送で。

東京都体育協会☎03-6804-8123か
生活文化スポーツ局スポーツ課☎03-
5320-7715

4年度最優秀賞作品



八丈島八丈島（八丈町）

文責：政策企画局戦略広報課

三原山方面の高台からの雄大な景色。
八丈小島(左)と八丈富士
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監　査

クレジットカード納付
専用サイトが「地方税お支払サイト」に変更
　https://www.payment.eltax.lta.go.jp/
◦利用可能額：1,000万円未満
◦�手数料：1万円までは37円、以
降1万円ごとに75円が加算(消
費税別)。
◦�「納付番号」「確認番号」「納付区分」に加
え、「収納機関番号」が必要になります。

スマートフォン決済アプリによる納付
◦�既存のバーコード読み取り方式に
加え、新たに納付書に印字される
QRコードを利用した納付が可能に
なります。
◦��QRコード読み取り方式に対応した
スマートフォン決済アプリについて
は、「地方税お支払サイト」（地方税共
同機構が運営）をご確認ください。

※電話番号を間違えないようにお願いします〈次号（5月1日発行）は、5月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

〈八丈島の観光について〉[八丈島観光協会]
☎04996-2-1377。9時〜17時。　

羽田空港から飛行機で55分。
竹芝桟橋から客船で10時間20分。

　太平洋上に浮かぶ都内の南国、八丈島は、二つの山からなるひょう
たん型の島。青空にヤシの葉が揺らぎ、ハイビスカスが咲く温暖な気
候は、黒潮暖流によるもの。豊かな自然を満喫するプロローグとしてま
ずは、ひょうたんの「くびれ」の部分に位置する八丈植物公園を訪れた。
熱帯･亜熱帯性の植物が茂る園内には、島の自然などの情報が得られ
る八丈ビジターセンターもある。
　島の北西部を占める八丈富士は標高854ｍ。中腹には「ふれあい牧
場」があり、のんびりとした牛たちに癒されるとともに、壮大な海と山を
見渡すことができる。麓の「南原千畳岩海岸」も絶景スポット。この山の
噴火によりもたらされた黒い岩の海岸で、特に夕暮れ時の風景は幻想
的。自然の偉大さを感じさせられる。
　もう一つの山、三原山の裾野には、滝の裏側を歩くことができる「裏
見ヶ滝」の散策路がある。天然記念物のシダ「ヘゴ」などの多様な植物
がうっそうとした森の中、澄んだ空気が体を包み、滝の流れ落ちる音が
心地よい。歩き疲れたら自由に立ち寄れる「足湯きらめき」へ。目前に
広がる水平線を望みながら、じんわり
と温かい温泉が脚を優しくほぐしてく
れる。運が良ければ遠方に鯨の姿が
見られるとか。温泉施設は複数あるの
で湯巡りも楽しめる。
　島の特産品にも注目したい。自生
する植物で染め上げた伝統的な絹織物

「黄八丈」は島の名称の由来ともいわ
れている。黒潮の恵みを受けた鮮魚を
しょうゆ漬けした島寿司や独特の風味
の魚の干物「くさや」など、食も堪能し
ながらゆったり過ごしたい。 滝の裏側を歩ける「裏見ヶ滝」 

自然と戯れながら味わう贅沢な時間

　結婚を希望しながらも、住宅費などに不安をお持ちの方に、
交通利便性の良い場所にある公的住宅を優先的に提供します。

結婚予定カップルを対象に入居者を募集

〈都営住宅について〉�都営住宅募集センター　☎03-3498-8894
　　　　　　　　��（9時〜12時･13時〜18時、 除く）�　
〈公社住宅について〉�公社住宅募集センター　☎03-3409-2244
　　　　　　　　��（9時30分〜18時、 除く）�

お問い合わせ

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戦略広報課　〒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、 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

733万4,344世帯　人口1,403万1,030人（男:688万2,936人　女:714万8,094人）
＊参考：外国人数 58万4,111人5年2月1日現在の推計

世帯と人口

4月号は3月15日時点の情報に基づき作成しています。

4月1日から都税の納付手続きが一部変わります

お問い合わせ 主税局収入管理指導班　☎03-5388-2984　

総務局グループ経営戦略課　☎03-5388-2339

報告書の全文は で。https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/

入居要件や申込等詳細はホームページをご覧ください。

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、4年度は
「港湾局の事業に関する事務の執行並びに株式会社東京臨海ホールディングス及び東
京港埠頭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、17件の指摘、72件の意見を受けました。

お問い合わせ

対象者 　これから結婚する予定のカップル等
募集戸数（年間）　都営住宅：250戸　公社住宅：50戸
募集頻度 　原則月1回

申　込 ���4月28日(必着)までに所定の申込書(4
月17日〜24日に で入手可)を郵送で
JKK東京都営住宅募集センターへ。4月
17日〜28日に からも申し込み可。

申　込 ���4月17日�
から 等で
先着順。

4月期の募集
都営住宅都営住宅 公社住宅公社住宅

１面写真：gerenme / Getty Images

◦申し込みにはユーザー登録が必要です。

本号をもって｢とうきょう日和｣の連載を終了します。

八丈島の魅力を
動画で紹介
しています。

変更内容等詳細はホームページをご覧ください。


