
予算の編成に当たって
　本年は、平成の時代が終わりを告げ、次なる時代の幕開
けとなる年です。
　新しい元号の下で産声を上げる新生児たちが成人する
頃には、待機児童、介護離職、孤独死、交通渋滞、現在我々
が直面する課題を象徴的に表すこれらの言葉が｢過去のも
の｣と言われるよう、都政を進化させていく。こうした決意
を胸に、東京、日本の未来への道筋をつけ、これから生まれ
てくる子供たちが歩む未来を切り拓

ひら

く予算を創り上げるよ
う、予算の編成に臨みました。
　わが国の活力の源泉となるのは｢人｣であります。
　｢人｣の持つ無限の可能性を、苦難に打ち勝つ｢都市｣の
力へと昇華させ、東京、日本の確かな成長へと繋

つな

げていく。
このことが首都東京の責任であります。
　だからこそ、この難局を大胆に切り拓き、未来に向けた道
筋を描く｢政策｣と、その実行力の基

もとい

となる｢予算｣に、より一
層の磨きをかけていかなければなりません。
　こうした想いから、都議会各会派の皆様や、区市町村の

代表、各種団体の皆様からのご意見、ご要望、都民の皆様
からのご提案に加え、新たに大学研究者の皆様からのご提
案を募り、知事査定の場で議論を尽くし、東京の｢知｣を未
来に繋げる予算案を練り上げてまいりました。
　こうして編成した平成31年度予算案は｢東京2020大会
を推進力とし、東京が成熟都市として新たな進化を遂げ、
成長を生み続けられるよう、未来に向けた道筋をつける予
算｣と位置付けました。
　気候変動等に対する｢都市力の強化｣、東京、日本の持
続的成長に不可欠な｢稼ぐ力の強化｣、そして、都市の活
力の源泉である｢『人』と『人』とを繋ぐ｣、この三点を軸に、
｢セーフ シティ｣｢ダイバーシティ｣｢スマート シティ｣の3つ
のシティの実現に向けた歩みを、力強く進めてまいります。
　この予算案に盛り込んだ一つ一つの施策を梃

て

子
こ

に、東
京、日本が持続的成長を遂げられるよう、都民の皆様の理
解･共感を頂き、皆様と手を携えながら、力強く、歩みを進
めていきたいと考えております。

平成31年度予算の主要事項 東京都予算案を分かりやすく解説した
動画を公開しています

予算案が5分で分かる！
｢東京都予算案まるわかりブック｣
都庁（案内コーナー・都民情報ルーム）、
都税事務所で配布。ホームページからも
ダウンロードできます。

東京都知事

メリーちゃん ハリーくん

財務局財政課　☎03-5388-2669　http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaiseiお問い合わせ

平成31年度予算案
東京2020大会を推進力とし、東京が成熟都市として新たな進化を遂げ、成長を生み続けられるよう、

未来に向けた道筋をつける予算

東京
2020大会の
成功に向けた

取り組み

多摩・島しょの
振興

最先端技術の
活用

セーフ シティ
の実現

ダイバーシティ
の実現

スマート シティ
の実現

702万186世帯　人口1,385万7,443人
（男：681万7,902人　女：703万9,541人）
＊参考：外国人数55万1,683人

世帯と人口 31年1月1日現在の推計

東京都生活文化局広報広聴部広報課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　電話 03-5388-3093　Fax 03-5388-1329

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/　　都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

広報東京都　　　検索

平成31年
（2019年）
3月1日発行
弥生 やよい　

第883号

9 東京都現代美術館
リニューアル・オープン

12 東京2020 開催まであと500日 !

平成31年度東京都予算案
概要と主な事業52

 ｢『3つのシティ』の実現に向けた
政策の強化(2019年度)～2020年
に向けた実行プラン～｣を発表
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予算のポイント
事業評価の推進

予算の使いみち

都債残高基金残高

大学研究者・都民による事業提案制度

東京の持続的成長に向けた施策展開

財政規模など

Topics／特集 31年度予算2
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

1,208件の評価結果を公表
し、結果を通じて、約900
億円の財源を確保

今後の膨大な財政需要を見据え、将来世代
の負担を考慮して都債の発行額を抑制
したことで、都債残高は7年連続減少

佳境を迎える東京2020大会の
開催準備などを着実に進めるた
め、計画的に貯めてきた基金を
取り崩して、積極的に活用

60万円

1999年度 2019年度

約4割減
36万円5,577億円を取り崩し

残高は１兆9,346億円！

福祉と保健
（少子高齢化対策　など） 

都市の整備
（道路の整備　など）

教育と文化
（学校教育の充実　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）

生活環境
（ゼロエミッション※2　など）

都民1人あたり ： 9.1万円

都民1人あたり ： 6.3万円

都民1人あたり ： 8.9万円

都民1人あたり ： 6.8万円

都民1人あたり ：3.5万円 都民1人あたり ： 1.6万円

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

5,829億円

3,668億円

1兆 4,963億円

1兆2,600億円

8,755億円

1兆2,366億円

9,407億円

4,864億円 2,186億円

➡　３つのポイントを軸に、３つのシティを実現していく

平成31年度予算案の全体像

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5兆5,979億円）に占める割合です。 ※2 省エネなどにより、温室効果ガス排出を実質ゼロにすること

人口１人当たりの起債残高の推移

「都市力」の強化
気候変動等に負けない強じんな都市へ

「稼ぐ力」の強化
首都として日本の持続的成長をけん引

「人」と「人」とを繋ぐ
都市の活力源である「人」を活かす

一つ一つの事業の効率性や
実効性を高めました

Plan
計画
（予算）

Do
実行
（執行）

Check
評価

（決算・事業評価）

Action
改善

（予算編成）

※1  最大3年間の
      支援額合計

つな

お問い合わせ 　財務局財政課　☎03-5388-2669　http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaisei

区　　　　分 平成31年度 平成30年度 増減率

一 般 会 計 ７兆4,610億円 ７兆   460億円 5.9％
特 別 会 計 5兆5,505億円 5兆4,389億円 2.1％
公 営 企 業 会 計 1兆9,480億円 1兆9,591億円 △ 0.6％
合 計 14兆9,594億円 14兆4,440億円 3.6％

New　大学研究者による事業提案制度 都民による事業提案制度
研究者からの提案を基に、研究者・大学と連携して
事業を創出する仕組み

「都民が提案し、都民が選ぶ」ことで、都民の声を
直接施策に反映させる仕組み

提 　 案 109件 248件
選 　 定 有識者等の審査と都民投票を踏まえ、７事業を選定 都民投票を踏まえ、９事業を選定
予 算 額 1.7億円（総事業費※1 15.4億円） 4.7億円

一般会計の
予算規模は
過去最大! 新規事業は

過去最高の
411件!

23％ 4％9％

17％

22％

16％

ハリーくん メリーちゃん



安全・安心でにぎわいにあふれる都市- ｢ セーフ シティ ｣の実現

水害に強いまちづくり 1,598億円

救急活動体制の充実　 26億円

地震に強いまちづくり　 1,411億円

まちの安全・安心の確保 67億円

地域コミュニティの活性化 17億円

水害・地震に強いまちづくり　3,008億円（3,022億円）

災害対応力の強化　170億円（131億円）

救急活動体制の充実、まちの安全・安心の確保等　110億円（92億円）

頻発・激甚化する自然災害や地震に負けないまちづくりを推進！

災害から確実に都民の生命を守る対応力･防災力を向上！

あらゆる危機から都民を守る取り組みを総合的に展開！

日本の成長をけん引し世界の中で輝き続ける都市- ｢ スマート シティ ｣の実現

国際金融都市の実現･外国企業誘致の加速化　 27億円

起業・創業の促進　 76億円

イノベーションの創出・生産性の向上　 158億円

国際金融・経済都市の実現　3,260億円（3,408億円） 激化する国際競争を勝ち抜く｢稼ぐ力｣を高め、持続的成長を創出！
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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

即応情報隊 即応救助隊

全地形活動車や
ドローン等を用
いて、先遣隊と
して災害の実態
把握や活動拠点
を形成

高機動救助車やエアボート
等により、情報収集や
救助活動の
中核を担う

新規 マイ・タイムラインの作成支援・普及
自らの環境や地域の特性に合った避難行動をとれるよう、水害からの避難を
考えるための材料を一式にまとめた作成セットを配布
また、小中高等学校での配布などを通じて、防災の貴重な担い手となる児
童・生徒による作成を促進し、家族も含めて、普及を推進

拡充 「東京都防災アプリ」の充実
災害情報の多言語配信をはじめ、コンテンツの充実や機能追加を図り、外国
人観光客や在住外国人も含めたあらゆる方々の迅速な情報収集、適切な避
難行動を実現

新規 新たな調節池※1の
　　      整備検討
局地的集中豪雨や多発する台風に
より発生する水害への対応力強化
のため、新たな調節池の検討を前倒
して実施

新規 デイタイム救急隊（仮称）の創設
育児休業終了後などの職員が従事しやすい時間やローテーションに配慮し
た救急隊を平日の日勤時間帯に創設し、日中現場到着時間の短縮を図る

新規 環状七号線地下広域調節池の延伸等検討
調節池の流域間相互融通が可能な環状七号線地下広域調節池の延伸等を
検討

新規 即応対処部隊（仮称）の創設
東京消防庁において、異常気象災害や大規模災害時等に、既存部隊が侵入困難な
現場へ先行し、部隊指揮に必要な情報収集体制を確立するなど、これまでにない新
たな機能を持った部隊を創設

拡充 区市町村無電柱化補助防災緊急パッケージ（仮称）
切迫する災害に備え、災害拠点病院に繋がる道路など防災に寄与する路線の補助
率を拡充

新規 防犯設備維持管理経費への補助
地域防犯力の維持向上に取り組む町会･自治会等に対し、防犯カメラ継続利用の
ための維持管理費の一部を補助

新規 連鎖的リノベーション推進プロジェクト
特定のエリアで集中的･連鎖的に空き家などが改修･活用される取り組みが進むよ
う、｢まちづくりプロデューサー※2｣の業務に対し、区市町村を通じて支援を実施

新規 ブロック塀等の安全対策（公立・私立学校、民間建築物等）
安全性に問題のあるブロック
塀の撤去や木塀の設置等を
対象に、都独自に補助制度
を新設

ブロック塀

調節池内部の様子

全地形活動車＊ エアボート＊

国産木材を使用した塀
（イメージ）

新規 金融プロモーション組織の設立
官民が一体となって情報発信や海外金融系企業の誘致を行っていくための
業界横断的な組織の設立に向けた準備等を実施

新規 小中学校向け起業家教育推進事業
子供達にとって起業を身近な存在にするため、小中学校における起業家教
育の実施に向け相談体制を整備し、必要な支援等を実施

拡充 革新的事業展開設備投資支援事業
中小企業が競争力の強化や成長産業分野への参入などを目
指す際の、設備等導入に必要な経費の一部を支援

拡充 創薬系オープンイノベーション支援事業
創薬系ベンチャーの起業や資金調達などへの助言やマッチング、
研究を行う都内のウェットラボ※3への入居費用補助などを実施

＊は日本の消防機関で初導入

※2  区市町村が選定した不動産事業者等

AfterBefore
※1  増水した川の水を一時的に取り込
      み、下流の水量を軽減する施設

◦（   ）内は30年度予算額を表します
平成３１年度予算案の主な事業

※3 創薬･医療系の研究に必須の水を使う研究室

商店街の
活性化支援や
農林水産業の
振興などにも
取り組んで
いきます !



誰もがいきいきと活躍できる都市- ｢ ダイバーシティ ｣の実現

日本の成長をけん引し世界の中で輝き続ける都市- ｢ スマート シティ ｣の実現

家庭における省エネルギー対策の推進 71億円

使い捨てプラスチック対策　 2億円

外国人旅行者等の誘致　 175億円

暑さ対策　 214億円

交流・物流ネットワークの形成　 2,075億円

多彩な観光資源の開発・発信　 135億円

豊かな自然の創出・保全等　 377億円

ゼロエミッション・ビークル（ZEV）の普及促進 61億円

再生可能エネルギーの導入拡大　 20億円

ゼロエミッション東京の実現　259億円（93億円）

快適で豊かな都市環境の形成　598億円（633億円）

世界に開かれた国際・観光都市の実現等　2,439億円（2,376億円）

ゼロエミッション東京の実現に向け、取り組みを抜本的に強化！

暑さ対策を講じるとともに、誰もが快適に暮らせる都市環境を創出！

さまざまな切り口から東京の魅力を高める取り組みを推進！

子供を安心して産み育てられる環境の整備　2,206億円（1,961億円） ライフステージごとの支援策をさらに強化！

待機児童解消および多様な保育サービスの充実に向けた取り組み 1,745億円 結婚から出産、子育てまでの切れ目ない支援 390億円

社会養護等の充実 71億円
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新規 家庭のゼロエミッション行動推進事業
家庭の省エネ行動を促すため、省エネ性能の高い家電等への買い替えに対
し、東京ゼロエミポイントを付与

新規 プラスチック代替素材を活用した開発・普及プロジェクト
再生可能な原材料を使用した脱プラスチック製品の研究開発を通じ、環境
に優しい製品の量産化･事業化を支援

拡充 国際会議の誘致・開催支援助成
MICE誘致を巡る国際競争に勝ち抜くため、国際会議誘致･開催資金助成
の上限を見直し

拡充 公立学校における屋内体育施設の空調設置
児童･生徒の安全な教育環境や、災害時における避難施設等としての環境を確保す
るため、屋内体育施設の空調について、公立小中学校の導入支援と都立学校の設
置を促進

新規 スムーズビズの推進
快適な通勤環境や企業の生産性向上等のため、新しいワークスタイルや企業活動の東京
モデルを｢スムーズビズ｣とし、交通混雑緩和のための取り組み(TDM：交通需要マネジ
メント)とテレワークや時差Bizなどの取り組みを一体的に推進

新規 ナイトライフ観光振興助成金
ナイトライフイベント等を実施する区市町村、観光協会等、民間事業者など
に対する補助を実施

新規 ラムサール条約登録湿地PRにかかる他自治体との連携
ラムサール条約湿地に登録された葛西海浜公園のＰＲを強化するため、他の
登録湿地を擁する自治体と連携して干潟の魅力や重要性を広く発信

拡充 次世代自動車（EV・PHV）等の普及促進
中小企業に限定していた購入費補助の対象を個人・大企業にも拡大し、
補助額も大幅に引き上げることで、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイ
ブリッド自動車（ＰＨＶ）のライフサイクルコストをガソリン車並みに抑制

新規 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進事業
事業者に補助することで、家庭の太陽光発電導入が初
期費用ゼロになり、電気代の3割程度削減とともに、非
常用電源の確保にも寄与

新規 東京ゼロエミ住宅導入促進事業
省エネ性能の高い住宅を普及させるため、都が定める水準を満たす新築住
宅に対し補助を実施

新規 オリンピック・パラリンピック競技大会に
　　      向けた暑さ対策事業
厳しい暑さから都民や観客、観光客などの健康と安全
を守るため、2019年度夏のテストイベントで対策の試
行･検証を実施

②ポイント申請
（リサイクル券、レシート等）

③商品券等送付

①対象家電
の購入

家電店 都民
運
営
事
務
局

テレワーク

2020TDM 推進プロジェクト

時差 Biz

スムーズビズ
東京2020大会を契機に

東京のレガシーに！

◦幼児教育の無償化等
国制度 都独自の支援策

認可保育所等 ◦３～５歳は完全無償化
◦０～２歳は非課税世帯のみ無償化

【認可、認証保育所等】
◦児童が２人以上いる世帯に対し、都独自の支援
 ◦第２子は利用者負担半額、第３子以降は無償化

【認証保育所等】
◦認可保育所と同水準まで引き下げるという考えの
　もと、都独自の支援策を継続

認可外保育
施設等

◦認可保育所等の無償化対象世帯
　は一部無償化

私立幼稚園等
◦３～５歳は一部無償化
◦ 預かり保育は、保育の必要性の

認定を受けた場合に上乗せして
無償化

◦都内平均保育料との差額を補助
◦現行の年収約270万円以下世帯の軽減水準を維持

新規 幼児教育の無償化等
国の無償化への対応に加えて国制度の対象外
となる層に対し、都独自の支援策を実施し、子
育て世帯を応援

拡充 不妊検査等助成、不妊治療費助成
不妊検査等助成～年齢制限の緩和
 　妻の年齢が35歳未満の夫婦（事実婚を含む）
 　→ 40歳未満へ拡大
不妊治療費助成～所得制限の緩和　
 　上限730万円（国基準） → 上限905万円へ拡大

新規 児童虐待を防止するためのＳＮＳを活用した
　　      相談事業
児童本人およびその保護者にとって身近なＬＩＮＥを活用し、
より相談などにアクセスしやすい環境を提供

新規 夜間帯保育事業
深夜帯の保育や24時間保育に取り組む認
証保育所を支援することで、夜間帯（22時
から翌７時まで）および休日の保育を提供

＋

事業所等における省エ
ネルギー対策や照明の
LED化推進などにも
取り組んでいきます!

大気環境対策や
持続可能な資源利用など
の促進にも取り組んで
いきます !

外国人旅行者等の
受入環境の充実にも
取り組んでいきます!



東京2020大会の成功に向けた取り組み

多摩・島しょの振興

東京の持続的成長を支える最先端技術の活用

3,121億円（1,286億円）

2,591億円（2,389億円）

728億円（403億円）

誰もが安心して健康に暮らせる社会の実現  1,330億円（1,292億円） 誰もがウエルネスで、いきいきと活躍できる環境づくりを推進！

誰もがいきいきと活躍できる都市- ｢ ダイバーシティ ｣の実現

ライフ・ワーク・バランスの充実 　 260億円

高齢者の社会参加の促進　 30億円

未来を担う人材の育成 　 709億円

女性の活躍推進　 19億円

誰もが活躍できる社会の実現等　1,969億円（1,155億円） 「人」と「人」との繋
つ な

がりを、東京の活力創出に繋げていく！

2020年度までにテレワーク導入率35％の目標達成に向け、2019年度は
取り組みを大幅に拡充

業界
団体

傘下
企業

テレワークの
トライアル導入
10/10補助

・必要な機器等の購入
 ・アプリケーション導入
 ・制度整備費

高齢者の暮らしへの支援　 362億円

① 「知って安心認知症」を活用した普及啓発

障害者に対する生活支援　 231億円

医療の充実・健康づくりの推進　 229億円

早期発見の体制を構築し、初期
段階から適切な対応につなげる② 医療機関での認知症検診
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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

拡充 オリンピック・パラリンピック競技施設等の整備
新規恒久施設の整備や選手村基盤整備を着実に推進

拡充 市町村総合交付金
多摩・島しょ地域の一層の振興を図るため、市町村に対する総合的な財政
支援を実施

拡充 生産性向上のためのＩｏＴ、ＡＩ、ロボットの導入支援
中小企業が最先端技術を利活用する取り組みを支援

拡充 ラグビーワールドカップ2019TMの開催準備
試合開催会場内の備品の移動、清掃・衛生業務などの役務を提供
また、チケットがなくても楽しめるファンゾーンを運営

新規 創業支援拠点（多摩）の設置・運営
起業に向けた各種支援を行う創業支援拠点を多摩
地域に整備

新規 在宅訪問教育における分身ロボットのモデル導入
在宅訪問教育を受ける生徒の学習機会の確保や学校行事等への参加のため分身
ロボットをモデル配備

拡充 大会開催に向けた区市町村支援
区市町村が実施する大会を構成する関連事業を支援

新規 世界自然遺産を活用した観光振興
小笠原諸島と同様に世界自然遺産が所在する４道県と連携した観光ＰＲを実施

新規 自動運転の社会実装に向けた取り組みの推進
東京2020大会を見据えて、羽田･臨海部などにおいて最先端の自動運転シ
ステムの実証実験を推進するための施策等を実施

拡充 Tokyo Tokyo FESTIVALの展開
アート＆エコ風呂敷プロジェクトなど、東京の多彩な
芸術文化の魅力を国内外に発信

拡充 多摩障害者スポーツセンターのリニューアルオープン
2019年７月に運営を再開予定

拡充 小笠原航空路調査
小笠原諸島への航空路開設に向けた調査を実施

新規 介護保険施設等におけるＩＣＴ活用促進事業
特別養護老人ホーム等におけるICT環境整備や見守り支援機器などの導入を支援
し、職員の負担軽減を図るとともに、質の高い介護サービスの提供を推進

新規 業界団体連携によるテレワーク導入促進事業
業界団体が傘下企業に対しテレワーク導入を促すため、
セミナー、コンサルティング等を行う経費を助成

新規 はじめてテレワーク
テレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた
企業に対し、テレワークのトライアル導入に必要な経費を支援

新規 介護休業取得応援事業
従業員が介護休業を取得･復帰した企業への支援を行うことで、介護休業を
取得しやすい職場環境の整備を促進

新規 シニア就業支援キャラバン
区市町村が設置するアクティブシニア就業支援センターと連携し、地域における潜
在的求職者の掘り起こしや高齢者と地元企業とのマッチングを支援

新規 五大陸国際学生シンポジウム（仮称）の開催
首都大学東京において、東京2020大会を契機にシンポ
ジウムを開催し、海外大学の学生との国際交流等を一層
促進することで、学生の留学意識を醸成

新規 育児・介護からのジョブリターン制度整備推進事業
妊娠･出産･育児または介護を理由に退職した方が、再び退職前の会社に復帰でき
る制度を整備する中小企業を支援

新規 シニア予備群向け出張セミナー
在職中のシニア予備群に対し、出張セミナー形式にて定年後の就業に向けた支援を実施

新規 女性経営者等の活躍促進事業
女性経営者の活躍を促進するための知識･ノウハウの習得や、ネットワーク構築に
対する支援を実施

東京都 10/10
補助

新規 認知症検診推進事業
認知症の早期診断に向けた認知機能検査を推進し、
認知症への早期の対応や治療を行うことを可能にす
る区市町村の取り組みを支援

 「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」 による
セルフチェックを実施し、チェック結果により検診へ

新規 障害者グループホーム体制強化支援事業
特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、
手厚い職員配置を行うグループホームの体制確保を支援

拡充 東京2020大会に向けた宿泊施設･飲食店の
            受動喫煙防止対策支援事業
中小･個人経営の宿泊施設や飲食店が条例に対応した喫煙専用室等を整備する場
合などに必要な経費の一部を支援するとともに、対象事業者への周知活動や経営
上の相談にきめ細かく対応

・セミナー
・コンサル
  ティング

東京 2020 大会
開催準備の総仕上げを
着実に進めます !

がん・感染症対策の
推進や在宅医療の
充実などにも取り組
んでいきます !

バリアフリー化の
推進などにも取り
組んでいきます !

お問い合わせ 　財務局財政課　☎03-5388-2669　http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaisei
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

強化した政策例　～「人」に着目した政策を重点的に展開～

お問い合わせ 　政策企画局計画部　☎03-5388-2131　https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/ 

「『3つのシティ』の実現に向けた政策の強化（2019年度）
～2020年に向けた実行プラン～」を取りまとめました

　都は、2016年12月、2020年度までの4カ年の実施計画「2020年に向けた実行プラン」を策定しました。
　現在、実行プランに掲げる「3つのシティ」を実現し、「新しい東京」を創り上げていくための取り組みを全力で進めています。

　実行プランでは、施策の実施、進行管理･評価、改善･見直しの「PDCA」サイクルを策定段階から組み込み、
毎年度、政策目標の新規設定や見直しなどを行い、政策の強化を図っています。
　PDCAサイクルの「A」（Action）に当たるのが、「政策の強化」です。

❶ 誰もが安心して暮らし、希望と活力を持てる東京

❷   成長を生み続けるサステイナブル（持続可能）な
東京

❸ 日本の成長エンジンとして世界の中で輝く東京

セーフ シティ もっと安全、もっと安心、もっと元気な
首都･東京

ダイバーシティ 誰もがいきいきと生活できる、活躍で
きる都市･東京

スマート シティ 世界に開かれた、環境先進都市、国際金
融･経済都市･東京

政策の強化（2019年度）

3
つ
の
シ
テ
ィ

新
し
い
東
京

Plan Do

CheckAction

地震や気候変動がもたらす豪雨等の
自然災害への対応力を強化するなど、
都民の安全・安心を守る

誰もがウエルネスで、
「人」と「人」とのつながりの中で
力を最大限に発揮できるまち･東京の実現

東京が成熟都市として進化し、
持続可能な成長を実現するための
「稼ぐ力」の強化

◦�浸水予想区域図の�
改定

激甚化する豪雨の傾向を踏まえ、従前の浸水
予想区域図（全14区域）を、想定し得る最大規
模の降雨時の浸水箇所を明示したものに改定

◦�パンフレット�
「知って安心認知症」を�
活用した認知症に関する�
正しい知識の普及啓発

急速な高齢化に伴う認知症の人の増加を見据
え、認知症の疑いを簡単に確認できるチェッ
クリストや相談窓口等を掲載したパンフレッ
トを活用した普及啓発を推進

◦�都による�
金融系外国企業�
誘致数

新設する金融プロモーション組織との連携な
どにより誘致活動を強化

◦�ベンチャーの創出・育成の�
支援

都内経済の活性化の担い手として期待される
ベンチャーの創出・育成をより一層支援

◦�土砂災害警戒�
区域等の指定
　（約15,000カ所完了）

多発する集中豪雨を踏まえ、目標年次を前倒し

◦�働き方改革の推進

働き方改革のより一層の推進に向けて、目標
値を上方修正

　　　　　　14区域で改定（2020年度）新規目標

都は、東京2020大会の成功および
「3つのシティ」の確実な実現に向け、
さらに積極的に政策を展開していきます

「『3つのシティ』の実現に向けた政策の強化（2019年度）～
2020年に向けた実行プラン～」冊子（400円）を都民情報
ルーム（都庁第一庁舎3階）で販売しています。ホームページ
からもダウンロードできます。

50社
（2020年度）

➡ 40社
（2020年度）

今回の強化により576に増

◦ 政策の強化を進めるための方針で
ある「重点政策方針」に掲げる「人」
に着目した戦略

◦ これまでの実績や目標達成に向け
た取り組み・課題を示した事業実施
状況レビュー（2018年9月）の結果

◦ 国際金融･特区活用等の戦略的な政
策課題や東京2020大会の成功に向
けた課題への対応

◦ 社会情勢の変化や都民ニーズなど、
喫緊の課題に対応

実行プラン策定時　502
前年度強化時　　　546

政策目標数

豪雨対策 高齢者が安心して暮らせる社会 国際金融・経済都市

土砂災害対策

誰もが活躍できるまち

　　　　　　都内全域（2020年度）新規目標

　　　　　　2,000件（2020年度）新規目標
島しょ部　2018年度
都内全域　2019年度前半

➡ 都内全域
2019年度

強化した目標
働き方改革宣言企業
6,000社（2020年度）

➡ 働き方改革宣言企業
5,000社（2020年度）

強化した目標

強化した目標



平　和

スポーツ

　東京都障害者スポーツ大会は、「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。

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。
駒沢オリンピック公園総合運動場ほか。
3月19日 （団体競技、学校･障害者支援施設の新入生･新
規利用者は4月15日 ）（必着）までに所定の申込書等（申
込窓口か で入手）を郵送か持参で東京都障害者スポーツ
協会（〒162-0823新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ
12階）へ。障害者総合スポーツセンター（北区）、多摩障害
者スポーツセンター（調布市）へは持参申し込みのみ可。
※�詳細および7月以降の実施競技については東京都障害者ス
ポーツ協会 をご覧下さい。

東京都障害者スポーツ大会
出場者募集

対　象

会　場
申　込

❶�3月5日 ～10日 9時～17時、東京芸術劇場で。
❷3月12日 まで。8時30分～17時、武蔵野市役所で。
❸3月15日 ～19日 10時～18時、多摩市立永山公民館で。

3月6日 ～10日 8時30分（6日は13時）～18時30分（10日は16時）、都庁
第一庁舎1階で。

　東京都は、「東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑」（都立横網町公園
内）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。名簿への登載を希望される場合は、問い合わせ先までご連
絡下さい。

生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141　お問い合わせ

3月10日は「東京都平和の日」
　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、当日の式典（イン
ターネット中継有）等の記念行事を実施します。

黙とうのお願い 3月10日 14時から1分間の黙とうへの参加を
お願いします。

東京空襲資料展

東京空襲写真パネル展示

東京空襲犠牲者名簿（31年3月現在:81,147人登載）

実施競技 部　門 日　程

個
人
競
技

アーチェリー 身体 5月19日
サウンドテーブルテニス 身体 5月19日

陸上競技
知的 5月25日 ･26日
身体･精神 6月1日

水泳 身体･知的 5月25日 ･26日
卓球 身体･知的･精神 5月25日
フライングディスク 身体･知的･精神 5月25日
ボウリング 知的 5月26日

団
体
競
技

ソフトボール 知的 5月19日

バスケットボール 知的 5月25日 ･26日 ･
6月1日 ･2日

バレーボール 知的 5月25日
フットベースボール 知的 5月25日
サッカー 知的 5月26日 ･6月2日

お問い合わせ
東京都障害者スポーツ協会　
☎03-6265-6001　FAX 03-6265-6077　http://tsad-portal.com/
オリンピック･パラリンピック準備局障害者スポーツ課　
☎03-5320-7799　FAX 03-5388-1229

イベント

政策企画局渉外課　☎03-5388-2865　
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/tokku/

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

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

※ ＝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、♦＝「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

　東京2020大会と連動し、世界をリードするスマートエネルギー都市を目指
したさまざまな事業に取り組んでいます。

◦選手村地区エネルギー事業
　選手村では、東京2020大会後のま
ちづくりにおいて、新技術の活用によ
り、災害時の自立性の確保、快適性と
エコな暮らしの両立など、環境先進都
市のモデルとなるまちの実現を目指
しています。
　特に水素エネルギーの活用につい
ては、実用段階としては日本初とな
る、パイプラインによる街区への水素
供給を実施するなど、低炭素社会の先
駆けとなる取り組みを進めています。

◦東京ゼロカーボン4デイズ�in�2020
　CO2を排出しない「ゼロエミッション東京」を目指す取り組みの一つとし
て、東京2020大会の開会式と閉会式の合計4日間、都内で排出されるCO2を
「カーボンオフセット」によりゼロにします。
　カーボンオフセットとは、事業活動等におけるCO2等の排出について、自ら
の取り組みのみでは削減し切れない量を他の事業者の取り組み等による削減
量で埋め合わせるという考え方です。都内事業者と協力し、環境負荷を減ら
していきます。

Ⅰ  大会気運醸成

Ⅳ �環境

Ⅲ �復興・防災

Ⅵ �人材育成・活躍支援

Ⅱ �魅力発信

Ⅴ �先端技術

政策企画局調整部　☎03-5388-2240　お問い合わせ

　東京都では､東京2020大会を「史上最高の大会」へと導くとともに､多彩な文
化や優れた技術力など､東京が持つ都市としての魅力を一層高め､国内外に発信
するため､「ホストシティTokyoプロジェクト」を展開しています｡
　今回は、ホストシティ（開催都市）として取り組む6分野の事業のうち､「環境」
の分野についてお伝えします｡

環境Ⅳ

「�東京版イノベーション・�
エコシステム」
キックオフ･イベント開催
　東京都は、世界に開かれたグローバル都市となるため、外国企業誘
致や国際的ビジネス環境の整備に取り組んでいます。
　東京におけるイノベーション･エコシステム※の形成に向けた取り組
みを進めるため、キックオフ･イベントを開催します。中小企業診断士
との起業相談座談会も行いますので、ぜひご参加下さい。
※�イノベーション･エコシステムとは…ベンチャー企業や大企業、投資家、
研究機関などが集積･連携することで共存･共栄し、先端産業の育成や経済
成長の好循環を生み出すビジネス環境

日　時
会　場
定　員
内　容

出演者

申　込

3月27日 18時
P
プ ラ グ

lug�a
ア ン ド

nd�P
プ レ イ

lay�S
シ ブ ヤ

hibuya（渋谷道玄坂東急ビル内）
抽選で100人程度
◦�エコシステムをテーマとしたパネルディスカッション
◦�起業相談座談会
小池知事
伊佐山元（WiL,�LLC.�CEO）
林千晶（ロフトワーク代表取締役）
3月26日までに で。

東京2020大会後の選手村（イメージ）
ⓒ晴海五丁目西地区

第一種市街地再開発事業特定建築者
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

東京消防庁人事課　 0120-119-882　お問い合わせ 検索東京消防庁　採用

警視庁採用センター　 0120-314-372　 　お問い合わせ 検索警視庁　採用

人事委員会事務局試験課　☎03-5320-6952～4　 03-3344-1064　お問い合わせ 検索東京都職員採用

31 年度　職員採用

東京都職員採用試験（選考）

東京消防庁消防官･職員採用試験（選考）

警視庁警察官･警察行政職員採用試験（選考）

種　類 試験案内配布開始 第1次試験（選考） 申込受付期間 区　分 主な受験資格
Ⅰ類A

3月7日

5月12日

◦郵送　4月1日～5日（消印）
◦インターネット　
　4月2日10時～8日15時

事務･技術 昭和63年4月2日～平成8年4月1日生まれの方

Ⅰ類B 5月5日

行政･技術 平成2年4月2日～平成10年4月1日生まれの方

専門的な職種 平成2年4月2日～平成10年4月1日生まれで、職種によっては
必要な資格･免許をお持ちの方

獣医･薬剤
平成2年4月2日～平成8年4月1日生まれの方
【獣医】獣医師の免許をお持ちの方
【薬剤】薬剤師の免許をお持ちの方

Ⅱ類

6月3日

9月8日
◦郵送　6月3日～8月5日（消印）
◦インターネット　
　6月3日10時～8月7日15時

専門的な職種 平成6年4月2日～平成12年4月1日生まれで、職種によっては
必要な資格･免許をお持ちの方

Ⅲ類 事務･技術 平成10年4月2日～平成14年4月1日生まれの方

キャリア活用
採用選考 8月11日 ◦郵送のみ　6月3日～28日（消印） 事務･技術･

専門的な職種

昭和35年4月2日以降生まれで、学歴区分に応じた民間企業等
における以下の職務経験があり、職種によっては必要な資格･
免許をお持ちの方
院修了5年以上、大卒7年以上、高卒11年以上　等

障害者採用
選考（Ⅲ類） 7月19日 9月8日

◦郵送　7月19日～8月5日（消印）
◦インターネット　
　7月19日10時～8月7日15時

事務
昭和55年4月2日～平成14年4月1日生まれで、身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受
けている方、児童相談所等で知的障害者と判定された方

区　分 第1次試験（選考） 申込受付期間 年齢要件 

警
察
官

第1回 Ⅰ類 5月4日 ◦郵送･持参／4月1日 ～8日 （消印）
◦インターネット／4月1日10時～8日10時 昭和59年5月6日～平成10年4月1日生まれの方

第2回 Ⅲ類 9月8日 ◦郵送･持参／7月26日 ～8月5日 （消印）
◦インターネット／7月26日10時～8月5日10時 昭和59年9月10日～平成14年4月1日生まれの方

第3回
Ⅰ類

2020年1月12日 ◦郵送･持参／11月29日 ～12月9日 （消印）
◦インターネット／11月29日10時～12月9日10時

昭和60年1月14日～平成10年4月1日生まれの方
Ⅲ類 昭和60年1月14日～平成14年4月1日生まれの方

警
察
行
政
職
員

Ⅰ類 事務、土木、建築、
機械、電気

5月5日

◦郵送／4月1日～8日（消印）　
◦インターネット／4月1日10時～9日10時　 平成2年4月2日～平成10年4月1日生まれの方

専門職種Ⅰ類

通訳（英語･中国語･韓
国語･ベトナム語）
鑑識技術（物理･文書鑑
定）、交通技術 ◦郵送のみ／4月1日～8日（消印）　

昭和55年4月2日～平成10年4月1日生まれの方

体育指導 平成2年4月2日～平成10年4月1日生まれの方
専門職種Ⅲ類 航空機械技術 昭和55年4月2日以降に生まれた方
技能系 一般用務 昭和44年10月2日以降に生まれた方

Ⅲ類 事務、電気

9月8日

◦郵送／6月14日～7月23日（消印）　
◦インターネット／6月14日10時～7月24日10時　 平成10年4月2日～平成14年4月1日生まれの方

技能系
自動車整備、海技、
電話交換、印刷製本

◦郵送のみ／6月14日～7月23日（消印）　

昭和55年4月2日以降に生まれた方

一般用務 昭和45年2月2日以降に生まれた方

障害者を対象
とするⅢ類 事務

昭和55年4月2日～平成14年4月1日生まれで、身
体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
等の交付を受けている方

区　分 第1次試験（選考） 申込受付期間 主な受験資格

消
防
官

専門系（法律、建築、電
気、電子･通信、化学、物
理、土木、機械）

5月12日 ◦郵送／4月1日～15日（消印）
◦インターネット／4月1日10時～16日17時

平成2年4月2日以降生まれで、大学（短大を除く）を卒業（見込み
含む）か同等の資格を有する方

Ⅰ類
1回目 5月26日 ◦郵送／4月1日～15日（消印）

◦インターネット／4月1日10時～16日17時 平成2年4月2日～平成10年4月1日生まれか、平成10年4月2日
以降生まれで、大学（短大を除く）を卒業（見込み含む）か同等の
資格を有する方2回目

8月25日 ◦郵送／6月17日～7月8日（消印）
◦インターネット／6月17日10時～7月9日17時Ⅱ類 平成2年4月2日～平成12年4月1日生まれの方

Ⅲ類 9月7日 ◦郵送／7月1日～25日（消印）
◦インターネット／7月1日10時～26日17時 平成10年4月2日～平成14年4月1日生まれの方

職
　
員

Ⅰ類事務 5月5日 ◦郵送／4月1日～5日（消印）
◦インターネット／4月1日10時～8日17時

平成2年4月2日～平成10年4月1日生まれか、平成10年4月2日
以降生まれで、大学（短大を除く）を卒業（見込み含む）か同等の
資格を有する方

Ⅲ類事務
9月8日 ◦郵送／6月17日～8月5日（消印）

◦インターネット／6月17日10時～8月6日17時
平成10年4月2日～平成14年4月1日生まれの方

Ⅲ類事務（障害者対象) 昭和55年4月2日～平成14年4月1日生まれの方
※自動車整備は、決定後、東京消防庁ホームページ等に掲載する予定です。	 	 	 	

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下さい。
試験（選考）案内の配布場所は、都庁案内コーナー･展望室等の予定です。



募　集

お知らせ

新生児聴覚検査の費用助成を
開始�
　区市町村では、新生児聴覚検査に対す
る費用の一部助成を、31年4月から開始
します。対象／4月1日以降に生まれる子。
受診票交付／妊娠の届け出時に区市町
村から配布される｢新生児聴覚検査受診
票(生後50日まで有効)｣が必要です。3月
までに届け出をされた方は区市町村へ。
区市町村か福祉保健局家庭支援課☎

03-5320-4372

東京ビッグサイト青海展示棟が
4月1日にオープン�
　東京2020大会開催に伴い、展示棟な
ど一部の施設が利用できなくなるため、
2020年11月末までの仮設展示施設を整
備しました。最寄駅／東京テレポート駅。
東京ビッグサイト☎03-5530-1236

（平日10時〜17時）

引っ越したときは、自動車の変
更登録の手続きが必要です�
◦�31年度の納税通知書を新しい住所に
送付するため、3月末までに管轄の運輸
支局か自動車検査登録事務所で手続き
をして下さい。
◦�やむを得ず遅れる場合は、電子申請、
電話により手続きをして下さい。
自動車税コールセンター☎03-3525-

4066（平日のみ）

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24日 20時〜21時（再放送は31日
14時）、TOKYO�MXで。司会／いとう
せいこう。「もっと都民がスポーツを日常
的に楽しむために!」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

3月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等777万円くじ（100円）���� � � � � �6日
◦1等50万円スクラッチ（200円）　　6日
◦春きらきらくじ（200円）　　　　��13日
　（1等前後賞合わせて5,000万円）
◦1等100万円スクラッチ（200円）　13日
◦1等500万円スクラッチ（200円）　20日
◦1等30万円スクラッチ（200円）　�20日
財務局公債課☎03-5388-2685

教育庁人材バンク登録者�

　都内の公立学校で、無償ボランティアと
して学校教育活動をサポート。内容／学
習指導、部活動指導など。申込／ か所
定の申込書（ で入手可）を郵送で〒101-
8326東京都教職員互助会人材バンク事
務局（☎03-3292-0665）へ。

インターネット
福祉保健モニター�
　東京都の福祉保健医療施策についての
アンケート（年3回）。資格／18歳以上の都
内在住・在勤の方で、 閲覧とメールの送
受信を日本語でできる方（公務員を除く）。
人数／100人程度。任期無（1年に1回、継
続の意思を確認）。申込等詳細は で。
福祉保健局広報担当☎03-5320-

4032

自然公園ボランティア�

　募集団体／御岳自然教室ボランティア
の会。内容／自然教室の企画運営等。申
込／3月15日（消印）までに往復はがきに
住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話を書き、御岳ビジ
ターセンター（〒198-0175青梅市御岳山
38-5）☎0428-78-9363へ。

首都大学東京　認定看護師教育課程
（がん化学療法看護分野）研修生�
　がん化学療法のスペシャリストを育成す
る教育課程。対象／看護師免許を持ち、

一定以上実務経験のある方。期間／9月
〜2020年3月。人数／25人。出願／5月
7日〜17日（必着）。試験／6月8日 。募
集要項等詳細は で。
同大学荒川キャンパス☎03-3819-

1211

代々木公園ボランティア�

　高校生以上で園芸・自然観察などに関
心があり、月2回以上活動できる方。年会
費等有。申込／3月16日 10時、同公園
での説明会で。
同園☎03-3469-6081

受動喫煙防止対策に関する
施設管理者向け説明会�
　3月25日 10時30分・14時、東京都
社会福祉保健医療研修センターで。いず
れも抽選で350人。対象／飲食店、宿泊
施設・企業等。新制度や取り組み事例紹
介など。締切／3月18日。申込等詳細は
で。
同事務局☎03-6661-0205か福祉保

健局健康推進課☎03-5320-4361

東京都地域防災計画（火山編）
の修正�
　東京都は、活動火山対策特別措置法に
基づく火山防災協議会（伊豆大島・新島・
神津島・三宅島・八丈島・青ヶ島の6火山
ごとに設置）の検討成果等を踏まえ、東京
都地域防災計画（火山編）を修正しました。
主な修正内容
◦�町村が避難場所、避難経路等を定める
際の基準を明記
◦�住民等がとるべき行動等をまとめた「噴
火警戒レベル」を、伊豆大島・三宅島に
加え、八丈島・青ヶ島にも導入
◦�受入港から移送先までの要配慮者の移
送手段の確保
◦�福祉避難所等における福祉専門職の確保
総務局防災計画課☎03-5320-7892

特定不妊治療費助成金の30年度助成
は3月31日（消印）が申請期限です�
　不妊治療（体外受精および顕微授精の
み）に要する治療費の一部を助成していま
す。30年12月31日までの治療分は4月1
日以降受け付けできませんので至急ご提
出下さい。なお、申請が集中しますので、
決定まで3カ月程度かかります。
福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

4362

都立霊園からのお知らせ��

◦�住所を変更した方は「住所変更届」を提
出して下さい。使用者の方が亡くなら
れた場合は、名義変更の手続きをお願
いします。
◦�お彼岸は周辺の道路が混雑し、近隣住
民の方にご迷惑となりますので、公共
交通機関をご利用下さい。
◦�新規使用者の募集については6月ごろ
お知らせする予定です。
東京都公園協会霊園課☎03-3232-

3151

東京都生活再生相談窓口
☎03-5227-7266�
　多重債務問題でお悩みの方を対象に、
生活相談・家計表診断を実施し、必要に
応じて資金を貸し付けます。対象資金／
債務整理中や債務整理後の生活再生資金
（生活費、引っ越し費用等。事業資金は
除く）。貸付条件／限度額:300万円、利
率:年3.5%、返済期間:7年以内。
福祉保健局地域福祉課☎03-5320-

4072

働　く
労働者向けセミナー

「高年齢者の働き方はどう変わる?」�
　3月15日 18時30分、南部労政会館
で。100人。働き方改革関連法のポイント

などを解説。申込等詳細は で。
・ 労働相談情報センター☎03-5211�
-2209

※電話番号を間違えないようにお願いします
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東京都現代美術館が
3月29日金に
リニューアル・オープンします!
　東京都現代美術館は、改修工事に伴う約3年間の休館を経て、リニューアル・
オープンします。
　今回の改修では設備機器の更新、バリアフリーの向上や新たなサインの設置、
また、美術図書室の改装やパブリックスペースの整備などを行いました。
　緑豊かな木場公園に位置する美術館で、国内外の多様な現代アートに触れて
みませんか。

お問い合わせ 東京都現代美術館　☎03-5245-4111　

6月16日まで企画展「百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術-」を開催。
スタンプラリーなども実施します。初日（3月29日）は入場無料、20時まで開館。

飼育担当の松井さんより一言
「絶滅の危機にあるチーターの保
護増殖に取り組んでいます。今
回5頭の子供が誕生し、お母さん
デュラのかいがいしい子育ての
お陰で、すくすくと成長してい
ます。子供の特徴である『たてが
み』のある愛くるしいこの時期
を、どうぞお見逃しなく」　

多摩動物公園☎042-591-1611

　10月31日に生まれたチーターの5頭のあ
かちゃんが日々成長中。（写真は1月9日撮影）

HP

 

リニューアル・オープン記念ロゴ

交通案内／東京メトロ半蔵
門線「清澄白河」駅下車、徒
歩9分。都営大江戸線「清澄
白河」駅下車、徒歩13分。



催　し
東京アニメアワード
フェスティバル2019�
　国際アニメーション映画祭。3月8日
〜11日 、新文

ぶん

芸
げい

坐
ざ

（池袋）ほか。
同事務局☎03-5809-3375か産業労

働局振興課☎03-5320-4786

東京都埋蔵文化財センター�

　3月21日 ①「展示説明会」10時30分
〜11時30分。②「遺跡発掘調査発表会」
13時30分。②は当日先着100人。
同センター☎042-373-5296

ペルー日本人移住120周年記念
展示「ペルーに渡った日本人」�
　5月26日（3月7日 ・15日 ・4月4日
・19日 ・5月9日 ・17日 は休館）
まで、都立中央図書館で。ペルーと深い
縁を持つ方々、古代遺跡、ナスカの地上
絵、民族衣装、ペルー料理などを紹介。3
月17日 14時、ペルー映画上映会も。
同館☎03-3442-8451　

「きく・かく・えがく〜東京の
ふるさと・自然公園」発表会�
　3月21日 13時〜16時、都庁都民ホー
ルで。当日先着100人。都内の中学生が
檜原村の森林に関わる「名人」を取材した
物語を、影絵芝居のプロが上演。
環境局緑環境課☎03-5388-3507

ガイドと歩く街路樹ツアー�

　4月9日 ・19日 13時30分。抽選で
各日20人。銀座・有楽町に花の街路樹を
訪ねる。申込／3月8日（消印）までに か
往復はがきに催し名・希望日・人数（2人ま
で）・全員の住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話を書
き、〒163-0720東京都道路整備保全公社
（☎03-5381-3380）へ。重複申込不可。

東京水辺ライン�

　「食文化クルーズ・月島街歩きと『もん
じゃ』の昼食」3月16日 ・17日 11時、
墨田区役所集合。各日32人。4,600円。
申込／3月8日（必着）までに往復はがきに
催し名・希望日・人数（中学生以上・小学
生の別）・代表者の住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話・
ファクスを書き、東京水辺ライン（〒130-
0015墨田区横網1-2-16-4階）☎03-
5608-8869へ。

学　ぶ

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。応募多数の場合抽選。受講料等必
要。掲載校以外も有。
　園 芸 高 校☎03-3705-2154（〒158-
8566世田谷区深沢5-38-1）「園芸コース」
「食品加工コース（小学5年〜中学3年対
象）」「動物コース（親子・小学生対象）」4月
27日〜10月5日（ 全5回）。締切／3月
10日（消印）。
同校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

6893

視覚障害者対象の講座・教室�

　「音楽教室」3月15日 13時〜15時30
分。「教養講座」24日 13時30分〜16
時。東京都障害者福祉会館で。各日50
人。事前申込不要。
教育庁生涯学習課☎03-5320-6857

中途失聴者・難聴者手話
講習会�
　対象／都内在住・在勤で中途失聴・難
聴の方。会場・期間／①「多摩会場」13
時30分、多摩障害者スポーツセンター
等で。②「三田会場」18時30分、東京都
障害者福祉会館で。いずれも4月12日〜�
9月20日（毎 ・全22回）。面接有。クラ 
ス／入門・初級・中級・上級。各15人�
（入門は②のみ）。新規の方はテキスト代
1,500円。申込／3月15日（消印）までに
所定の申込書（ で入手可）を郵送かファ
クスで〒163-8001東京都福祉保健局障
害者施策推進部（☎03-5320-4147）

03-5388-1413へ。申込書の請求／はが
きかファクスに「中途失聴者・難聴者手話
講習会受講希望」・住所・氏

ふりがな

名・電話・ファ
クスを書き、同部へ。

聞こえに不自由している方のための
読話講習会�
　6月3日 〜2020年3月2日18時30分
（毎 ･全30回）、東京手話通訳等派遣セ
ンターで。都内在住で身体障害者手帳を
持つ18歳以上の中途失聴･難聴の方、20
人。申込／5月17日（消印）までに所定の
申込書( で入手)を郵送で東京手話通訳
等派遣センター（〒160-0022新宿区新宿
2-15-27第3ヒカリビル5階）☎03-3352-
3359、 03-3354-6868へ。
同センターか福祉保健局障害者施策

推進部☎03-5320-4147、 03-5388-
1413

科学技術週間参加行事「音が聞こえ
づらいと思ったら�耳寄りな耳の話」�
　4月16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-

3964-1141

首都大学東京オープンユニバーシティ
〈春期開講講座〉�
　「江戸東京の明治維新」「地球温暖化とは
どんな問題か」「ヒトとマチをつなぐデザイ
ン」など。飯田橋キャンパスほかで。申込等
詳細はパンフレット（電話・ で請求）で。
同大学OU事務室☎03-3288-1050

職 員 採 用

ずれも有資格者、若干名。選考・採用
／随時。配属／公社運営の6病院（②
は荏原・豊島のみ）。申込等詳細は各病
院か同公社 0120-401-170へ。

医師（保健所医師）等
公衆衛生従事者　　　　　
　医師／都か23区、八王子市、町田市
の保健所・本庁等。医師免許取得者で
臨床研修を修了した50歳ぐらいまで
の方。保健師／大島町、八丈町、御蔵
島村。申込等詳細は で。
福祉保健局保健政策課☎03-5320-

4335

東京都公立学校教員採用候補者選
考（2020年度採用）春季説明会�
　①3月23日 10時・14時②3月24
日 ・4月27日 10時・14時③4月9
日 ・10日 19時。会場／①東京都
教職員研修センター②都庁大会議場
③練馬文化センター。内容／都の教員
採用選考の現状と都が求める教師像、
パネルディスカッション「東京の教育・
東京の先生」。申込・説明会の詳細は
で。
教育庁選考課☎03-5320-6787

東京都保健医療公社職員�����
　職種・人員／①看護師②助産師。い

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

「働く」の続き
働     く

働き方改革関連法に関する
電話特別相談�
　東京都ろうどう110番☎0570-00-
6110、3月7日 ・8日 9時〜17時。
事業主・労働者の方から、残業時間の上
限規制、年次有給休暇の確実な取得など
法改正についての相談を受け付けます。
労働相談情報センター☎03-3265-

6110

世界発信コンペティション　革新的
な「製品・技術」「サービス」の募集�
　対象／都内中小企業・個人事業主で、
商品化から5年未満の製品・技術・サー
ビス。賞金／大賞300万円、優秀賞150
万円、奨励賞100万円、特別賞50万円。
締切／4月19日（必着）。応募方法等詳細
は で。
産業労働局創業支援課☎03-5320-

4763

　｢日本中のあらゆる時計を直した自
負があります｣と語る前山田三男さん。
　修理の多くは機械式腕時計。電池で
動くクオーツ式とは違い、機械式は巻
いたゼンマイのほどける力で動く。部
品は100を超え、髪の毛より細い針状
のものや砂粒より小さいものもある。
｢1/100mmの世界で、手ぶれが最大
の敵｣のため、作業前は先端の尖った
道具を見て心を落ち着かせる。10秒ご
とに息を止め、時には心臓の鼓動の合
間を縫って作業をするという。
　こだわりは洗浄。はけで手洗いし、
超音波式洗浄機でも洗う。さらに、つ
まようじを細く削り部品の穴の汚れを
かき出す。徹底的に汚れを落とすこと
で、潤滑油をとどめる
処理が効果を発揮し、
より長く精度が保たれ
るという。
　メーカーや他の店で
修 理を断られた腕 時
計、100年以上前の懐
中時計も｢私にしか直せ
ない｣と諦めずに復活さ
せてきた。しかし、完璧
な修理をしたが直らず、
オーバーホール(分解

洗浄)を繰り返したことも。｢技術に完
璧はない｣と語り、卓越した技術、豊富
な経験におごることはない。
　持ち込まれる時計は、形見や初任給
で買ったものなど、お客さんの愛着あ
るものばかり。｢預かりものなので失
敗は許されません｣と。また、生活スタ
イルに応じた扱い方をアドバイスした
り、状態を確認するため定期的に連絡
を取るなど、アフターケアにも力を入
れる。
　お客さんからの｢正確に動いている
よ｣｢ありがとう｣の感謝の言葉がやり
がいにつながっていると言い、これか
らも修理を通して時計と向きあってい
く。

私にしか直せない

時計組立工･修理工
前
まえ

山
やま

田
だ

　三
みつ

男
お

さん（平成27年度受賞）

■東京マイスター ＷＥＢサイト　http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/

使い込まれた道具がズラリと並ぶ仕事場
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自然・公園

「高尾の森自然学校」で自然を体感
しながら環境について学ぼう!�
　①「生きものがすむ森づくり（竹林編）」4
月21日 。300円。②「食べられる野草を
学ぼう」28日 。500円。いずれも9時30
分。小学生以上。抽選で各日20人。申
込／開催日の2週間前までに かファク
スに、人数・代表者の住所・電話・ファクス・
全員の氏

ふりがな

名・性別・年齢を書き、高尾の
森自然学校（☎042-673-3844） 042-
673-3945へ。
環境局緑環境課☎03-5388-3556

奥多摩都民の森（体験の森）�

　①「青梅丘陵ハイキング」4月13日 〜
14日 。11,500円。②「奥多摩〇ごとネイ
チャー体験（フォレストシリーズ）・おいしい
山野草さがし」20日 〜21日 。12,000
円。③「清流山

や

女
ま

魚
め

道場」23日 〜24日
。10,000円（入漁料別）。①②中学生以
上、抽選で20人③高校生以上、抽選で10
人。①昼食持参・1泊3食付②③1泊4食付。
いずれも交通費別。申込／開催日の1カ月
前（消印）までに かはがき、ファクスに催
し名・全員の住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電
話を書き、奥多摩都民の森（〒198-0222
西多摩郡奥多摩町境654）☎0428-83-
3631、 0428-83-3633へ。

森林浴登山
「秋川丘陵�桜の里山ハイキング」�
　3月30日 9時10分、武蔵増戸駅集
合。ミツバツツジなどを観察。抽選で40
人。1,000円（緑の募金へ）。申込／3月13
日（必着）までにはがきかファクスに催し名・
全員の住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話を書き、
農林水産振興財団（〒190-0013立川市
富士見町3-8-1）☎042-528-0641、
042-528-0619へ。

神代植物公園�
「椿・さくらまつり」　�
　3月12日〜4月14日。約620本の多様
なツバキや、約750本のサクラが見頃。コ
ンサートや講演会、ガイドツアーなど。
同園☎042-483-2300

浜離宮恩賜庭園
「春の開園時間延長」�
　3月23日〜4月7日。18時まで開園（最
終入園は17時30分）。
同園☎03-3541-0200

旧芝離宮恩賜庭園
「桜の演奏会」�
　3月24日 13時15分。中国楽器・二

に

胡
こ

の演奏。雨天中止。
同園☎03-3434-4029

六義園「しだれ桜と大名庭園の
ライトアップ」�
　3月21日〜4月3日。9時〜21時（最終
入園20時30分）。駒込駅徒歩2分の染井
門を臨時開門。抹茶と和菓子のセットや軽
食も販売。
同園☎03-3941-2222

旧岩崎邸庭園
「午後のミニコンサート」�
　3月9日 ・10日 13時・15時30分。
各回当日先着100人（10時30分から整理
券配布）。
同園☎03-3823-8340

長沼公園「カタクリ観察会」�

　3月23日 10時・11時。各回当日先着
30人。植物・園芸研究家によるガイド有。
桜ヶ丘公園☎042-375-1240

狭山公園・八国山緑地・東大和公
園「春のうららかウオーキング」��
　3月17日 9時〜15時（受付は10時30
分まで）。狭山公園集合。小学生以下保護
者同伴。完歩者先着1,000人に記念品プ
レゼント。
狭山公園☎042-393-0154

文化・スポーツ

トーキョーアーツアンドスペース
本郷「霞

かすみ

はじめてたなびく」展���
　3月24日まで。季節や風景の移り変わ
りを映像や絵画で表現。
同館☎03-5689-5331

IBSA�ブラインドサッカー
ワールドグランプリ�2019�
　3月19日 〜24日 、品川区立天王
洲公園で。日本代表を含む8カ国代表が
出場。チケット購入等詳細は で。
日本ブラインドサッカー協会☎03-

6908-8907かオリンピック・パラリンピッ
ク準備局パラリンピック部☎03-5388-
2879

スポーツ観戦事業
2019体操ワールドカップ東京大会�
　4月7日 11時15分、武蔵野の森総合
スポーツプラザで。小学生以上（小学生

春の東京いい庭キャンペーン〜
東京の日本庭園の魅力に触れよう�
　3月16日〜4月14日、都内26カ所の日
本庭園で。庭園ガイドやコンサート、ライト
アップなど。
建設局公園課☎03-5320-5168

チューリップフェスティバル2019
関東最多300品種20万球�
　3月29日 13時〜20時、30日 10時

は保護者同伴）、抽選で50組100人。申
込／3月25日（必着）までに か往復はが
きに大会名・代表者の住所・電話・全員
の氏

ふりがな

名・年齢を書き、〒163-8001東京都
オリンピック・パラリンピック準備局スポー
ツ推進部（☎03-5320-7714）へ。重複申
込不可。

TOKYOスポーツ施設
サポーターズ事業�
　大学や企業等のスポーツ施設を、授業
や福利厚生等の利用予定がない日に利
用できます（有料）。新たに、専修大学（千
代田区）の体育室や、上智大学（同）の野球
場、サッカー場兼ラグビー場が対象になり
ました。各施設の概要・利用方法等詳細
は で。
東京都スポーツ文化事業団☎03-

6804-5693

〜16時、シンボルプロムナード公園で。切
り花無料配布（30日のみ）、スタンプラリー
など。
東京港埠頭（株）☎03-3599-7305

都立公園などのさくら開花状況を
でお知らせします�

　3月15日〜4月12日。
建設局公園緑地部☎03-5320-5372

八丈島の春を象徴する愛らしいフリー
ジア、約35万本を楽しめる｢フリージ
アまつり｣が3月24日 〜4月7日 に
開催。期間中は、フリージアやあしたばの摘み取り、八丈太鼓演奏体験などのイベ
ントのほか、島スイーツを味わえるカフェもオープンする。

八丈島フリージアまつり

写真提供�八丈島観光協会

☆お出かけは、環境にやさしい電車 　 バス    　で☆
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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

※ ＝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、♦＝「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

相　談

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〜
メンタルケア協議会　
3月25日 ～29日 （24時間） ☎0570-087478
日本いのちの電話連盟
3月10日 8時～11日 8時 0120-783-556

有終支援いのちの山彦電話
3月1日～31日12時～20時（ は22時まで） ☎03-3842-5311

一人で悩まないで相談して下さい

グリーフケア・サポートプラザ
3月12日 ～15日 10時～22時 ☎03-3796-5453

全国自死遺族総合支援センター
3月21日 ～23日 11時～19時 ☎03-3261-4350

自死遺族のための電話相談

　東京都では、都民の皆さんに自殺の防止に関する理解を深めていただくため、3月を自殺対策強化月間として、「自殺防止!東京キャンペーン」を展開しています。
　期間中は電話・LINE相談の受付時間延長など、区市町村や関係機関と連携し、さまざまな取り組みを行います。

3月は東京都自殺対策強化月間です

福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4310　お問い合わせ

こころの悩み等についての電話相談

■相談ほっとLINE＠東京
　期間中、LINEによる相談窓口の受付時間を延長します。
　3月1日〜31日15時〜22時（受付21時30分まで） LINEアカウント

検索自殺防止東京キャンペーン



スポーツ

お問い合わせ

お問い合わせ

オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部　☎03-5320-7769　

オリンピック･パラリンピック準備局総務課　☎03-5320-7805　

※電話番号を間違えないようにお願いします
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

3月3日～31日12時30分～20時、パネル･サイングッズ展示など。 
3月3日 には大会公式マスコット「レンジ―」も登場します!
�オリンピック･パラリンピック準備局 
ラグビーワールドカップ開催準備課　☎03-5320-7841　

　9月20日に開幕するラグビーワールドカッ
プ2019™や来年に迫った東京2020大会に向
け、気運醸成･情報発信等の拠点となります。ぜ
ひお立ち寄り下さい。

JR有楽町駅前　※旧1000days劇場
両大会に関する展示･イベント　など

場　所
内　容

「�東京スポーツスクエア」誕生！

ラグビーワールドカップ2019™大会
「東京開催応援フェア」

　3月12日は東京2020オリンピック開催500日前、4月13日
は東京2020パラリンピック開催500日前となります。大会
500日前を記念し、さまざまな取り組みを行います。

3月30日 15時〜17時45分
東京駅丸の内中央広場
フラッグ凱旋セレモニー、競技体験　など
オリンピアン、パラリンピアン　など

日　時
場　所
内　容
ゲスト

東京2020�開催まであと500日！

JPタワー･KITTEで、文化イベントを開催。
生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232　

同日開催！

印刷物規格第1類　
印刷番号（29）58

都 民 の 声  ご あ ん な い

テレビ

東京サイト（テレビ朝日） 月曜〜金曜 13:55〜13:59
東京クラッソ！ NEO（TOKYO MX） 日曜 21:29〜22:00
東京JOBS（TOKYO MX） 水曜 21:54〜22:00
東京インフォメーション（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20
放送後に東京都公式動画チャンネル「東京動画」からご覧になれます。

ラジオ

都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］、［90.5MHz］）

月曜〜土曜 8:47〜8:52　
日曜 16:45〜16:50

TOKYO City Information
（Inter FM897［89.7MHz］）

土曜・日曜 9:56〜9:59
※日曜は再放送

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎3階南側）

手紙･はがきで 〒163-8001�東京都庁「都民の声総合窓口」へ
ファクスで FAX 03-5388-1233へ
インターネットで 東京都ホームページへ�http://www.metro.tokyo.jp/

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
��9:30〜12:00
13:00〜17:00☎03-5320-7766 星期二･五

  ☎03-5320-7700   

都政一般相談 ☎03-5320-7725 
交通事故相談 ☎03-5320-7733 月曜〜金曜   9:00〜17:00
オウム脱会者等社会復帰相談 ☎03-5320-7720

「知事への提言」
「都の仕事や職員の
対応への要望」

各種相談

外国人相談
（英語･中国語･韓国語）

都提供のテレビ・ラジオ番組

★�「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。

★都民情報ルーム（都庁第一庁舎3階北側）では、都政刊行物の閲覧・販売等をしています。

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（4月1日発行）は、3月30日・31日の新聞折り込みなどで配布します。〉

TMⓒRWCL2015

　都心ながらも豊かな緑に囲まれた港区･芝公園周辺。東京タワー
のお膝元として知られるこの地は、徳川家の菩

ぼ

提
だい

寺である増上寺を
始め、日本で最も古い公園の一つである都立芝公園、5世紀頃に築
造されたと考えられている「芝丸山古墳」など、歴史を感じる場所が
多い。
　交通アクセスも良く、地下鉄3路線（三田線･浅草線･大江戸線）が
利用できるほか、JR「浜松町」駅からも徒歩12分ほど。昨今は、東京
タワーを写真に収めようとする海外旅行者の楽しそうな姿も、あち
こちで見られる。
　公園は、増上寺などをぐるりと取り囲むようなリング状の形をして
おり、一周が2kmほど。都会の喧

けんそう

騒を忘れさせる癒しの空間で、梅
や桜、紅葉など四季折々の自然を楽しめる。これからの花見シーズ
ンには、弁天池付近や、芝丸山古墳の中腹などで美しい桜を見るこ
とができるだろう。
　増上寺の重厚な門をくぐっ
た先の景色は、さらに壮観
だ。大殿と桜、その後ろに見
える東京タワーの組み合わ
せは、まるで絵葉書のようで
もある。桜が春を彩り、私た
ちの心も弾ませる。今年も良
い季節がやって来た。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

東京タワーと桜、心躍る組み合わせ

厳かな空間が広がる増上寺境内
写真提供　大本山�増上寺�

芝公園17号地（赤羽橋方面）から東京タワーを望む
写真提供　東京都公園協会

芝公園･増上寺（港区）

=パソコン用壁紙

芝公園サービスセンター　☎03-3431-4359　

[芝公園]都営三田線「芝公園」駅･大江戸線「赤羽橋」駅下車、徒歩2分。
[増上寺]都営三田線「芝公園」駅下車、徒歩3分。都営浅草線･大江戸線
「大門」駅下車、徒歩5分。

♦ホストシティTokyoプロジェクト

大会移動PRカー「500days号」イメージ
3月１２日から都内や
東北被災3県を訪問!

プロジェクションマッピングで東京2020大会･東京の魅力を発信!
3月21日 〜24日 18時〜20時30分
初日は17時40分からオープニングイベントを行います。
東京ビッグサイト、パナソニックセンター東京

日　時

場　所

大会500日前記念フラッグツアーファイナルイベント


