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簡単な操作で、即時又は指定した期日に国税を納付することができます。

簡単
・インターネットを利用できる端末があれば、利用可能です。
・ e-Taxの利用者識別者番号（ID）と暗証番号（PW）のみで
　納付手続きが行えます。
・あらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出してください。

便利
・金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません。
・特に、源泉所得税を毎月納付している方に便利です。

問い合わせ先
日本橋税務署　総務課　☎ 03-3663-8451（代表）
京橋税務署　総務課	 ☎ 03-4434-0011（代表）

都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労
働者（都内の事業場に派遣中の労働者を含む）に適用されます。 
最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善 
助成金等の助成金制度が設けられています。

問い合わせ先
東京都最低賃金について
東京労働局　労働基準部賃金課　☎ 03-3512-1614（直通）	
東京働き方改革推進支援センター　  0120-232-865
中央労働基準監督署　☎ 03-5803-7381

“印刷発祥の地”の誇り
東京都印刷工業組合京橋支部
支部長　田畠 義之　☎ 03-3552-1855　会員数：94

“先進の情報文化”の担い手
東京都印刷工業組合日本橋支部
支部長　古畑 武郎　☎ 03-5542-2121　会員数：24

“組合結成100年”集積のパワー
東京都製本工業組合京橋支部
支部長　佐立 哲彦　☎ 03-3551-3783　会員数：28

伝統の技能、いま華開く
製本・日本橋
支部長　丸山 啓一　☎ 03-3666-2051　会員数：4

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　中西 真進　☎ 03-4455-2500　会員数：14

美しい町並、強い町づくりを
特定非営利活動法人

地域の防災と町づくりを研究する会
理事長　境 孝司　☎ 03-5651-5621　会員数：25

日本橋・京橋税務署からのお知らせ

中央労働基準監督署からのお知らせ

国税の納付は、
簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください

東京都最低賃金（地域別最低賃金）は
令和３年10月1日から時間額1,041円に！

詳細は、「ダイレクト納付手続マニュアル」をご覧ください▶️

詳細は、「最低賃金特設サイト」をご覧ください▶️
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工 団 連 の 動 き令和3年8月〜令和3年11月 ※書面決議・オンライン開催・中止を
　含めて掲載しています。

2021中央区観光写真コンクール作品募集中！
中央区観光写真コンクールは、「中央区の素晴らしさ」を知っていただ
くために実施しています。「あなたならではの視点」で見る人の心を動
かす作品をお待ちしています。

●企画委員会　
　　第1回　令和3年8月12日　 書面にて開催 
　　　議題　令和3年度中小企業工業関係者表彰について／令和4年度事業計画及び予算について

ランチセミナー／宿泊研修／工団連創立60周年事業について／その他
●広報委員会
　　第2回　令和3年10月　 書面にて開催 
　　　議題　会報第51号について

●各種講座・研修
　ハイテクセンター・ランチセミナー（7ページに講義内容を掲載）
　　令和3年7月14日（水）（開講式・講義）

デジタル革命と日本の戦略　関口 和一氏
　　令和3年9月15日　 中止 
　　令和3年10月20日（水）

宇宙活動～有人探査の歴史と展望～　柳川 孝二氏
　経営セミナー　　

（共催）中央区工業団体連合会、中央区商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部
令和3年7月8日（木）　 オンラインにて開催 
コロナ禍や VUCA時代を乗り越えるための人材活性化術

　　　　　　講師　早稲田大学	政治経済学術院	教授　白木 三秀氏
令和3年9月16日（木）　 オンラインにて開催 
これからの会社経営のカギ「SDGｓ」を知ろう

　　　　　　講師　一般社団法人環境パートナーシップ会議	副代表理事　星野 智子氏
令和3年10月19日（木）　 オンラインにて開催 
コロナ後の経営で注目したい『３つの数字』～「会計の世界史」の視点から～

　　　　　　講師　作家	・	公認会計士　田中 靖浩氏
●事　業
❖事業主・従業員宿泊研修　 中止 

　　（1）　「工団連会報」の発行
①　第50号		令和3年7月発行
②　第51号		令和3年11月発行

●人事異動
一般社団法人中央区観光協会
【採用】（令和3年9月1日付）	　 岩田奈弓	（主任）
【退職】（令和3年8月31日付）　荒井有子（前	主任）

2021中央区観光写真コンクールの募集テーマ
・第69回中央区観光商業まつり期間中の各種行事
・観光におすすめしたい神社・お寺、建造物、名所・旧跡等の文化財
・あまり知られていない隠れ家的スポット
・散歩やデートに最適な風景、街並み
・伝統的行事
・その他、観光スポット、ポストカードにふさわしい写真

作品募集期間
令和3年9月1日（水）から
令和4年1月4日（火）17時00分まで 募集概要はこちら▶️
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SDGsに取り組んでいます！
NPO法人 地域の防災と町づくりを研究する会

松井建設株式会社
2015年9月にニューヨーク国連本部で採択された「持続可能な開発目標（略称SDGs）」は、2016年から
2030年までの15年間に渡って地球規模で取り組む国際目標で、17の目標と169のターゲットで設定されています。
日本も国として、そして多くの企業も達成すべき目標に取り組んでいます。もちろん工団連加盟会員企業の中に
もSDGsに取り組んでいる企業があります。今回はその中の1社、NPO法人地域の防災と町づくりを研究する
会所属の松井建設株式会社を紹介します。

　創業1586年（天正14年）の松井建設株式会社は、
神社・仏閣・文化財をはじめ、官公庁舎やオフィス
ビル、住環境、環境整備など幅広い施工実績があり、
また、免震・制震・耐震の高い技術力も備えていま
す。そんな老舗建設会社とSDGsの取り組みについて、
松井建設株式会社東京支店総務部長・菊地秀行氏
にお話を伺いました。

日常の企業活動が SDGsに繋がっていた

　松井建設株式会社（以下、松井建設）はSDGs
の17の目標のうち12の目標に取り組んでいるものの、

「正式にいつからという事は明確ではない」との事。
というのも「SDGsに取り組もうという所からのスター
トではなく、今までの取り組みが結果的にSDGsの
目標にも該当していたという事。多様性・地球環境
保護という観点から、建設会社は、SDGs への取り
組みと密接に関係している事がたくさんあるんです」
と菊地さんは言います。
　「建設業界は、人が安心して暮らせる社会を作る
ためのインフラ整備や住環境の整備などをビジネス
としてきた過程で、消費が主のスクラップアンドビ
ルドの繰り返しから、環境保護や再生、リサイクル
に注力する事を対処すべき課題とし、結果としてこ
れらの活動が SDGsのいくつかの目標に対する取り
組みの下地となっていた経緯があるのです。当社に
おいては産業廃棄物の分別処分など環境対策は私
が入社する以前から現場では取り組んでいたんです

よ。さらに再生可能エネルギーの活用として2011年
の東日本大震災を機に2013年から2014年にかけて
太陽光発電事業に関わりを持たせていただけた事が、
目に見える形としてのSDGsへの取り組みと言えるの
かなと思います」と菊地さん。

SDGsは今までの取り組みを見つめ直す機会

　実はSDGsよりもずっと以前からCSRに取り組んで
いた松井建設。CSRは、ステークホルダーや社会の
期待を察知して、信頼を獲得できる様に会社自らの
目標を自由に定める事ができますが、SDGsは目標
とターゲットが詳細に決められているので、企業は
自らのビジネスに照らし合わせて達成に貢献できる道

（目標）を探るところから始めるため最初は難しい
と思いますが、松井建設のCSRの取り組みはSDGs
の目標にも繋がるものでした。
　「ある意味SDGsは、今までの取り組みを見つめ直
す機会になったと思います。取り組んできた事を一
旦整理してロードマップを作った時に、2030年まで
の目標数値と今我々が取り組んでいる所の立ち位置
が、もっと頑張らないとならないのか・今のままで
行けばいいのか・それともすでに達成できているの
か――という事を知るためのものさしになっていると
思います」。

企業は人なり。人を大切に。

　松井建設は働き方にも力を入れており、「企業経
営を行う上では常に法律と関わりがあるので、多様

▲「環境への配慮」太陽光発電・オンサイトPPAモデル事業
　　　　　　　　：新たな設置場所

▲「品質と技術」文化財保存・社寺建築技術の継承
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性という意味では男女雇用機会均等法などをきっか
けに一旦会社の中での規定を見直したり採用の再構
築を行うなどしました。労働環境を大事にして働き
手に寄り添う事はとても大切です。昔は、個人の思
いは会社に合わせる事が多かったですが、今は労
働者側も経営者側もお互いに変わらないといけない
という気持ちを持っていないと目標は達成できません」
と菊地さんは言います。

今できる事を一つずつクリアしていく

　松井建設がSDGsの取り組みを社外に発信する場
は自社サイトのみで、特にSDGs 専任の部署もない

そうです。「本当は SDGs 推進部署を設けてどんど
ん発信する場を作れば良いという思いもありますが、
当社の社風に鑑みれば、地道な企業活動がSDGsの
目標に繋がっていたという流れの方が相応しいとい
う思いもあります」と菊地さん。
　また、同じ建設業界の他社に比べると松井建設の
SDGsの取り組みはまだまだだと思う事がたくさんあ
ると菊地さんは仰っていました。
　「もっと多くの目標に取り組んでいる会社はたくさ
んあります。けれどもそれには時間、人手だけでは
なく、様々なリソースが必要になります。ですので、
無理をせず自分達の手が届くところで今できる事を
一つずつクリアしていく事が大切。企業活動は法
令遵守が大原則であり、その活動の過程や結果が
SDGsにも繋がりますが、これからの社会が企業に求
めるものは、さらにその先にあって、それができて
初めて『魅力のある会社』という事になるのだろう
と思います」と言う菊地さんの言葉には松井建設の
実直さがあらわれていると思います。
　2030年まで残りあと僅か、今後の松井建設の取
り組みに注目していきたいです。　取材・文／東美・内藤

松井建設株式会社が取り組む SDGs12 の目標

コンプライアンスおよび
ガバナンス

●	コンプライアンス研修
●	ガバナンス体制の充実・内部統制
システムの運用

●	ＢＣＰ策定
●	クリーン調達

地域社会との共生

●	自治体との災害協定
●	社会貢献活動

品質と技術

●	歴史的建造物の保存と改修
●	過去の建築技術の研究
●	社寺建築技術の継承・伝統建築技
師の認定

●	耐震・免震・制震技術の開発・推進
●	耐震改修等の推進
●	ICT推進

人材育成

●	階層別・職能別・テーマ別研修の
実施

●	資格取得奨励制度
●	協力会社との安全衛生研修

環境への配慮

●	建設時のCO2排出量の削減
●	建設副産物の低減
●	3R運動・ゼロエミッション活動
●	グリーン調達
●	ZEBの取り組み
●	太陽光発電・オンサイトPPAモデ
ル事業への取り組み

●	本社ビル照明LED化

働き方

●	えるぼし認定（2段階目）取得
（2021年 3月16日取得）
●	女性が活躍しやすい職場環境の整備
●	子育て・介護・治療と仕事の両立支援
●	メンタルヘルスカウンセリング相談
窓口

●	労働災害の撲滅
●	作業所週休 2日（4週 8閉所）へ
の取り組み

●	長時間労働の是正
●	建設キャリアアップシステムの促進

▲国指定史跡の工事現場見学会

◀︎「働き方」
　認定マーク「えるぼし」（2段階目）
※えるぼし認定とは、「女性活躍
推進法」という法律に基づいて
厚生労働省が実施している認
定制度。一般事業主行動計画
の策定・届出を行った企業で、
「女性の活躍推進に関する取
組」の実施状況が優良である
等の一定要件を満たした場合
に認定される。5つの評価項
目があり、5項目全て満たすと
3段階目・3～4項目を満たす
と2段階目・1～2項目を満た
すと1段階目となっている。
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冬に気をつけたい防災グッズや感染予防対策

10月2日（土）に開催された「2021京橋オープン」
にて、ゴルフコンペ初参加をさせていただきました。

4月に発出された緊急事態宣言が9月30日に解除
されたばかりで、大好きな飲み会も自粛の日々が続
いていた私にとりましては正に待ちに待ったイベント！！

当日の天候も申し分ないゴルフ日和にて、初参加
の緊張よりも楽しさが増したスタートを迎えました。

会場のおおむらさきゴルフ倶楽部は関越道東松
山 ICから約9Km。「2018年日本プロゴルフグランド・
ゴールドシニア選手権」などが開催された雄大なコー
スです。ゴルフ場予約サイトのGDOによると「設備
が充実している」「コースメンテナンスが良い」「食
事がおいしい」などが好評価の素敵なゴルフ場でした。

さてワクワクで迎えたティーショットですが、当日
が初めましての会員の先輩方も見守って下さってい
る中でティーグラウンドに立つと突然の緊張感に襲
われて、いきなりOBか！　と思うほどのドスライス。
朝イチからカートに乗れずに小走りでボールへ向かう始末
にてヤレヤレと思って2打目を準備すると同組の先輩方も
左へ右へ……とっても優しくコース説明をしてくれる気さ
くなキャディーさんが走り回っておりました。ここで急に緊
張が解け、それからは何となく自分なりのスコアでホール
を重ねて行きました。

美味しい昼食後の後半戦、高性能 GPS・リーダーズボー
ド搭載の最新カートナビで他の組の皆さんのスコアもタイ
ムリーに確認できて、同組で回らせていただいた前回優
勝者の新井会長と共に「優勝があるかもしれないね！！」
などと盛り上がりながらプレイしてドキドキでホールアウト
いたしました。

表彰式会場にはズラリと並んだ豪華賞品の数 ！々　あま

京橋支部東印工組
澄み渡った秋晴れのもと、2021京橋オープン開催！

りにも多くの賞品があったのでどれかはいただけるかなぁ
などと思っていましたら、新ペリア方式のおかげで優勝を
してしまいました！！　緊急事態宣言明け直後の週末、い
きなりのゴルフコンペということで若干家族に後ろめたい
気持ちもありながら朝はこっそりと家を出ましたが、帰宅
時には賞品の豪華タラバガニ2㎏を抱えながら大威張りで
玄関の扉を開けることが出来ました（笑）

おかげさまで大変楽しい1日を過ごすことが出来ました。
またこれからもこのような楽しい集いに積極的に参加をさ
せていただきたく存じます。支部長をはじめ幹部の皆様、
京橋オープン幹事の皆様、並びにご参加の皆様に深く感
謝を申し上げます。ありがとうございました。

文／千葉共同印刷株式会社　植草敏雄

支部　　活動報告

日本は季節に関係なく災害が多い国です。冬の防災グッズや、避難所での感染予防など、
どんなことに気をつけたら良いのでしょう。
　冬の災害に備えておきたいのは「寒さ
対策」です。命からがら逃げ出しても寒さ
で低体温症になる危険があります。冬用
の機能性インナーや首元を温めてくれるハ
イネックのインナー、透湿防水防風素材の
アウターなどをセットしておくと良いでしょ
う。また、避難時に雨や雪が降っていた場
合、普通の長靴は蒸れて汗をかき冷えてし
まうので、ウールの靴下と防水防寒対応の
スノーブーツなどがオススメです。
　避難所は学校の体育館など、広くて暖房

設備が不十分な場合が多いです。冬を迎
える前に、非常用持ち出し袋にアルミシー
ト・防寒具・カイロ・レインウェア・防寒イ
ンナー・厚手の靴下・マフラー・帽子や手
袋などを入れておきましょう。毛布や寝袋
があればなお良いです。自宅避難の場合
は、カセットコンロや停電でも使える石油
ストーブなどがあると良いでしょう。
　気温と湿度が下がる冬はウイルスの感
染力を保つ時間が長くなります。また、
鼻や喉にある「線毛（せんもう）」は侵入

したウイルスを排除する働きを持ってい
ますが、乾燥期はこの機能が弱まります。
　大勢が集まる避難所では、新型コロナ
ウイルスに限らず感染予防対策の徹底が
必須で、例えば不特定多数が利用する水
道も蛇口を触ったあとは手指消毒をし、タ
オルや洗面道具などの使い回しも避けま
しょう。マスク・タオル・体温計・口腔内
消毒薬・消毒用アルコール・除菌ウェット
ティッシュなど、感染予防に必要な物を準
備しておきましょう。

文／東美 内藤

緊急事態宣言が解除され、新型コロナウイルス感染者
数も大分落ち着いて参りましたが、まだ対面での会合など
活発な活動は難しい状況です。

月島工業会
今後は、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、

コロナ前同様、従来通りの活動を進めて参りたいと考えて
おります。

▲表彰式で賞品を受け取ってにっこり：左から優勝・準優勝・3位
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ハイテクセンター

ランチセミナー

2021年度 第1回

2021年度 第2回

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から2020年度ハイテク・ランチセミナーの第5〜
7回（1〜3月）の開催は中止となってしまいました。新年度も緊急事態宣言延長やまん延防止
等重点措置が続き、開催を延期していましたが、人数制限による密の回避・会場の換気・マス
ク着用・入室の際の検温・手指の消毒を徹底し、7月14日（水）に工団連事務局斎藤事務局長
による開講式の後、株式会社日本経済新聞社の関口先生をお迎えして2021年度ハイテクセ
ンター・ランチセミナー第1回を開催しました。第2回を予定していた9月開催は中止になりま
したので、今年度は７月から2022年３月まで（８月を除く）の全7回の開催を予定しておりま
す。なお、今年度も感染予防のためお食事のご用意はありません。
　毎回、講師の方々による多種多様なテーマで開催されるセミナーは、終了後も質問が飛び
かい賑やかに行われています。皆さまもぜひご参加ください。

2021年度第3回〜第7回ランチセミナー開催予定
回数 開　催　日 講　　師 タイトル

第③回 11月17日（水） 晴香　葉子先生 （作家、心理学者） “新しい生活様式” 時代のメンタルヘルス

第④回 12月15日（水） 小倉　孝保先生 （株式会社毎日新聞社・編集編成局次長） バイデン政権と米中関係

第⑤回 2022年1月19日（水） 瀧口　雅仁先生 （芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 江戸の暦と庶民の四季の暮らし

第⑥回 2月16日（水） 近藤　二郎先生 （早稲田大学教授） 古代エジプト考古学

第⑦回 3月9日（水） 笹原　宏之先生 （早稲田大学教授） 明治・大正・昭和・平成の150年間に変化した漢字

＊7月14日は開講式も行いました。　※原則：水曜日。　※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

IT系ベンチャー企業の宇宙ビジネスへ
の参入、ITで新たなビジネスモデルを生
み出すベンチャー企業の台頭、自動運
転技術などソフトウェア開発へ舵を切る
自動車産業など、「DX＝デジタルトラン
スフォーメーション」をキーワードとして

様々な分野で変革の波が起きています。5Gに至るITの
進化による変革のうねりは、ネット上で完結する新しいビ
ジネスモデルの誕生や、それまでの産業構造の基盤を大

宇宙に対する、人類の好奇心は尽きる
ことがありません。イーロン・マスク率
いるスペースX社が開発したファルコン
ロケットとクルードラゴンは、民間企業と
して初めて有人宇宙飛行に成功しました。
また、2021年のノーベル物理学賞を受

賞した日本人、真鍋淑郎氏の研究分野である温室効果ガ
スの測定にはいぶき2号という日本の気象衛星が使用され
ています。惑星探査ではMars 2020という計画で火星内

きく変革しようとし
ています。 

また、世界中に
あっという間に広
がったコロナ禍がビ
ジネスモデルの急
速な変化を後押し
しました。一方で、
日本のデジタル化の遅れが今回のコロナ禍で浮き彫りに
なりました。日本は今後行政を含めデジタル化の対応を
進め、ITの活用をとおして様々な変革を目指して行くべき
でしょう。経済史を見ても、危機を迎えた時こそイノベー
ション、技術革新は進んできたのです。

の生命の痕跡を調
査しており、土星探
査機のカッシーニ
も衛星エンケラデュ
スで有機物を発見
し、生命の可能性
を探っています。ア
ルテミスミッション
では2024年までに月面に初の女性飛行士を送り込む計
画が進んでおり、トヨタはルナクルーザーという月の探査
機を開発しています。宇宙ツーリズムは今年に入りヴァー
ジン社やブルーオリジン社が実現しており、宇宙開発か
ら目が離せない状況が続くでしょう。

講師　関口 和一 氏 （株式会社日本経済新聞社　客員編集員）

講師　柳川 孝二 氏 （JAXA社友、Koshoya2020代表）

2021年7月14日（水）

2021年10月20日（水）

デジタル革命と日本の戦略

宇宙活動〜有人探査の歴史と展望〜

▲斎藤事務局長



東京府のはじまり

東京っていつから東京、そして東京都になったの
でしょうか？　まずは東京のはじまりを探ってみます。

初代将軍徳川家康が1603（慶長8）年に征夷大
将軍に任命されて江戸幕府を開き、幕府は江戸市内
と周辺地区の開墾に力を入れます。1867（慶応3）
年には徳川慶喜が「大政奉還」（江戸幕府が政権を
朝廷に返上）を宣言。翌1868年4月に江戸城が無血
開城、同年7月に明治天皇が発した詔勅「江戸ヲ称
シテ東京ト為スノ詔書」（江戸を東京と称すという意味）
により江戸府に代わり「東京府」が設置され、同年9
月に慶應から明治に改元されました。

江戸の範囲を示していた境界線「江
え ど

戸朱
し ゅ び き ず

引図」を
用いて、1869（明治2）年2月に東京府を市街地（朱
引内）と市街地外の村落（朱引外）に区分し、同年
3月に市街地は1区あたり1万人を目安として50区に
分け、市街地外の村落は5区に分けました。

1871（明治4）年4月に政府は全国一律の戸籍
を作るため身分別戸籍を廃止し、居住区に基づく戸
籍法を制定。同年7月に「廃藩置県」が行われ、同
年11月には「大区小区制」（大きな区の下に小さな
区を置く）で東京府は6大区・97小区を設けました
が、隣接地域からの編入などもあり最終的に11大区・
103小区になりました。その後、政局の安定を目的
に1878（明治11）年7月に戸籍法による区の制度を
廃止し、「郡区町村編制法」によって地方制度を整え
ました。同年11月に郡区町村編制法によって大区小
区制が廃止されると、東京府は市街地を15区、村落
を6郡に再編しました（内側の15区は麹町区・神田区・
日本橋区・京橋区・芝区・麻布区・赤坂区・四谷区・
牛込区・小石川区・本郷区・下谷区・浅草区・本所区・
深川区。外側の6郡は荏原郡・南豊島郡・東多摩郡・
北豊島郡・南足立郡・南葛飾郡）。

東京市誕生、そして東京都へ

1888（明治21）年の2月に「大日本帝国憲法」、
4月に「市制・町村制」が公布され大規模な町村合
併を経て、1889（明治22）年5月に東京府15区地

域を「東京市」とし、既存15区は市域内に入って「市
の区」となり、東京は1市6郡になりました。1896（明
治29）年に政府から「東京都制」案が初案されて以
降、東京市に関する法律案など出されますが、いず
れも成立に至らないまま明治天皇の崩御により1912

（明治45）年に明治時代は幕を下ろしました。同年
7月30日からはじまった大正時代でも「東京都制」案
は出されますが、またしても見送りとなりました。時
代は昭和へと移り、1932（昭和7）年に周辺5郡（82
町村）を東京市に吸収合併して新しく20区を設置、
既存の15区と合わせて35区を形成しました。ちなみに、
1935（昭和10）年2月に築地に中央卸売市場が開場、
1940（昭和15）年6月には勝鬨橋が完成しました。

1941（昭和16）年12月〜1945（昭和20）年8月
に起こった太平洋戦争の戦時下、政府は国策を円滑
に遂行するため地方統制の強化を図り、1943（昭和
18）年6月に新たに「東京都制」を制定。これによ
り東京府と東京市は廃止されて、ついに「東京都」
が新設されたのです！

中央区が誕生！

東京都が誕生しましたが新地方制度に移行する際
に、戦争で偏った区ごとの人口分布や首都復興促進
など35区のままでは諸々の課題のあるため、1946（昭
和21）年7月に「東京都区域整理委員会」を設置し
ました。翌1947（昭和22）年3月に35区から22区
に整理統合され、その際に長い歴史を持つ京橋区と
日本橋区が合併して「中央区」が誕生しました！

その年の8月に板橋区から練馬区が分離・独立し
て23区となり、現在の特別区の制度が出来ました。

ところで「都民の日」はいつ出来たのでしょう？
1898（明治31）年10月に市制特例が廃止され、

東京市が一般市となりました。その際、東京府庁舎
内に東京市役所を開庁したのですが、新しい東京市
が誕生した日を忘れないようにと1922（大正11）年
に「自治記念日」と制定しました。その後、自治の
大切さを自覚しようという願いを込めて、1952（昭
和27）年に自治記念日を「都民の日」と定めました。（東
京都生活文化局「都民の日」についてより）

文・東美 内藤

の
まんなか
足跡
あしあと

新シリーズ まんなかの足
あしあと

跡

第一回「東京都と中央区のはじまり」
「まんなかの足跡」は、毎回、中央区の地域やお祭り・行事の歴史、地名の由
来などを紹介する新シリーズです。ほっとひと息、お茶でも飲みながら気楽に
お読みください。
第一回は「東京都と中央区のはじまり」です。

※欄外右側の▶印は2穴開けのセンター位置です。


