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東京都では、がんになっても自分らしく生活できる
社会の構築を目指しています

　近年、医療技術の進歩により、がんに罹患しても、治療を行いながら、仕事を続けることが可能になってお
り、社会で活躍する方が増えつつあります。
　しかし、治療と仕事の両立を可能とするには様々な課題があるために、就労意欲があるにもかかわらず、就労
の継続や復職が困難になるケースもあります。
　そのような状況の下、従業員が、がんになった場合でも、就労に関する課題を解決し、治療と仕事の両立をで
きる取組を行っている企業を募り、特に優良な取組を行っている企業に対し、表彰を行いました。
　表彰に当たっては、実績、取組、成果それぞれに関する評価及び他社へのモデルとなるかを総合的に審査し、
表彰企業を以下の通り決定しました。

（中小企業部門）
優良賞…ティーペック株式会社、

株式会社エム・テック、株
式会社松下産業、株式
会社トータルケアサー
ビス加島

奨励賞…株式会社バリューＨＲ

（大企業部門）
優良賞…株式会社クレディセゾ

ン、サノフィ株式会社、
生活協同組合コープみ
らい

奨励賞…水ing株式会社、ウシオ
電機株式会社

（特別部門）
優良賞…キャンサー・ソリューショ

ンズ株式会社

　さらに、表彰された企業以外でも、従業員が、がんに罹患したとき、治療と仕
事の両立を可能とするための取組の参考となるよう、表彰された企業等の取
組事例をまとめた、事例紹介集を作成し、東京都ホームページ（東京都がん
ポータルサイト）で公開しています。
　ぜひ御覧になり、従業員が、がん治療と仕事を両立できる企業の環を広げて
いきましょう。
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このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、コード
の位置を示すために切り込みを入れています。専用の読み上げ装置で
読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。
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がん患者の治療と仕事への優良な
取組を行う企業表彰ロゴマーク

東京都がんポータルサイト 検索



　東京都の平成27年度予算は、「東京を『世界一の都市』へと飛躍させる予算」と位置づけ、編成されました。
　福祉保健局では、都民の生命と健康を守り、地域での自立を支える利用者本位の福祉を実現するため、大
都市特有のニーズに即した様々な取組を強化するとともに、福祉先進都市の実現に向けた施策を展開して
いくという方針で編成しました。
　この結果、福祉保健局予算は１兆938億9,500万円となり、東京都予算（一般会計総額６兆9,520億円）に
占める割合は15.7％となりました。また、福祉保健局予算の一般歳出は１兆538億9,500万円、「福祉と保
健」に関する予算（福祉保健予算、病院に対する支出金など）の都一般歳出に占める割合は、22.8％となって
います。

※一般歳出は、一般会計のうち、公債費及び特別区財政調整会計繰出金、地方消費税交付金など税の一定
割合を区市町村に交付する経費（税連動経費）などを除いた、いわゆる政策的経費のこと。
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当初予算一般歳出額と、それに占める「福祉と保健」の構成比の推移
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☆は新規事業を示します。

子育て環境の整備 予算額2,013億 3,966万円

高齢者の地域生活と自立への支援 予算額2,130億 2,225万円

子育てと仕事の両立に向けた保育サービスの推進
 ４６０億３,７００万円
　待機児童の解消に向け、多様な保育サービスを組み合わせるこ
とにより、平成26年度からの4か年で保育サービス利用児童数を
40,000人分増加します。
　保育人材確保事業
☆東京都保育士等キャリアアップ補助
☆保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
   現任保育従事職員等資格取得支援事業
　保育士修学資金貸付事業
☆保育体制強化事業
   保育士研修等事業
　認証保育所等研修事業
☆子育て支援員研修
　待機児童解消区市町村支援事業
　保育所緊急整備事業
　賃貸物件による保育所整備事業
　多様な主体による保育所緊急整備事業
　認証保育所事業
☆認定こども園整備事業
　小規模保育支援事業
　事業所内保育施設支援事業
　家庭的保育事業
　定期利用保育事業補助
　定期借地権利用による認可保育所等整備促進事業
☆借地を活用した認可保育所等設置支援事業
　送迎保育ステーション事業
　病児・病後児保育事業費補助
   病児・病後児保育促進事業
☆保育サービス推進事業
　児童福祉施設等耐震化促進事業（土地借料）
　保育施設の非構造部材耐震対策支援事業

認知症対策の推進 41億1,200万円
　認知症の人が住みなれた地域で生活を継続できるよう、環境整
備を進めていきます。
　認知症高齢者グループホーム緊急整備
　認知症対策推進事業
　高齢者権利擁護推進事業
　認知症疾患医療センター運営事業
☆認知症支援推進センター設置事業
☆認知症支援コーディネーター事業
　若年性認知症総合支援センター設置事業　等

高齢者の新たなすまいの整備 10億5,600万円
　本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、新たなケア付きすまい
等の整備を進めていきます。
　医療・介護連携型サービス付高齢者向け住宅事業
　都市型軽費老人ホームの整備

地域包括ケア体制の推進 16億6,600万円
　高齢者の状態に即した適切なサービスを効率的・効果的に提供
できる体制づくりを進めていきます。
　訪問看護ステーション設置促進・運営支援事業
　訪問看護人材確保育成事業
　訪問看護師勤務環境向上事業
　訪問看護師定着推進事業
　介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業
　地域包括支援センター機能強化推進事業
☆介護予防における地域リハビリテーション促進事業
☆生活支援コーディネーター養成研修事業
☆多様な主体の地域貢献活動による地域包括ケアの推進

子育て推進交付金 178億4,800万円
　市町村が地域の実情に応じ、創意工夫によって、子育てサービ
ス全般の充実が図れるよう、子育て推進交付金により支援します。

子供家庭支援区市町村包括補助事業
 87億9,400万円
　区市町村が地域の実情に応じて主体的に行う子供家庭分野にお
ける基盤整備及びサービスの充実を支援します。

安心して子育てできる様々な取組の推進
 72億8,600万円
　安心・安全に毎日の子育てができるよう、子育て家庭を支援す
るためのサービスや環境づくりを進め、社会全体で子育て家庭を
応援していきます。
　「子育て応援とうきょう会議」による気運の醸成 
　不妊治療費助成
　生涯を通じた女性の健康支援事業
　妊婦健康診査受診促進事業
☆妊娠・出産に関する普及啓発事業
☆出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）
　子育てスタート支援事業　
　一時預かり事業補助
　子育てひろばの充実
　ショートステイの充実
　都型学童クラブ運営費補助
　学童クラブ整備費補助
　学童クラブ設置促進事業等補助
　地域子育て支援研修
☆放課後児童支援員認定研修

特別な支援を要する子供と家庭への対応強化
 51億8,800万円
　児童虐待等により家庭で暮らせない子供たちへの支援やひとり親
家庭に対する就労促進策を拡充するなど、対応の強化を図ります。
　虐待対策コーディネーター事業
　医療機関における虐待対応力強化事業
☆要支援家庭を対象としたショートステイ事業
☆サテライト型児童養護施設事業
　法人型ファミリーホームの運営体制の充実
　養護児童グループホームの推進
　里親支援機関事業
　専門機能強化型児童養護施設制度
　石神井学園キャンパスの再編整備
☆専門養育機能強化型乳児院制度
　乳児院の医療体制整備事業
　児童養護施設等の整備
　自立支援強化事業
☆児童養護施設等入所児童に対する学習支援事業　
　児童養護施設等生活向上のための環境改善事業
　ジョブ・トレーニング事業（自立援助ホーム）
　ひとり親家庭の子供サポートモデル事業
　ひとり親家庭支援センター事業

介護サービス基盤等の整備 208億1,600万円
　本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、在宅と施設サービスの
基盤整備をバランスよく進めていきます。
☆借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
　特別養護老人ホーム等の整備
　介護老人保健施設の整備　　   
　地域密着型サービス等重点整備事業
　ショートステイの整備
　介護専用型有料老人ホームの設置促進
　介護基盤の緊急整備特別対策事業　等

介護人材の確保・定着 23億2,500万円
　介護サービスを支える人材を安定的に確保するため、介護人材
の確保・定着に向けた取組を進めていきます。
　介護人材確保対策事業
　福祉人材の確保・定着モデル事業
☆潜在的介護職員活用推進事業
☆東京都介護職員キャリアパス導入促進事業

介護保険給付費負担金
 1,249億9,900万円
介護保険・低所得者特別対策事業
 4,200万円
健康長寿医療センターへの支援
 49億2,500万円
高齢社会対策区市町村包括補助事業
 37億8,000万円
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　高齢者の状態に即した適切なサービスを効率的・効果的に提供
できる体制づくりを進めていきます。
　訪問看護ステーション設置促進・運営支援事業
　訪問看護人材確保育成事業
　訪問看護師勤務環境向上事業
　訪問看護師定着推進事業
　介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業
　地域包括支援センター機能強化推進事業
☆介護予防における地域リハビリテーション促進事業
☆生活支援コーディネーター養成研修事業
☆多様な主体の地域貢献活動による地域包括ケアの推進

子育て推進交付金 178億4,800万円
　市町村が地域の実情に応じ、創意工夫によって、子育てサービ
ス全般の充実が図れるよう、子育て推進交付金により支援します。

子供家庭支援区市町村包括補助事業
 87億9,400万円
　区市町村が地域の実情に応じて主体的に行う子供家庭分野にお
ける基盤整備及びサービスの充実を支援します。

安心して子育てできる様々な取組の推進
 72億8,600万円
　安心・安全に毎日の子育てができるよう、子育て家庭を支援す
るためのサービスや環境づくりを進め、社会全体で子育て家庭を
応援していきます。
　「子育て応援とうきょう会議」による気運の醸成 
　不妊治療費助成
　生涯を通じた女性の健康支援事業
　妊婦健康診査受診促進事業
☆妊娠・出産に関する普及啓発事業
☆出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）
　子育てスタート支援事業　
　一時預かり事業補助
　子育てひろばの充実
　ショートステイの充実
　都型学童クラブ運営費補助
　学童クラブ整備費補助
　学童クラブ設置促進事業等補助
　地域子育て支援研修
☆放課後児童支援員認定研修

特別な支援を要する子供と家庭への対応強化
 51億8,800万円
　児童虐待等により家庭で暮らせない子供たちへの支援やひとり親
家庭に対する就労促進策を拡充するなど、対応の強化を図ります。
　虐待対策コーディネーター事業
　医療機関における虐待対応力強化事業
☆要支援家庭を対象としたショートステイ事業
☆サテライト型児童養護施設事業
　法人型ファミリーホームの運営体制の充実
　養護児童グループホームの推進
　里親支援機関事業
　専門機能強化型児童養護施設制度
　石神井学園キャンパスの再編整備
☆専門養育機能強化型乳児院制度
　乳児院の医療体制整備事業
　児童養護施設等の整備
　自立支援強化事業
☆児童養護施設等入所児童に対する学習支援事業　
　児童養護施設等生活向上のための環境改善事業
　ジョブ・トレーニング事業（自立援助ホーム）
　ひとり親家庭の子供サポートモデル事業
　ひとり親家庭支援センター事業

介護サービス基盤等の整備 208億1,600万円
　本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、在宅と施設サービスの
基盤整備をバランスよく進めていきます。
☆借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
　特別養護老人ホーム等の整備
　介護老人保健施設の整備　　   
　地域密着型サービス等重点整備事業
　ショートステイの整備
　介護専用型有料老人ホームの設置促進
　介護基盤の緊急整備特別対策事業　等

介護人材の確保・定着 23億2,500万円
　介護サービスを支える人材を安定的に確保するため、介護人材
の確保・定着に向けた取組を進めていきます。
　介護人材確保対策事業
　福祉人材の確保・定着モデル事業
☆潜在的介護職員活用推進事業
☆東京都介護職員キャリアパス導入促進事業

介護保険給付費負担金
 1,249億9,900万円
介護保険・低所得者特別対策事業
 4,200万円
健康長寿医療センターへの支援
 49億2,500万円
高齢社会対策区市町村包括補助事業
 37億8,000万円

福祉保健 ４月号2

　東京都の平成27年度予算は、「東京を『世界一の都市』へと飛躍させる予算」と位置づけ、編成されました。
　福祉保健局では、都民の生命と健康を守り、地域での自立を支える利用者本位の福祉を実現するため、大
都市特有のニーズに即した様々な取組を強化するとともに、福祉先進都市の実現に向けた施策を展開して
いくという方針で編成しました。
　この結果、福祉保健局予算は１兆938億9,500万円となり、東京都予算（一般会計総額６兆9,520億円）に
占める割合は15.7％となりました。また、福祉保健局予算の一般歳出は１兆538億9,500万円、「福祉と保
健」に関する予算（福祉保健予算、病院に対する支出金など）の都一般歳出に占める割合は、22.8％となって
います。

※一般歳出は、一般会計のうち、公債費及び特別区財政調整会計繰出金、地方消費税交付金など税の一定
割合を区市町村に交付する経費（税連動経費）などを除いた、いわゆる政策的経費のこと。
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☆は新規事業を示します。

子育て環境の整備 予算額2,013億 3,966万円

高齢者の地域生活と自立への支援 予算額2,130億 2,225万円

子育てと仕事の両立に向けた保育サービスの推進
 ４６０億３,７００万円
　待機児童の解消に向け、多様な保育サービスを組み合わせるこ
とにより、平成26年度からの4か年で保育サービス利用児童数を
40,000人分増加します。
　保育人材確保事業
☆東京都保育士等キャリアアップ補助
☆保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
   現任保育従事職員等資格取得支援事業
　保育士修学資金貸付事業
☆保育体制強化事業
   保育士研修等事業
　認証保育所等研修事業
☆子育て支援員研修
　待機児童解消区市町村支援事業
　保育所緊急整備事業
　賃貸物件による保育所整備事業
　多様な主体による保育所緊急整備事業
　認証保育所事業
☆認定こども園整備事業
　小規模保育支援事業
　事業所内保育施設支援事業
　家庭的保育事業
　定期利用保育事業補助
　定期借地権利用による認可保育所等整備促進事業
☆借地を活用した認可保育所等設置支援事業
　送迎保育ステーション事業
　病児・病後児保育事業費補助
   病児・病後児保育促進事業
☆保育サービス推進事業
　児童福祉施設等耐震化促進事業（土地借料）
　保育施設の非構造部材耐震対策支援事業

認知症対策の推進 41億1,200万円
　認知症の人が住みなれた地域で生活を継続できるよう、環境整
備を進めていきます。
　認知症高齢者グループホーム緊急整備
　認知症対策推進事業
　高齢者権利擁護推進事業
　認知症疾患医療センター運営事業
☆認知症支援推進センター設置事業
☆認知症支援コーディネーター事業
　若年性認知症総合支援センター設置事業　等

高齢者の新たなすまいの整備 10億5,600万円
　本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、新たなケア付きすまい
等の整備を進めていきます。
　医療・介護連携型サービス付高齢者向け住宅事業
　都市型軽費老人ホームの整備

地域包括ケア体制の推進 16億6,600万円
　高齢者の状態に即した適切なサービスを効率的・効果的に提供
できる体制づくりを進めていきます。
　訪問看護ステーション設置促進・運営支援事業
　訪問看護人材確保育成事業
　訪問看護師勤務環境向上事業
　訪問看護師定着推進事業
　介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業
　地域包括支援センター機能強化推進事業
☆介護予防における地域リハビリテーション促進事業
☆生活支援コーディネーター養成研修事業
☆多様な主体の地域貢献活動による地域包括ケアの推進

子育て推進交付金 178億4,800万円
　市町村が地域の実情に応じ、創意工夫によって、子育てサービ
ス全般の充実が図れるよう、子育て推進交付金により支援します。

子供家庭支援区市町村包括補助事業
 87億9,400万円
　区市町村が地域の実情に応じて主体的に行う子供家庭分野にお
ける基盤整備及びサービスの充実を支援します。

安心して子育てできる様々な取組の推進
 72億8,600万円
　安心・安全に毎日の子育てができるよう、子育て家庭を支援す
るためのサービスや環境づくりを進め、社会全体で子育て家庭を
応援していきます。
　「子育て応援とうきょう会議」による気運の醸成 
　不妊治療費助成
　生涯を通じた女性の健康支援事業
　妊婦健康診査受診促進事業
☆妊娠・出産に関する普及啓発事業
☆出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）
　子育てスタート支援事業　
　一時預かり事業補助
　子育てひろばの充実
　ショートステイの充実
　都型学童クラブ運営費補助
　学童クラブ整備費補助
　学童クラブ設置促進事業等補助
　地域子育て支援研修
☆放課後児童支援員認定研修

特別な支援を要する子供と家庭への対応強化
 51億8,800万円
　児童虐待等により家庭で暮らせない子供たちへの支援やひとり親
家庭に対する就労促進策を拡充するなど、対応の強化を図ります。
　虐待対策コーディネーター事業
　医療機関における虐待対応力強化事業
☆要支援家庭を対象としたショートステイ事業
☆サテライト型児童養護施設事業
　法人型ファミリーホームの運営体制の充実
　養護児童グループホームの推進
　里親支援機関事業
　専門機能強化型児童養護施設制度
　石神井学園キャンパスの再編整備
☆専門養育機能強化型乳児院制度
　乳児院の医療体制整備事業
　児童養護施設等の整備
　自立支援強化事業
☆児童養護施設等入所児童に対する学習支援事業　
　児童養護施設等生活向上のための環境改善事業
　ジョブ・トレーニング事業（自立援助ホーム）
　ひとり親家庭の子供サポートモデル事業
　ひとり親家庭支援センター事業

介護サービス基盤等の整備 208億1,600万円
　本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、在宅と施設サービスの
基盤整備をバランスよく進めていきます。
☆借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
　特別養護老人ホーム等の整備
　介護老人保健施設の整備　　   
　地域密着型サービス等重点整備事業
　ショートステイの整備
　介護専用型有料老人ホームの設置促進
　介護基盤の緊急整備特別対策事業　等

介護人材の確保・定着 23億2,500万円
　介護サービスを支える人材を安定的に確保するため、介護人材
の確保・定着に向けた取組を進めていきます。
　介護人材確保対策事業
　福祉人材の確保・定着モデル事業
☆潜在的介護職員活用推進事業
☆東京都介護職員キャリアパス導入促進事業

介護保険給付費負担金
 1,249億9,900万円
介護保険・低所得者特別対策事業
 4,200万円
健康長寿医療センターへの支援
 49億2,500万円
高齢社会対策区市町村包括補助事業
 37億8,000万円
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☆は新規事業を示します。

都民の総合的な保健サービスの向上 予算額3,287億 2,898万円

患者中心の医療体制の充実 予算額571億 6,902万円

福祉保健改革の推進等 予算額519億 7,290万円

がん予防対策の推進 9,700万円
　がんの予防・早期発見の取組を充実させていきます。
　予防・早期発見普及啓発事業
　職域がん検診支援事業
　マンモグラフィ読影医師等養成研修
☆がん検診認知度向上事業
☆がん検診対象人口率調査

　ウェルネス・チャレンジ 1,100万円
　糖尿病・メタボリックシンドローム対策の推進 800万円
　医療保健政策区市町村包括補助事業 25億円
　肝炎対策 11億9,200万円

迅速かつ適切な救急医療・災害医療の一層の充実
 88億8,600万円
　突発的な事故・急病などに備えた救急医療体制の充実を図ると
ともに、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時の医療体制を一層
強化します。
　東京都地域救急医療センターの運営
　救急患者受入コーディネーターの配置
　救命救急センター運営費補助
　災害医療協議会等
　災害拠点病院事業
☆東京都災害拠点強靭化緊急促進事業

安心の小児医療・周産期医療体制の整備
 37億8,800万円
　安心して子供を産み、育てられるよう、医療機関等が役割分担
と連携により、リスクに応じて的確に医療を提供する小児・周産
期医療体制を構築します。
　こども救命センターの運営
　周産期医療システムの整備
　休日・全夜間診療事業（小児・周産期）
　周産期医療ネットワークグループの構築
☆産科救急研修

総合的ながん対策の充実・強化 7億4,900万円
　新たな「東京都がん対策推進計画」に基づき、高度で専門的な
がん医療提供体制の確保や、患者・家族に対する相談支援機能の
充実など、がん医療対策を総合的に推進します。
　がん診療連携拠点病院事業
　東京都がん診療連携拠点病院事業
☆地域がん診療病院事業
　東京都小児がん診療連携推進事業
　がん患者就労等普及啓発事業

東京子育て応援事業 2,000万円
　都の出えん及び都民や企業の寄付による基金を活用し、企業や
NPO法人などが行う先駆的、先進的な事業を支援することで、
社会全体での子育て支援を進めます。

☆元気高齢者地域活躍推進事業
 5,000万円
　高齢者が人材の不足している福祉サービスを
支え、地域で自分らしく活躍できる社会を実現
するため、元気高齢者を福祉サービスに活用す
るNPOやボランティア団体等を支援する区市
町村の取組を推進します。

地域がん登録事業 4,700万円
　都民のがんの発病から治療・死亡に至るまでの情報を収集し、
都内におけるがんの実態分析を行います。
　集計・分析した結果は効果的ながん対策の企画・評価に役立て
ていきます。

自殺総合対策の推進 2億6,100万円
　自殺に関する都民の正しい理解促進のための普及啓発、自殺念
慮者の早期発見・早期対応のための体制整備、自死遺族への支援
などを行います。
　自殺防止！東京キャンペーン
　こころといのちの相談・支援　東京ネットワーク
　うつ診療充実強化研修事業
　東京都自殺相談ダイヤル

後期高齢者医療制度 1,223億4,600万円
　東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の円
滑な運営に資するため、基金の設置や医療給付費の負担等を行い
ます。

在宅療養支援体制強化や医療連携体制構築の推進
 44億3,500万円
　切れ目ない医療・介護サービスを受けながら暮らし続けられる
体制を整備するとともに、疾病別の医療連携体制を構築し、地域
で安心して診療を受けられる体制を整備します。
　在宅療養普及事業
　在宅医等相互支援体制構築事業
　在宅療養移行支援事業
　在宅療養推進区市町村支援事業
　在宅療養移行体制強化事業
☆在宅療養推進基盤整備事業
☆区市町村在宅療養推進事業
☆病床機能分化推進事業（施設設備整備）

質の高い医療サービスを支える人材の確保
 23億4,400万円
　地域や診療科（救急、小児科、産科等）の医師不足に対応する
とともに、看護師の定着や再就業支援など総合的な人材確保対策
に取り組みます。
　医師奨学金制度による医師確保対策の推進
　東京都地域医療支援ドクター事業
　医師勤務環境改善事業
☆特定機能病院勤務医等負担軽減支援事業
　看護職員定着促進のための巡回訪問事業
☆島しょ看護職員定着促進事業
　ナースプラザ運営委託
☆届出制度を活用した看護職員復職支援事業

☆福祉先進都市実現基金積立金 400億円
　福祉先進都市の実現に向けて、新たに基金を設置し、子育て家
庭への支援や超高齢化に向けた施策を推進します。

島しょ保健医療体制の充実  6億5,200万円
医療施設の耐震化 66億2,100万円

がん総合的高次研究の推進 1億円
都有地を活用した社会福祉施設建替えの促進 8,000万円
福祉人材総合支援事業 2,100万円
福祉サービス第三者評価システム 6,000万円
耐震化の推進 3億6,600万円
社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業 1,900万円

☆は新規事業を示します。

障害者（児）の自立生活への支援 予算額 1,816億 9,333万円

新しい福祉を支える基盤づくり 予算額 387億 7,841万円

多様化する健康危機への機敏な対応 予算額 211億 9,047万円

　地域生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、通所施設や
グループホーム等の設置を促進します。
　東京都障害福祉計画
　（障害者・障害児地域生活支援3か年プラン）
　（施設整備費補助） 53億8,900万円
　定期借地権の一時金に対する補助 1億7,400万円
☆借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業 1,200万円
☆短期入所開設準備経費等補助事業 2,000万円
　地域移行促進コーディネート事業 6,300万円
　障害者地域生活移行・定着化支援事業【一部新規】（※）
 （※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

　低所得者・離職者の就労・住居の確保、生活の安定に向けて支
援します。
☆生活困窮者支援体制整備事業（※）
☆生活困窮者自立支援事業 4,500万円
　住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業
 6億2,300万円
　受験生チャレンジ支援貸付事業
 11億8,900万円
　ホームレス対策の強化 16億1,100万円
☆生活支援付すまい確保事業 2,400万円
　寄りそい型宿泊所事業 1億4,600万円
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

新型インフルエンザ対策 38億8,900万円
　新型インフルエンザの発生に備えて、地域医療体制の構築や、
治療薬・医療資器材の確保、監視・検査体制の強化などの取組を
着実に推進します。
　抗インフルエンザウイルス薬・医療資器材の備蓄
　地域医療体制の強化
　基礎研究の推進
　普及啓発活動の実施
　ワクチン接種体制の構築
　患者移送体制の構築

薬物乱用防止対策 1億7,300万円
　麻薬、覚醒剤等の乱用防止対策を推進します。また、危険ド
ラッグの乱用防止に向け、監視指導や普及啓発を強化していくと
ともに、関係機関と緊密に連携し、都の地域的特性に応じた総合
的な対策を実施します。
　麻薬・覚醒剤等啓発対策
　危険ドラッグ対策

結核・エイズ対策 6億7,300万円
　結核対策として地域の実情に応じた治療体制の確保や重点対象
者への取組を強化するとともに、HIV感染に関する予防啓発や検
査相談による拡大防止、陽性者支援などの取組を推進します。
　結核地域医療ネットワーク推進事業
　エイズ啓発拠点事業
　多摩地域検査・相談体制の確保

放射能測定体制及び情報発信の充実
 4,000万円
　空間放射線量の測定や流通食品等の放射性
物質検査を継続的に実施し、迅速に結果を公表
するとともに、都民フォーラムの開催等を通じ
て放射能に関する知識を普及するなど、情報発
信に取り組みます。

☆感染症対策強化事業 3億3,800万円
　エボラ出血熱やデング熱など発生が懸念される感染症に対し
て、事前の備えや発生時の対応体制を強化するとともに、都民等
へ広く感染症対策の正しい知識の普及等を図っていきます。
　エボラ出血熱対策
　デング熱対策
　感染症全般に係る体制強化

重症心身障害児(者)等の支援 2億5,200万円
　重症心身障害児（者）が地域で暮らす上で必要な、治療や訓練
などの療育を行うため訪問看護などの各種事業を実施します。
（障害者施策推進区市町村包括補助事業においても実施）

発達障害者支援体制整備推進事業 800万円
　支援機関に従事する専門的人材の育成等を実施します。
　区市町村発達障害者支援体制整備推進事業（※）
　区市町村における発達障害児の早期発見や支援体制の構築を支
援します。
　また、支援を要する成人の発達障害者に対し、社会参加や就労
などに関する取組を行う区市町村を支援します。
　（※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

障害者の就労支援 1億8,900万円
　障害者がいきいきと働ける社会を実現するため、就労支援の充
実を図ります。
　障害者就労支援協議会
☆福祉・トライアルショップの展開
☆就労支援機関等スキル向上事業
☆精神障害者就労支援連携強化事業
　区市町村障害者就労支援事業（※）
 （※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

居宅介護等事業 73億6,200万円
　ホームヘルパーを派遣して、日常生活に必要なサービスを提供
することにより、自立した生活を促進します。

地域福祉推進区市町村包括補助事業 35億6,600万円
　区市町村が地域の実情に応じて、主体的に地域福祉分野の基盤
の整備及びサービスの充実を図ることを支援します。

　高齢者や障害者をはじめ、すべての人が自由に行動し社会参加
できるまちづくりを推進していきます。
　福祉のまちづくりの普及・推進 1,300万円
☆ユニバーサルデザインに関する情報サイトの構築
 500万円
☆情報バリアフリーに係る充実への支援（※）
☆心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援（※）
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

　福祉人材の確保・育成・定着への取組を充実します。
　福祉人材センターによる就労支援の強化 2億2,000万円
　将来に向けた人材育成・活用プロジェクト事業
 1億1,800万円
☆介護人材確保に向けた学校説明会の実施 1,800万円

障害者施策推進区市町村包括補助事業 132億3,500万円
手話のできる都民育成事業 3,300万円
地域における精神科医療提供体制の整備 7,300万円
精神障害者地域生活支援【一部新規】 3億4,000万円
精神科救急医療【一部新規】 11億7,100万円
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☆は新規事業を示します。

都民の総合的な保健サービスの向上 予算額3,287億 2,898万円

患者中心の医療体制の充実 予算額571億 6,902万円

福祉保健改革の推進等 予算額519億 7,290万円

がん予防対策の推進 9,700万円
　がんの予防・早期発見の取組を充実させていきます。
　予防・早期発見普及啓発事業
　職域がん検診支援事業
　マンモグラフィ読影医師等養成研修
☆がん検診認知度向上事業
☆がん検診対象人口率調査

　ウェルネス・チャレンジ 1,100万円
　糖尿病・メタボリックシンドローム対策の推進 800万円
　医療保健政策区市町村包括補助事業 25億円
　肝炎対策 11億9,200万円

迅速かつ適切な救急医療・災害医療の一層の充実
 88億8,600万円
　突発的な事故・急病などに備えた救急医療体制の充実を図ると
ともに、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時の医療体制を一層
強化します。
　東京都地域救急医療センターの運営
　救急患者受入コーディネーターの配置
　救命救急センター運営費補助
　災害医療協議会等
　災害拠点病院事業
☆東京都災害拠点強靭化緊急促進事業

安心の小児医療・周産期医療体制の整備
 37億8,800万円
　安心して子供を産み、育てられるよう、医療機関等が役割分担
と連携により、リスクに応じて的確に医療を提供する小児・周産
期医療体制を構築します。
　こども救命センターの運営
　周産期医療システムの整備
　休日・全夜間診療事業（小児・周産期）
　周産期医療ネットワークグループの構築
☆産科救急研修

総合的ながん対策の充実・強化 7億4,900万円
　新たな「東京都がん対策推進計画」に基づき、高度で専門的な
がん医療提供体制の確保や、患者・家族に対する相談支援機能の
充実など、がん医療対策を総合的に推進します。
　がん診療連携拠点病院事業
　東京都がん診療連携拠点病院事業
☆地域がん診療病院事業
　東京都小児がん診療連携推進事業
　がん患者就労等普及啓発事業

東京子育て応援事業 2,000万円
　都の出えん及び都民や企業の寄付による基金を活用し、企業や
NPO法人などが行う先駆的、先進的な事業を支援することで、
社会全体での子育て支援を進めます。

☆元気高齢者地域活躍推進事業
 5,000万円
　高齢者が人材の不足している福祉サービスを
支え、地域で自分らしく活躍できる社会を実現
するため、元気高齢者を福祉サービスに活用す
るNPOやボランティア団体等を支援する区市
町村の取組を推進します。

地域がん登録事業 4,700万円
　都民のがんの発病から治療・死亡に至るまでの情報を収集し、
都内におけるがんの実態分析を行います。
　集計・分析した結果は効果的ながん対策の企画・評価に役立て
ていきます。

自殺総合対策の推進 2億6,100万円
　自殺に関する都民の正しい理解促進のための普及啓発、自殺念
慮者の早期発見・早期対応のための体制整備、自死遺族への支援
などを行います。
　自殺防止！東京キャンペーン
　こころといのちの相談・支援　東京ネットワーク
　うつ診療充実強化研修事業
　東京都自殺相談ダイヤル

後期高齢者医療制度 1,223億4,600万円
　東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の円
滑な運営に資するため、基金の設置や医療給付費の負担等を行い
ます。

在宅療養支援体制強化や医療連携体制構築の推進
 44億3,500万円
　切れ目ない医療・介護サービスを受けながら暮らし続けられる
体制を整備するとともに、疾病別の医療連携体制を構築し、地域
で安心して診療を受けられる体制を整備します。
　在宅療養普及事業
　在宅医等相互支援体制構築事業
　在宅療養移行支援事業
　在宅療養推進区市町村支援事業
　在宅療養移行体制強化事業
☆在宅療養推進基盤整備事業
☆区市町村在宅療養推進事業
☆病床機能分化推進事業（施設設備整備）

質の高い医療サービスを支える人材の確保
 23億4,400万円
　地域や診療科（救急、小児科、産科等）の医師不足に対応する
とともに、看護師の定着や再就業支援など総合的な人材確保対策
に取り組みます。
　医師奨学金制度による医師確保対策の推進
　東京都地域医療支援ドクター事業
　医師勤務環境改善事業
☆特定機能病院勤務医等負担軽減支援事業
　看護職員定着促進のための巡回訪問事業
☆島しょ看護職員定着促進事業
　ナースプラザ運営委託
☆届出制度を活用した看護職員復職支援事業

☆福祉先進都市実現基金積立金 400億円
　福祉先進都市の実現に向けて、新たに基金を設置し、子育て家
庭への支援や超高齢化に向けた施策を推進します。

島しょ保健医療体制の充実  6億5,200万円
医療施設の耐震化 66億2,100万円

がん総合的高次研究の推進 1億円
都有地を活用した社会福祉施設建替えの促進 8,000万円
福祉人材総合支援事業 2,100万円
福祉サービス第三者評価システム 6,000万円
耐震化の推進 3億6,600万円
社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業 1,900万円

☆は新規事業を示します。

障害者（児）の自立生活への支援 予算額 1,816億 9,333万円

新しい福祉を支える基盤づくり 予算額 387億 7,841万円

多様化する健康危機への機敏な対応 予算額 211億 9,047万円

　地域生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、通所施設や
グループホーム等の設置を促進します。
　東京都障害福祉計画
　（障害者・障害児地域生活支援3か年プラン）
　（施設整備費補助） 53億8,900万円
　定期借地権の一時金に対する補助 1億7,400万円
☆借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業 1,200万円
☆短期入所開設準備経費等補助事業 2,000万円
　地域移行促進コーディネート事業 6,300万円
　障害者地域生活移行・定着化支援事業【一部新規】（※）
 （※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

　低所得者・離職者の就労・住居の確保、生活の安定に向けて支
援します。
☆生活困窮者支援体制整備事業（※）
☆生活困窮者自立支援事業 4,500万円
　住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業
 6億2,300万円
　受験生チャレンジ支援貸付事業
 11億8,900万円
　ホームレス対策の強化 16億1,100万円
☆生活支援付すまい確保事業 2,400万円
　寄りそい型宿泊所事業 1億4,600万円
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

新型インフルエンザ対策 38億8,900万円
　新型インフルエンザの発生に備えて、地域医療体制の構築や、
治療薬・医療資器材の確保、監視・検査体制の強化などの取組を
着実に推進します。
　抗インフルエンザウイルス薬・医療資器材の備蓄
　地域医療体制の強化
　基礎研究の推進
　普及啓発活動の実施
　ワクチン接種体制の構築
　患者移送体制の構築

薬物乱用防止対策 1億7,300万円
　麻薬、覚醒剤等の乱用防止対策を推進します。また、危険ド
ラッグの乱用防止に向け、監視指導や普及啓発を強化していくと
ともに、関係機関と緊密に連携し、都の地域的特性に応じた総合
的な対策を実施します。
　麻薬・覚醒剤等啓発対策
　危険ドラッグ対策

結核・エイズ対策 6億7,300万円
　結核対策として地域の実情に応じた治療体制の確保や重点対象
者への取組を強化するとともに、HIV感染に関する予防啓発や検
査相談による拡大防止、陽性者支援などの取組を推進します。
　結核地域医療ネットワーク推進事業
　エイズ啓発拠点事業
　多摩地域検査・相談体制の確保

放射能測定体制及び情報発信の充実
 4,000万円
　空間放射線量の測定や流通食品等の放射性
物質検査を継続的に実施し、迅速に結果を公表
するとともに、都民フォーラムの開催等を通じ
て放射能に関する知識を普及するなど、情報発
信に取り組みます。

☆感染症対策強化事業 3億3,800万円
　エボラ出血熱やデング熱など発生が懸念される感染症に対し
て、事前の備えや発生時の対応体制を強化するとともに、都民等
へ広く感染症対策の正しい知識の普及等を図っていきます。
　エボラ出血熱対策
　デング熱対策
　感染症全般に係る体制強化

重症心身障害児(者)等の支援 2億5,200万円
　重症心身障害児（者）が地域で暮らす上で必要な、治療や訓練
などの療育を行うため訪問看護などの各種事業を実施します。
（障害者施策推進区市町村包括補助事業においても実施）

発達障害者支援体制整備推進事業 800万円
　支援機関に従事する専門的人材の育成等を実施します。
　区市町村発達障害者支援体制整備推進事業（※）
　区市町村における発達障害児の早期発見や支援体制の構築を支
援します。
　また、支援を要する成人の発達障害者に対し、社会参加や就労
などに関する取組を行う区市町村を支援します。
　（※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

障害者の就労支援 1億8,900万円
　障害者がいきいきと働ける社会を実現するため、就労支援の充
実を図ります。
　障害者就労支援協議会
☆福祉・トライアルショップの展開
☆就労支援機関等スキル向上事業
☆精神障害者就労支援連携強化事業
　区市町村障害者就労支援事業（※）
 （※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

居宅介護等事業 73億6,200万円
　ホームヘルパーを派遣して、日常生活に必要なサービスを提供
することにより、自立した生活を促進します。

地域福祉推進区市町村包括補助事業 35億6,600万円
　区市町村が地域の実情に応じて、主体的に地域福祉分野の基盤
の整備及びサービスの充実を図ることを支援します。

　高齢者や障害者をはじめ、すべての人が自由に行動し社会参加
できるまちづくりを推進していきます。
　福祉のまちづくりの普及・推進 1,300万円
☆ユニバーサルデザインに関する情報サイトの構築
 500万円
☆情報バリアフリーに係る充実への支援（※）
☆心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援（※）
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

　福祉人材の確保・育成・定着への取組を充実します。
　福祉人材センターによる就労支援の強化 2億2,000万円
　将来に向けた人材育成・活用プロジェクト事業
 1億1,800万円
☆介護人材確保に向けた学校説明会の実施 1,800万円

障害者施策推進区市町村包括補助事業 132億3,500万円
手話のできる都民育成事業 3,300万円
地域における精神科医療提供体制の整備 7,300万円
精神障害者地域生活支援【一部新規】 3億4,000万円
精神科救急医療【一部新規】 11億7,100万円
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☆は新規事業を示します。

都民の総合的な保健サービスの向上 予算額3,287億 2,898万円

患者中心の医療体制の充実 予算額571億 6,902万円

福祉保健改革の推進等 予算額519億 7,290万円

がん予防対策の推進 9,700万円
　がんの予防・早期発見の取組を充実させていきます。
　予防・早期発見普及啓発事業
　職域がん検診支援事業
　マンモグラフィ読影医師等養成研修
☆がん検診認知度向上事業
☆がん検診対象人口率調査

　ウェルネス・チャレンジ 1,100万円
　糖尿病・メタボリックシンドローム対策の推進 800万円
　医療保健政策区市町村包括補助事業 25億円
　肝炎対策 11億9,200万円

迅速かつ適切な救急医療・災害医療の一層の充実
 88億8,600万円
　突発的な事故・急病などに備えた救急医療体制の充実を図ると
ともに、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時の医療体制を一層
強化します。
　東京都地域救急医療センターの運営
　救急患者受入コーディネーターの配置
　救命救急センター運営費補助
　災害医療協議会等
　災害拠点病院事業
☆東京都災害拠点強靭化緊急促進事業

安心の小児医療・周産期医療体制の整備
 37億8,800万円
　安心して子供を産み、育てられるよう、医療機関等が役割分担
と連携により、リスクに応じて的確に医療を提供する小児・周産
期医療体制を構築します。
　こども救命センターの運営
　周産期医療システムの整備
　休日・全夜間診療事業（小児・周産期）
　周産期医療ネットワークグループの構築
☆産科救急研修

総合的ながん対策の充実・強化 7億4,900万円
　新たな「東京都がん対策推進計画」に基づき、高度で専門的な
がん医療提供体制の確保や、患者・家族に対する相談支援機能の
充実など、がん医療対策を総合的に推進します。
　がん診療連携拠点病院事業
　東京都がん診療連携拠点病院事業
☆地域がん診療病院事業
　東京都小児がん診療連携推進事業
　がん患者就労等普及啓発事業

東京子育て応援事業 2,000万円
　都の出えん及び都民や企業の寄付による基金を活用し、企業や
NPO法人などが行う先駆的、先進的な事業を支援することで、
社会全体での子育て支援を進めます。

☆元気高齢者地域活躍推進事業
 5,000万円
　高齢者が人材の不足している福祉サービスを
支え、地域で自分らしく活躍できる社会を実現
するため、元気高齢者を福祉サービスに活用す
るNPOやボランティア団体等を支援する区市
町村の取組を推進します。

地域がん登録事業 4,700万円
　都民のがんの発病から治療・死亡に至るまでの情報を収集し、
都内におけるがんの実態分析を行います。
　集計・分析した結果は効果的ながん対策の企画・評価に役立て
ていきます。

自殺総合対策の推進 2億6,100万円
　自殺に関する都民の正しい理解促進のための普及啓発、自殺念
慮者の早期発見・早期対応のための体制整備、自死遺族への支援
などを行います。
　自殺防止！東京キャンペーン
　こころといのちの相談・支援　東京ネットワーク
　うつ診療充実強化研修事業
　東京都自殺相談ダイヤル

後期高齢者医療制度 1,223億4,600万円
　東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の円
滑な運営に資するため、基金の設置や医療給付費の負担等を行い
ます。

在宅療養支援体制強化や医療連携体制構築の推進
 44億3,500万円
　切れ目ない医療・介護サービスを受けながら暮らし続けられる
体制を整備するとともに、疾病別の医療連携体制を構築し、地域
で安心して診療を受けられる体制を整備します。
　在宅療養普及事業
　在宅医等相互支援体制構築事業
　在宅療養移行支援事業
　在宅療養推進区市町村支援事業
　在宅療養移行体制強化事業
☆在宅療養推進基盤整備事業
☆区市町村在宅療養推進事業
☆病床機能分化推進事業（施設設備整備）

質の高い医療サービスを支える人材の確保
 23億4,400万円
　地域や診療科（救急、小児科、産科等）の医師不足に対応する
とともに、看護師の定着や再就業支援など総合的な人材確保対策
に取り組みます。
　医師奨学金制度による医師確保対策の推進
　東京都地域医療支援ドクター事業
　医師勤務環境改善事業
☆特定機能病院勤務医等負担軽減支援事業
　看護職員定着促進のための巡回訪問事業
☆島しょ看護職員定着促進事業
　ナースプラザ運営委託
☆届出制度を活用した看護職員復職支援事業

☆福祉先進都市実現基金積立金 400億円
　福祉先進都市の実現に向けて、新たに基金を設置し、子育て家
庭への支援や超高齢化に向けた施策を推進します。

島しょ保健医療体制の充実  6億5,200万円
医療施設の耐震化 66億2,100万円

がん総合的高次研究の推進 1億円
都有地を活用した社会福祉施設建替えの促進 8,000万円
福祉人材総合支援事業 2,100万円
福祉サービス第三者評価システム 6,000万円
耐震化の推進 3億6,600万円
社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業 1,900万円

☆は新規事業を示します。

障害者（児）の自立生活への支援 予算額 1,816億 9,333万円

新しい福祉を支える基盤づくり 予算額 387億 7,841万円

多様化する健康危機への機敏な対応 予算額 211億 9,047万円

　地域生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、通所施設や
グループホーム等の設置を促進します。
　東京都障害福祉計画
　（障害者・障害児地域生活支援3か年プラン）
　（施設整備費補助） 53億8,900万円
　定期借地権の一時金に対する補助 1億7,400万円
☆借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業 1,200万円
☆短期入所開設準備経費等補助事業 2,000万円
　地域移行促進コーディネート事業 6,300万円
　障害者地域生活移行・定着化支援事業【一部新規】（※）
 （※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

　低所得者・離職者の就労・住居の確保、生活の安定に向けて支
援します。
☆生活困窮者支援体制整備事業（※）
☆生活困窮者自立支援事業 4,500万円
　住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業
 6億2,300万円
　受験生チャレンジ支援貸付事業
 11億8,900万円
　ホームレス対策の強化 16億1,100万円
☆生活支援付すまい確保事業 2,400万円
　寄りそい型宿泊所事業 1億4,600万円
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

新型インフルエンザ対策 38億8,900万円
　新型インフルエンザの発生に備えて、地域医療体制の構築や、
治療薬・医療資器材の確保、監視・検査体制の強化などの取組を
着実に推進します。
　抗インフルエンザウイルス薬・医療資器材の備蓄
　地域医療体制の強化
　基礎研究の推進
　普及啓発活動の実施
　ワクチン接種体制の構築
　患者移送体制の構築

薬物乱用防止対策 1億7,300万円
　麻薬、覚醒剤等の乱用防止対策を推進します。また、危険ド
ラッグの乱用防止に向け、監視指導や普及啓発を強化していくと
ともに、関係機関と緊密に連携し、都の地域的特性に応じた総合
的な対策を実施します。
　麻薬・覚醒剤等啓発対策
　危険ドラッグ対策

結核・エイズ対策 6億7,300万円
　結核対策として地域の実情に応じた治療体制の確保や重点対象
者への取組を強化するとともに、HIV感染に関する予防啓発や検
査相談による拡大防止、陽性者支援などの取組を推進します。
　結核地域医療ネットワーク推進事業
　エイズ啓発拠点事業
　多摩地域検査・相談体制の確保

放射能測定体制及び情報発信の充実
 4,000万円
　空間放射線量の測定や流通食品等の放射性
物質検査を継続的に実施し、迅速に結果を公表
するとともに、都民フォーラムの開催等を通じ
て放射能に関する知識を普及するなど、情報発
信に取り組みます。

☆感染症対策強化事業 3億3,800万円
　エボラ出血熱やデング熱など発生が懸念される感染症に対し
て、事前の備えや発生時の対応体制を強化するとともに、都民等
へ広く感染症対策の正しい知識の普及等を図っていきます。
　エボラ出血熱対策
　デング熱対策
　感染症全般に係る体制強化

重症心身障害児(者)等の支援 2億5,200万円
　重症心身障害児（者）が地域で暮らす上で必要な、治療や訓練
などの療育を行うため訪問看護などの各種事業を実施します。
（障害者施策推進区市町村包括補助事業においても実施）

発達障害者支援体制整備推進事業 800万円
　支援機関に従事する専門的人材の育成等を実施します。
　区市町村発達障害者支援体制整備推進事業（※）
　区市町村における発達障害児の早期発見や支援体制の構築を支
援します。
　また、支援を要する成人の発達障害者に対し、社会参加や就労
などに関する取組を行う区市町村を支援します。
　（※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

障害者の就労支援 1億8,900万円
　障害者がいきいきと働ける社会を実現するため、就労支援の充
実を図ります。
　障害者就労支援協議会
☆福祉・トライアルショップの展開
☆就労支援機関等スキル向上事業
☆精神障害者就労支援連携強化事業
　区市町村障害者就労支援事業（※）
 （※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

居宅介護等事業 73億6,200万円
　ホームヘルパーを派遣して、日常生活に必要なサービスを提供
することにより、自立した生活を促進します。

地域福祉推進区市町村包括補助事業 35億6,600万円
　区市町村が地域の実情に応じて、主体的に地域福祉分野の基盤
の整備及びサービスの充実を図ることを支援します。

　高齢者や障害者をはじめ、すべての人が自由に行動し社会参加
できるまちづくりを推進していきます。
　福祉のまちづくりの普及・推進 1,300万円
☆ユニバーサルデザインに関する情報サイトの構築
 500万円
☆情報バリアフリーに係る充実への支援（※）
☆心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援（※）
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

　福祉人材の確保・育成・定着への取組を充実します。
　福祉人材センターによる就労支援の強化 2億2,000万円
　将来に向けた人材育成・活用プロジェクト事業
 1億1,800万円
☆介護人材確保に向けた学校説明会の実施 1,800万円

障害者施策推進区市町村包括補助事業 132億3,500万円
手話のできる都民育成事業 3,300万円
地域における精神科医療提供体制の整備 7,300万円
精神障害者地域生活支援【一部新規】 3億4,000万円
精神科救急医療【一部新規】 11億7,100万円
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　東京都では、この度「東京都子供・子育て支援総合計画（平成27年度～平成31年度）」を策定しました。今後、
本計画に基づき、子供・子育て支援の多様な取組を推進し、安心して産み育てられ、すべての子供たちが健やか
に成長できる社会の実現を目指します。
＜計画の概要＞
　・ 東京都における子供・子育てに関する総合計画。子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業
支援計画」と、次世代育成支援対策推進法に基づく「地域行動計画」とを一体的に策定。

　・ 計画期間は平成27年度～31年度の5年間。計画期間の中間年（平成29年度）を目安として、必要な場合には
計画の見直しを行います。

＜計画の理念＞
　１　すべての子供たちが個性や創造力を伸ばし、社会の一員として自立する環境を整備・充実する。
　２　安心して子供を産み育て、子育ての喜びを実感できる社会を実現する。
　３　社会全体で、子供と子育て家庭を支援する。
問  福祉保健局少子社会対策部計画課　 TEL  03-5320-4138　 FAX  03-5388-1406
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/kokosienkeikaku/kokokeikaku2731.html

　東京都では、この度、「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第3期）」（平成27年度～平成31年度）を策定しました。
ひとり親家庭が安定した就労や生活のもと、子供を健全に育むことができるよう、今後、本計画に基づき、着実
にひとり親家庭支援の取組を推進していきます。
＜計画の概要＞
　・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく、「自立促進計画」であり、ひとり親家庭が安定した就労や生活の
もとで、子供を健全に育むことができるよう、都の行うべき施策の方向性を示します。

　・計画期間は平成27年度～31年度の5年間です。
＜重点分野＞

問  福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL  03-5320-4125　 FAX  03-5388-1406

　東京都では、第6期「東京都高齢者保健福祉計画（平成27年度～平成29年度）」を策定しました。今後、本計画
に基づき、大都市東京の特性を生かし、高齢者の自立を支援し、高齢者が尊厳を持って、住み慣れた地域で自分
らしく生き生きと暮らせる安心な社会の実現を目指します。
＜計画の概要＞
　・ 東京都における高齢者の総合的・基本的計画。老人福祉法に基づく「老人福祉計画」と、介護保険法に基づく
「介護保険事業支援計画」とを一体的に策定。

　・ 計画期間は平成27年度から29年度までの3年間。中長期的には、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37
（2025）年を見据える。

＜６つの重点分野～東京の地域包括ケアシステムの構築～＞

問  福祉保健局高齢社会対策部計画課　 TEL  03-5320-4565　 FAX  03-5388-1395
HP  http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2015/03/70p3r100.htm

「東京都子供・子育て支援総合計画」を策定しました

「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第3期）」を策定しました

第６期「東京都高齢者保健福祉計画」を策定しました

①相談体制の整備
　ひとり親家庭が抱える課題に早期に対応するとともに、様々な関係機
関が連携して適切な支援につなげる体制を整備します。

①介護サービス基盤の整備
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう各種介護サー
ビスの充実や介護基盤の整備を進めます。

③子育て支援・生活の場の整備
　ひとり親家庭の親が安心して子育てでき、子供が健やかに育ま
れるよう、多様な支援策を展開します。

④介護人材対策の推進
　中長期的な視点での介護人材の確保・育成・定着支援及び専門
性の向上に向けた人材育成等、総合的な取組を行います。

②就業支援
　ひとり親家庭のより安定した就業のため、一人ひとりに合わせ
たきめ細やかな就業支援を行います。

②在宅療養の推進
　地域における在宅療養体制を確保していくとともに、退院後の
在宅療養生活への円滑な移行を促進します。

③認知症対策の総合的な推進
　認知症の人と家族を支える地域づくり、地域
連携の推進と専門医療の提供、人材育成、普及
啓発など、総合的な認知症対策を推進します。

④経済的支援
　ひとり親家庭の自立と子供の将来の自立に向け、経済的な支援
を行います。

⑤高齢者の住まいの確保
　住宅の供給促進や施設の整備を推進していくとともに、高齢者
向け住宅の質の確保を図ります。

⑥介護予防の推進と支え合う地域づくり
　区市町村の介護予防機能強化に資する支援を行っていくととも
に、経験豊富な高齢者が「地域社会を支える担い手」として、活
動できる環境を整備していきます。

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

水泳入門（土曜版）　※１ ５月２３日(土)１２時～１３時 障害児者 必要（申込期間：４/11～５/２）
ブラインドサッカー教室　 ※２
共催：日本ブラインドサッカー協会 ５月１５日(金)１９時～２０時３０分 視覚障害児者 必要（申込期間：４/３～４/24）

わくわくスポーツ　※３ ５月１６日(土)１６時～１７時 知的障害児者 必要（申込期間：４/４～４/25）

多
　摩

日曜広場　※４ ４月１９日（日）１３時～１５時
５月１０日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者

・地域住民 不要みんなでバドミントン　※５ ４月２７日（月）１８時３０分～２０時３０分
レッツ！車いすバスケ　※６ ５月  ９日（土）９時～１２時

※１ 水泳の基礎をしっかり学んで、上達を目指します。５月23日（土）から９月まで全５回開催します。
※２ 初心者の方も参加できます。８月、12月を除き、５月15日（金）から２月まで全８回開催します。
※３ 様々な運動要素を取り入れたスポーツに挑戦します。５月16日（土）から２月まで全10回開催します。
 （※１～３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付またはHPにて掲載しております申込書にご記入の上、
 FAX、郵送または直接ご来館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付またはHPにてご確認ください。）
※４ 月ごとに変わるテーマに合わせていろいろなスポーツやゲームをします。何をするかはお楽しみ☆
※５ ゲームを通じてみんなで交流を深めながら、皆様の要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。
※６ 障害の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。車いすバスケを体験してみましょう！

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター
　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  科学技術週間参加行事
「平成 27年度科学技術週間参加行事」講演とポスター発表を行います。
日　時　4月 24日（金）13時 30分～（ポスター発表 12時 30分～）
会　場　板橋区立文化会館
演　題　「水素研究は科学か非科学か」
講　師　 大澤 郁朗（おおさわ いくろう）（東京都健康長寿医療センター研究所 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老化制御研究チーム 研究副部長）
申込み　不要。当日先着 250人。
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241 FAX  03-3579-4776
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  盲ろう者向け通訳・介助者の派遣
対　象　都内在住で、視覚と聴覚の両方に障害のある方
内　容　 買物や通院等外出時の通訳・介助（家事等は含

まない）
費　用　無料（通訳・介助中の交通費等は利用者負担）
申込み　 電話かＨＰ、郵送、ファックスで東京盲ろう者友の会
　　　　 （〒 111-0053 台東区浅草橋 1-32-6 コスモス

浅草橋酒井ビル 2階
TEL 03-3864-7003、 FAX  03-3864-7004）へ。
問  同会または福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
TEL 03-5320-4147 FAX  03-5388-1408
HP   http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
                     shougai/nichijo/mourouhaken.html

◆  難病医療相談会
日　時　5月 14日（木）15時～ 17時
会　場　東京都医師会
対　象　都内在住の難病患者等と家族で相談希望の方
申込み　 月曜～金曜日の 9時 30分～ 12時に東京都医

師会（ TEL 03-6256-0256）へ。
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課
TEL 03-5320-4471 FAX  03-5388-1437

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL 03-5272-3550 または
 福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4147 FAX  03-5388-1408
HP  http://www.ostomy.jp/tokyo/

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
①近隣仲間作りと交流大会
日　時　５月１７日（日）
　　　　13時～ 16時
会　場　府中グリーンプラザ
　　　　（府中市府中町 1－ 1－ 1）

②消化器系ストーマの講習会
日　時　５月２４日（日）
　　　　13時 30分～ 16時 30分
会　場　千駄ヶ谷区民会館
　　　　（渋谷区神宮前１－１－ 10）

お知らせ
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＜計画の概要＞
　・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく、「自立促進計画」であり、ひとり親家庭が安定した就労や生活の
もとで、子供を健全に育むことができるよう、都の行うべき施策の方向性を示します。

　・計画期間は平成27年度～31年度の5年間です。
＜重点分野＞

問  福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL  03-5320-4125　 FAX  03-5388-1406

　東京都では、第6期「東京都高齢者保健福祉計画（平成27年度～平成29年度）」を策定しました。今後、本計画
に基づき、大都市東京の特性を生かし、高齢者の自立を支援し、高齢者が尊厳を持って、住み慣れた地域で自分
らしく生き生きと暮らせる安心な社会の実現を目指します。
＜計画の概要＞
　・ 東京都における高齢者の総合的・基本的計画。老人福祉法に基づく「老人福祉計画」と、介護保険法に基づく
「介護保険事業支援計画」とを一体的に策定。
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「東京都子供・子育て支援総合計画」を策定しました

「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第3期）」を策定しました

第６期「東京都高齢者保健福祉計画」を策定しました

①相談体制の整備
　ひとり親家庭が抱える課題に早期に対応するとともに、様々な関係機
関が連携して適切な支援につなげる体制を整備します。

①介護サービス基盤の整備
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう各種介護サー
ビスの充実や介護基盤の整備を進めます。

③子育て支援・生活の場の整備
　ひとり親家庭の親が安心して子育てでき、子供が健やかに育ま
れるよう、多様な支援策を展開します。

④介護人材対策の推進
　中長期的な視点での介護人材の確保・育成・定着支援及び専門
性の向上に向けた人材育成等、総合的な取組を行います。

②就業支援
　ひとり親家庭のより安定した就業のため、一人ひとりに合わせ
たきめ細やかな就業支援を行います。

②在宅療養の推進
　地域における在宅療養体制を確保していくとともに、退院後の
在宅療養生活への円滑な移行を促進します。

③認知症対策の総合的な推進
　認知症の人と家族を支える地域づくり、地域
連携の推進と専門医療の提供、人材育成、普及
啓発など、総合的な認知症対策を推進します。

④経済的支援
　ひとり親家庭の自立と子供の将来の自立に向け、経済的な支援
を行います。

⑤高齢者の住まいの確保
　住宅の供給促進や施設の整備を推進していくとともに、高齢者
向け住宅の質の確保を図ります。

⑥介護予防の推進と支え合う地域づくり
　区市町村の介護予防機能強化に資する支援を行っていくととも
に、経験豊富な高齢者が「地域社会を支える担い手」として、活
動できる環境を整備していきます。

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

水泳入門（土曜版）　※１ ５月２３日(土)１２時～１３時 障害児者 必要（申込期間：４/11～５/２）
ブラインドサッカー教室　 ※２
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５月１０日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者
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※１ 水泳の基礎をしっかり学んで、上達を目指します。５月23日（土）から９月まで全５回開催します。
※２ 初心者の方も参加できます。８月、12月を除き、５月15日（金）から２月まで全８回開催します。
※３ 様々な運動要素を取り入れたスポーツに挑戦します。５月16日（土）から２月まで全10回開催します。
 （※１～３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付またはHPにて掲載しております申込書にご記入の上、
 FAX、郵送または直接ご来館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付またはHPにてご確認ください。）
※４ 月ごとに変わるテーマに合わせていろいろなスポーツやゲームをします。何をするかはお楽しみ☆
※５ ゲームを通じてみんなで交流を深めながら、皆様の要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。
※６ 障害の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。車いすバスケを体験してみましょう！

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター
　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  科学技術週間参加行事
「平成 27年度科学技術週間参加行事」講演とポスター発表を行います。
日　時　4月 24日（金）13時 30分～（ポスター発表 12時 30分～）
会　場　板橋区立文化会館
演　題　「水素研究は科学か非科学か」
講　師　 大澤 郁朗（おおさわ いくろう）（東京都健康長寿医療センター研究所 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老化制御研究チーム 研究副部長）
申込み　不要。当日先着 250人。
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241 FAX  03-3579-4776
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  盲ろう者向け通訳・介助者の派遣
対　象　都内在住で、視覚と聴覚の両方に障害のある方
内　容　 買物や通院等外出時の通訳・介助（家事等は含

まない）
費　用　無料（通訳・介助中の交通費等は利用者負担）
申込み　 電話かＨＰ、郵送、ファックスで東京盲ろう者友の会
　　　　 （〒 111-0053 台東区浅草橋 1-32-6 コスモス

浅草橋酒井ビル 2階
TEL 03-3864-7003、 FAX  03-3864-7004）へ。
問  同会または福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
TEL 03-5320-4147 FAX  03-5388-1408
HP   http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
                     shougai/nichijo/mourouhaken.html

◆  難病医療相談会
日　時　5月 14日（木）15時～ 17時
会　場　東京都医師会
対　象　都内在住の難病患者等と家族で相談希望の方
申込み　 月曜～金曜日の 9時 30分～ 12時に東京都医

師会（ TEL 03-6256-0256）へ。
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課
TEL 03-5320-4471 FAX  03-5388-1437

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL 03-5272-3550 または
 福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4147 FAX  03-5388-1408
HP  http://www.ostomy.jp/tokyo/

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
①近隣仲間作りと交流大会
日　時　５月１７日（日）
　　　　13時～ 16時
会　場　府中グリーンプラザ
　　　　（府中市府中町 1－ 1－ 1）

②消化器系ストーマの講習会
日　時　５月２４日（日）
　　　　13時 30分～ 16時 30分
会　場　千駄ヶ谷区民会館
　　　　（渋谷区神宮前１－１－ 10）
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　東京都では、この度「東京都子供・子育て支援総合計画（平成27年度～平成31年度）」を策定しました。今後、
本計画に基づき、子供・子育て支援の多様な取組を推進し、安心して産み育てられ、すべての子供たちが健やか
に成長できる社会の実現を目指します。
＜計画の概要＞
　・ 東京都における子供・子育てに関する総合計画。子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業
支援計画」と、次世代育成支援対策推進法に基づく「地域行動計画」とを一体的に策定。

　・ 計画期間は平成27年度～31年度の5年間。計画期間の中間年（平成29年度）を目安として、必要な場合には
計画の見直しを行います。

＜計画の理念＞
　１　すべての子供たちが個性や創造力を伸ばし、社会の一員として自立する環境を整備・充実する。
　２　安心して子供を産み育て、子育ての喜びを実感できる社会を実現する。
　３　社会全体で、子供と子育て家庭を支援する。
問  福祉保健局少子社会対策部計画課　 TEL  03-5320-4138　 FAX  03-5388-1406
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/kokosienkeikaku/kokokeikaku2731.html

　東京都では、この度、「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第3期）」（平成27年度～平成31年度）を策定しました。
ひとり親家庭が安定した就労や生活のもと、子供を健全に育むことができるよう、今後、本計画に基づき、着実
にひとり親家庭支援の取組を推進していきます。
＜計画の概要＞
　・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく、「自立促進計画」であり、ひとり親家庭が安定した就労や生活の
もとで、子供を健全に育むことができるよう、都の行うべき施策の方向性を示します。

　・計画期間は平成27年度～31年度の5年間です。
＜重点分野＞

問  福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL  03-5320-4125　 FAX  03-5388-1406

　東京都では、第6期「東京都高齢者保健福祉計画（平成27年度～平成29年度）」を策定しました。今後、本計画
に基づき、大都市東京の特性を生かし、高齢者の自立を支援し、高齢者が尊厳を持って、住み慣れた地域で自分
らしく生き生きと暮らせる安心な社会の実現を目指します。
＜計画の概要＞
　・ 東京都における高齢者の総合的・基本的計画。老人福祉法に基づく「老人福祉計画」と、介護保険法に基づく
「介護保険事業支援計画」とを一体的に策定。

　・ 計画期間は平成27年度から29年度までの3年間。中長期的には、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37
（2025）年を見据える。

＜６つの重点分野～東京の地域包括ケアシステムの構築～＞

問  福祉保健局高齢社会対策部計画課　 TEL  03-5320-4565　 FAX  03-5388-1395
HP  http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2015/03/70p3r100.htm

「東京都子供・子育て支援総合計画」を策定しました

「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第3期）」を策定しました

第６期「東京都高齢者保健福祉計画」を策定しました

①相談体制の整備
　ひとり親家庭が抱える課題に早期に対応するとともに、様々な関係機
関が連携して適切な支援につなげる体制を整備します。

①介護サービス基盤の整備
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう各種介護サー
ビスの充実や介護基盤の整備を進めます。

③子育て支援・生活の場の整備
　ひとり親家庭の親が安心して子育てでき、子供が健やかに育ま
れるよう、多様な支援策を展開します。

④介護人材対策の推進
　中長期的な視点での介護人材の確保・育成・定着支援及び専門
性の向上に向けた人材育成等、総合的な取組を行います。

②就業支援
　ひとり親家庭のより安定した就業のため、一人ひとりに合わせ
たきめ細やかな就業支援を行います。

②在宅療養の推進
　地域における在宅療養体制を確保していくとともに、退院後の
在宅療養生活への円滑な移行を促進します。

③認知症対策の総合的な推進
　認知症の人と家族を支える地域づくり、地域
連携の推進と専門医療の提供、人材育成、普及
啓発など、総合的な認知症対策を推進します。

④経済的支援
　ひとり親家庭の自立と子供の将来の自立に向け、経済的な支援
を行います。

⑤高齢者の住まいの確保
　住宅の供給促進や施設の整備を推進していくとともに、高齢者
向け住宅の質の確保を図ります。

⑥介護予防の推進と支え合う地域づくり
　区市町村の介護予防機能強化に資する支援を行っていくととも
に、経験豊富な高齢者が「地域社会を支える担い手」として、活
動できる環境を整備していきます。

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

水泳入門（土曜版）　※１ ５月２３日(土)１２時～１３時 障害児者 必要（申込期間：４/11～５/２）
ブラインドサッカー教室　 ※２
共催：日本ブラインドサッカー協会 ５月１５日(金)１９時～２０時３０分 視覚障害児者 必要（申込期間：４/３～４/24）

わくわくスポーツ　※３ ５月１６日(土)１６時～１７時 知的障害児者 必要（申込期間：４/４～４/25）

多
　摩

日曜広場　※４ ４月１９日（日）１３時～１５時
５月１０日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者

・地域住民 不要みんなでバドミントン　※５ ４月２７日（月）１８時３０分～２０時３０分
レッツ！車いすバスケ　※６ ５月  ９日（土）９時～１２時

※１ 水泳の基礎をしっかり学んで、上達を目指します。５月23日（土）から９月まで全５回開催します。
※２ 初心者の方も参加できます。８月、12月を除き、５月15日（金）から２月まで全８回開催します。
※３ 様々な運動要素を取り入れたスポーツに挑戦します。５月16日（土）から２月まで全10回開催します。
 （※１～３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付またはHPにて掲載しております申込書にご記入の上、
 FAX、郵送または直接ご来館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付またはHPにてご確認ください。）
※４ 月ごとに変わるテーマに合わせていろいろなスポーツやゲームをします。何をするかはお楽しみ☆
※５ ゲームを通じてみんなで交流を深めながら、皆様の要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。
※６ 障害の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。車いすバスケを体験してみましょう！

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター
　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  科学技術週間参加行事
「平成 27年度科学技術週間参加行事」講演とポスター発表を行います。
日　時　4月 24日（金）13時 30分～（ポスター発表 12時 30分～）
会　場　板橋区立文化会館
演　題　「水素研究は科学か非科学か」
講　師　 大澤 郁朗（おおさわ いくろう）（東京都健康長寿医療センター研究所 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老化制御研究チーム 研究副部長）
申込み　不要。当日先着 250人。
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241 FAX  03-3579-4776
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  盲ろう者向け通訳・介助者の派遣
対　象　都内在住で、視覚と聴覚の両方に障害のある方
内　容　 買物や通院等外出時の通訳・介助（家事等は含

まない）
費　用　無料（通訳・介助中の交通費等は利用者負担）
申込み　 電話かＨＰ、郵送、ファックスで東京盲ろう者友の会
　　　　 （〒 111-0053 台東区浅草橋 1-32-6 コスモス

浅草橋酒井ビル 2階
TEL 03-3864-7003、 FAX  03-3864-7004）へ。
問  同会または福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
TEL 03-5320-4147 FAX  03-5388-1408
HP   http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
                     shougai/nichijo/mourouhaken.html

◆  難病医療相談会
日　時　5月 14日（木）15時～ 17時
会　場　東京都医師会
対　象　都内在住の難病患者等と家族で相談希望の方
申込み　 月曜～金曜日の 9時 30分～ 12時に東京都医

師会（ TEL 03-6256-0256）へ。
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課
TEL 03-5320-4471 FAX  03-5388-1437

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL 03-5272-3550 または
 福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4147 FAX  03-5388-1408
HP  http://www.ostomy.jp/tokyo/

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
①近隣仲間作りと交流大会
日　時　５月１７日（日）
　　　　13時～ 16時
会　場　府中グリーンプラザ
　　　　（府中市府中町 1－ 1－ 1）

②消化器系ストーマの講習会
日　時　５月２４日（日）
　　　　13時 30分～ 16時 30分
会　場　千駄ヶ谷区民会館
　　　　（渋谷区神宮前１－１－ 10）
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１日 第31回障害者のためのふれあいコンサート
３日 第137回老年学公開講座
４日 献血推進協議会

講演会「ほっとけないぞ！ＣＫＤ（慢性腎臓病）」
５日 スマイルキラキラ セミナー＆トークショー「女性が元気じゃなくちゃはじまらない」
６日 特別養護老人ホーム等施設整備費補助制度の概要説明会
８日 サイエンスカフェin上北沢「ウイルスを見てみよう」

人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
10日 東京都平和の日記念式典
11日 民生児童委員協議会総会・研修会
12日 難病医療相談会
15日 第26回腎臓病を考える都民の集い
18日 第16回高次脳機能障害者相談支援体制連携調整委員会
20日 がんの早期発見及びがん患者の治療と仕事の両立支援に関する正しい理解のためのシンポジウム

自殺総合対策東京会議
知事と草野仁氏の面会

23日 第11回東京都ウイルス肝炎対策協議会
25日 第2回東京都周産期医療協議会

第2回東京都子供・子育て施策推進本部
第2回東京都高齢者保健福祉施策推進委員会

26日 東京都医療審議会
第4回東京都子供・子育て会議

27日 東京都地域医療対策協議会
災害医療協議会

29日 難病医療相談会
30日 第5回東京都受動喫煙防止対策検討会

第2回東京都リハビリテーション病院運営協議会

３
月
の
動
き

　平成 27年保育士試験は、下記のとおり行われます。受験を希望される方は、期間内に必ずお申し込みください。
受験申請書受付期間
　　４月１日（水）から５月７日（木）（消印有効）まで
　　※ 受験希望者は受付期間に間に合うように、４月 24日（金）までに「受験の手引き」をご請求ください。
受験の手引き（受験申請書）請求方法
　　下記の問い合わせ先ホームページまたは電話にてご請求ください。
　　（東京都庁での配布は行っておりません。）
試験日程
　　【筆記】８月８日（土）、９日（日）
　　【実技】10月 18日（日）
保育士試験全部免除による申請受付期間
　　 幼稚園教諭免許所有者において筆記試験科目が全て免除となる場合に限り以下の期間も申請できます。
　　10月１日（木）から 10月 28日（水）（消印有効）まで
保育士試験における合格科目の免除期間の延長
　　 これまでは、受験年に合格した科目は、翌２年間、既に合格した科目として受験を免除されていましたが、
要件を満たす場合に限り免除期間が延長されることになりました。

　　（１） 平成24年４月から平成27年３月までの期間中、保育所等において、１年以上かつ1440時間以上の実
務経験を有する方（１年間延長）

　　（２） 平成23年４月から平成27年３月までの期間中、保育所等において、２年以上かつ2880時間以上の実
務経験を有する方（２年間延長）

問  一般社団法人全国保育士養成協議会 保育士試験事務センター  HP http://www.hoyokyo.or.jp/exam/
TEL 0120-4194-82 または 03-3590-5561
　　※ オペレーター対応は、月曜日から金曜日までの９時 30分～ 17時 30分（祝日を除く）、他の時間帯は自

動音声によるご案内です。

　東京都は昨年、認知症の普及啓発用パンフレット「知っ
て安心 認知症」を発表したほか、パンフレットの要約版を
新聞に折り込んで配布するなどして認知症に関する様々な
普及啓発を行ってきました。３月には「認知症は、相談で
きる。」のキャッチフレーズのもと、ＴＶキャスターの草
野仁氏を起用したスポット映像の放映やポスター掲示等に
よる普及啓発を行ったことに伴い、舛添都知事と草野仁氏
による対談を行いました。お二人とも認知症に大変関心が
高く、話は尽きませんでした。
　「認知症は、相談できる。」のキャッチフレーズのもと、
今後も普及啓発に取り組んでいきます。
問  福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課 
TEL 03-5320-4276 FAX 03-5388-1395

平成27年保育士試験

知事と草野仁氏が対談を行いました


