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植えてはいけない「ケシ」にご注意！！
　ケシの花は赤色、白色、紫色など色鮮やかで、私たちを魅了します。
　でもそのケシ、植えても大丈夫ですか？？
　麻薬の原料となるケシは法律で栽培等が禁止されています。今まで目
にしたことのない美しいケシの花を見かけたら、注意が必要です。
　美しいからといって、植えてはいけないケシを庭で栽培したり、種を
採ったりすると、法律に違反することがあります。
　植えてはいけないケシか見分けがつかないときは、下記にお問い合わ
せください。

今
月
の
主
な
内
容

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。

福祉保健局健康安全部薬務課 03-5320-4505 03-5388-1434問 TEL FAX

写真は、すべて植えてはいけないケシです
葉・茎の特徴
（茎）茎は無毛又は白色の毛が少し生えている
　   葉柄がなく、葉が茎を包み込んでいる
（葉）ふちの切れ込みがやや浅い
　　ろう質を帯びた白みがかった緑色



　昨夏、約70年ぶりのデング熱の国内発生が確
認されました。デング熱やその他蚊が媒介する
感染症の発生を未然に防止するためには、日頃
から都民のみなさまや施設の管理者が蚊の発生
を抑制するとともに、蚊にさされないような対
策が必要です。
　そこで、蚊の発生が本格化する前の６月１日～
３０日を『蚊の発生防止強化月間』として集中的
な啓発活動を実施します。

～水のないところに、蚊はたたぬ～

【月間中の広報媒体による注意喚起等の内容】 
◆ラッピングバスの走行
　６月１日～30日に、新宿や渋谷を中心に走行
する都営バス車体に強化月間や蚊の発生抑制を
訴える広告を掲載します。
◆トレインチャンネル
　ＪＲ電車内の液晶画面に、蚊の発生抑制対策の
必要性を周知するためのＣＭを６月15日～21日
の１週間放映します。
◆その他
　都民向けリーフレットや施設管理者向け小冊子をリニューアルして発行、駅や電車内にポスター
を掲示します。

【幼虫対策】
　不要な水たまりをなくそう！！
　例：植木鉢の受皿、空き缶、古タイヤ
【成虫対策】
　①　草むらややぶは定期的に手入れを！！
　②　刺されないように長袖の着用や必要に応じて忌避剤
　　（虫避け剤）の活用を！！

蚊の防除のポイント

福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 03-5320-4391 03-5388-1426問 TEL FAX

×

6月は蚊の発生防止強化月間特集

　障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現するため、東京都障害者計画・東京都障害
福祉計画を策定し、全庁を挙げて障害者施策の総合的な展開に取り組んでいます。

障害者の地域生活基盤の重点的整備（特別助成）　
○施設整備を行う設置者の負担を軽減する特別助成を引き続き実施

　平成29年度末までに、経済的自立に向けた就労のための訓練等の場や、グループホーム等について、
6,720人分の定員を新たに確保します。

整備内容 平成27～29年度 プランのねらい

日中活動の場（通所施設等） 4,500人増 障害者の一般就労支援及び日中活動の場の整備

地域居住の場（グループホーム） 2,000人増 障害者の地域における居住の場の整備

在宅サービス（短期入所） 220人増 必要なときに身近な地域で利用できる一時的な入所の仕組みづくり

障害児支援の充実（児童発達支援センター） 10か所増 地域における障害児支援体制の整備

・各区市町村に少なくとも一つ整備

・区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数
　　2,500人
・福祉施設から一般就労への移行者数
　　2,140人
・就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合
　　全体の５割以上

・福祉施設入所者の地域生活への移行
　【地域生活移行者数】
　　平成25年度末から890人
　【施設入所者（入所施設定員）数】
　　7,344人

・入院中の精神障害者の地域生活への移行
　【入院後3か月時点の退院率】
　　64％以上
　【入院後１年時点の退院率】
　　91％以上
　【長期在院者数（入院期間１年以上）】
　　（平成24年）11,760人　⇒（平成29年）  9,643人

地域生活支援拠点等の整備

福祉施設から一般就労への移行促進 

施設入所・入院から地域生活への移行促進 

・地域移行促進コーディネート事業
・障害者地域生活移行・定着化支援事業
・精神障害者地域移行体制整備支援事業　　　など

地域生活への移行の仕組みづくり 

・障害者・障害児地域生活支援３か年プラン

地域生活を支える基盤の整備促進 

・就労面の支援と生活面の支援の一体的な提供
・障害者の雇用促進に向けた企業への支援
・福祉施設の工賃向上を支援　　　　　　　　など 

就労支援の充実・強化 

・地域における精神科医療提供体制の整備
・重症心身障害児（者）支援
・発達障害児（者）支援
・高次脳機能障害者支援
・難病患者等支援

多様な障害特性に応じたきめ細かな対応 

主な施策展開

東京都障害者計画（障害者基本法）

第４期東京都障害福祉計画（障害者総合支援法）

Ⅰ　障害者が地域で安心して
　　暮らせる社会の実現
Ⅱ　障害者がいきいきと働ける
　　社会の実現　
Ⅲ　全ての都民が共に暮らす
　　地域社会の実現

基本理念
○福祉・保健・医療施策
○教育、労働、住宅、安全・安心、
　まちづくり、心や情報のバリア
　フリー、スポーツ・文化芸術など

全庁的・総合的な
障害者施策の推進

計画事業

成果目標（29年度末）

Ⅰ　地域における自立生活を支える
　　仕組みづくり
Ⅱ　社会で生きる力を高める支援の充実
Ⅲ　いきいきと働ける社会の実現
Ⅳ　バリアフリー社会の実現
Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保

施策目標

東京都障害者計画・東京都障害福祉計画

問  福祉保健局障害者施策推進部計画課    TEL  03-5320-4100   FAX  03-5388-1407 

　障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現するため、東京都障害者計画・東京都障害
福祉計画を策定し、全庁を挙げて障害者施策の総合的な展開に取り組んでいます。
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　東京都は、障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現していくため、障害者基本
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「東京都障害者計画・第4期東京都障害福祉計画」を策定しました

障害者・障害児地域生活支援３か年プラン
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福祉計画を策定し、全庁を挙げて障害者施策の総合的な展開に取り組んでいます。

障害者の地域生活基盤の重点的整備（特別助成）　
○施設整備を行う設置者の負担を軽減する特別助成を引き続き実施

　平成29年度末までに、経済的自立に向けた就労のための訓練等の場や、グループホーム等について、
6,720人分の定員を新たに確保します。

整備内容 平成27～29年度 プランのねらい

日中活動の場（通所施設等） 4,500人増 障害者の一般就労支援及び日中活動の場の整備

地域居住の場（グループホーム） 2,000人増 障害者の地域における居住の場の整備

在宅サービス（短期入所） 220人増 必要なときに身近な地域で利用できる一時的な入所の仕組みづくり

障害児支援の充実（児童発達支援センター） 10か所増 地域における障害児支援体制の整備

・各区市町村に少なくとも一つ整備

・区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数
　　2,500人
・福祉施設から一般就労への移行者数
　　2,140人
・就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合
　　全体の５割以上

・福祉施設入所者の地域生活への移行
　【地域生活移行者数】
　　平成25年度末から890人
　【施設入所者（入所施設定員）数】
　　7,344人

・入院中の精神障害者の地域生活への移行
　【入院後3か月時点の退院率】
　　64％以上
　【入院後１年時点の退院率】
　　91％以上
　【長期在院者数（入院期間１年以上）】
　　（平成24年）11,760人　⇒（平成29年）  9,643人

地域生活支援拠点等の整備

福祉施設から一般就労への移行促進 

施設入所・入院から地域生活への移行促進 

・地域移行促進コーディネート事業
・障害者地域生活移行・定着化支援事業
・精神障害者地域移行体制整備支援事業　　　など

地域生活への移行の仕組みづくり 

・障害者・障害児地域生活支援３か年プラン

地域生活を支える基盤の整備促進 

・就労面の支援と生活面の支援の一体的な提供
・障害者の雇用促進に向けた企業への支援
・福祉施設の工賃向上を支援　　　　　　　　など 

就労支援の充実・強化 

・地域における精神科医療提供体制の整備
・重症心身障害児（者）支援
・発達障害児（者）支援
・高次脳機能障害者支援
・難病患者等支援

多様な障害特性に応じたきめ細かな対応 

主な施策展開

東京都障害者計画（障害者基本法）

第４期東京都障害福祉計画（障害者総合支援法）

Ⅰ　障害者が地域で安心して
　　暮らせる社会の実現
Ⅱ　障害者がいきいきと働ける
　　社会の実現　
Ⅲ　全ての都民が共に暮らす
　　地域社会の実現

基本理念
○福祉・保健・医療施策
○教育、労働、住宅、安全・安心、
　まちづくり、心や情報のバリア
　フリー、スポーツ・文化芸術など

全庁的・総合的な
障害者施策の推進

計画事業

成果目標（29年度末）

Ⅰ　地域における自立生活を支える
　　仕組みづくり
Ⅱ　社会で生きる力を高める支援の充実
Ⅲ　いきいきと働ける社会の実現
Ⅳ　バリアフリー社会の実現
Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保

施策目標

東京都障害者計画・東京都障害福祉計画

　東京都は、障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現していくため、障害者基本
法に基づく「東京都障害者計画」と障害者総合支援法に基づく「第4期東京都障害福祉計画」を一体的
に策定しました。
　本計画は、障害者施策を総合的に展開するため、計画の基本理念、広範な施策分野にわたる施策目標
とその達成のための取組を明らかにしています。また、地域生活への移行や一般就労に関する成果目標
を掲げ、必要な障害福祉サービス等の提供体制を確保していきます。

「東京都障害者計画・第4期東京都障害福祉計画」を策定しました

障害者・障害児地域生活支援３か年プラン

福祉保健 ５月号2

　昨夏、約70年ぶりのデング熱の国内発生が確
認されました。デング熱やその他蚊が媒介する
感染症の発生を未然に防止するためには、日頃
から都民のみなさまや施設の管理者が蚊の発生
を抑制するとともに、蚊にさされないような対
策が必要です。
　そこで、蚊の発生が本格化する前の６月１日～
３０日を『蚊の発生防止強化月間』として集中的
な啓発活動を実施します。

～水のないところに、蚊はたたぬ～

【月間中の広報媒体による注意喚起等の内容】 
◆ラッピングバスの走行
　６月１日～30日に、新宿や渋谷を中心に走行
する都営バス車体に強化月間や蚊の発生抑制を
訴える広告を掲載します。
◆トレインチャンネル
　ＪＲ電車内の液晶画面に、蚊の発生抑制対策の
必要性を周知するためのＣＭを６月15日～21日
の１週間放映します。
◆その他
　都民向けリーフレットや施設管理者向け小冊子をリニューアルして発行、駅や電車内にポスター
を掲示します。

【幼虫対策】
　不要な水たまりをなくそう！！
　例：植木鉢の受皿、空き缶、古タイヤ
【成虫対策】
　①　草むらややぶは定期的に手入れを！！
　②　刺されないように長袖の着用や必要に応じて忌避剤
　　（虫避け剤）の活用を！！

蚊の防除のポイント

福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 03-5320-4391 03-5388-1426問 TEL FAX

×

6月は蚊の発生防止強化月間特集

　障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現するため、東京都障害者計画・東京都障害
福祉計画を策定し、全庁を挙げて障害者施策の総合的な展開に取り組んでいます。

障害者の地域生活基盤の重点的整備（特別助成）　
○施設整備を行う設置者の負担を軽減する特別助成を引き続き実施

　平成29年度末までに、経済的自立に向けた就労のための訓練等の場や、グループホーム等について、
6,720人分の定員を新たに確保します。

整備内容 平成27～29年度 プランのねらい

日中活動の場（通所施設等） 4,500人増 障害者の一般就労支援及び日中活動の場の整備

地域居住の場（グループホーム） 2,000人増 障害者の地域における居住の場の整備

在宅サービス（短期入所） 220人増 必要なときに身近な地域で利用できる一時的な入所の仕組みづくり

障害児支援の充実（児童発達支援センター） 10か所増 地域における障害児支援体制の整備

・各区市町村に少なくとも一つ整備

・区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数
　　2,500人
・福祉施設から一般就労への移行者数
　　2,140人
・就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合
　　全体の５割以上

・福祉施設入所者の地域生活への移行
　【地域生活移行者数】
　　平成25年度末から890人
　【施設入所者（入所施設定員）数】
　　7,344人

・入院中の精神障害者の地域生活への移行
　【入院後3か月時点の退院率】
　　64％以上
　【入院後１年時点の退院率】
　　91％以上
　【長期在院者数（入院期間１年以上）】
　　（平成24年）11,760人　⇒（平成29年）  9,643人

地域生活支援拠点等の整備

福祉施設から一般就労への移行促進 

施設入所・入院から地域生活への移行促進 

・地域移行促進コーディネート事業
・障害者地域生活移行・定着化支援事業
・精神障害者地域移行体制整備支援事業　　　など

地域生活への移行の仕組みづくり 

・障害者・障害児地域生活支援３か年プラン

地域生活を支える基盤の整備促進 

・就労面の支援と生活面の支援の一体的な提供
・障害者の雇用促進に向けた企業への支援
・福祉施設の工賃向上を支援　　　　　　　　など 

就労支援の充実・強化 

・地域における精神科医療提供体制の整備
・重症心身障害児（者）支援
・発達障害児（者）支援
・高次脳機能障害者支援
・難病患者等支援

多様な障害特性に応じたきめ細かな対応 

主な施策展開

東京都障害者計画（障害者基本法）

第４期東京都障害福祉計画（障害者総合支援法）

Ⅰ　障害者が地域で安心して
　　暮らせる社会の実現
Ⅱ　障害者がいきいきと働ける
　　社会の実現　
Ⅲ　全ての都民が共に暮らす
　　地域社会の実現

基本理念
○福祉・保健・医療施策
○教育、労働、住宅、安全・安心、
　まちづくり、心や情報のバリア
　フリー、スポーツ・文化芸術など

全庁的・総合的な
障害者施策の推進

計画事業

成果目標（29年度末）

Ⅰ　地域における自立生活を支える
　　仕組みづくり
Ⅱ　社会で生きる力を高める支援の充実
Ⅲ　いきいきと働ける社会の実現
Ⅳ　バリアフリー社会の実現
Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保

施策目標

東京都障害者計画・東京都障害福祉計画

問  福祉保健局障害者施策推進部計画課    TEL  03-5320-4100   FAX  03-5388-1407 

　障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現するため、東京都障害者計画・東京都障害
福祉計画を策定し、全庁を挙げて障害者施策の総合的な展開に取り組んでいます。

障害者の地域生活基盤の重点的整備（特別助成）　
○施設整備を行う設置者の負担を軽減する特別助成を引き続き実施

　平成29年度末までに、経済的自立に向けた就労のための訓練等の場や、グループホーム等について、
6,720人分の定員を新たに確保します。

整備内容 平成27～29年度 プランのねらい

日中活動の場（通所施設等） 4,500人増 障害者の一般就労支援及び日中活動の場の整備

地域居住の場（グループホーム） 2,000人増 障害者の地域における居住の場の整備

在宅サービス（短期入所） 220人増 必要なときに身近な地域で利用できる一時的な入所の仕組みづくり

障害児支援の充実（児童発達支援センター） 10か所増 地域における障害児支援体制の整備

・各区市町村に少なくとも一つ整備

・区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数
　　2,500人
・福祉施設から一般就労への移行者数
　　2,140人
・就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合
　　全体の５割以上

・福祉施設入所者の地域生活への移行
　【地域生活移行者数】
　　平成25年度末から890人
　【施設入所者（入所施設定員）数】
　　7,344人

・入院中の精神障害者の地域生活への移行
　【入院後3か月時点の退院率】
　　64％以上
　【入院後１年時点の退院率】
　　91％以上
　【長期在院者数（入院期間１年以上）】
　　（平成24年）11,760人　⇒（平成29年）  9,643人

地域生活支援拠点等の整備

福祉施設から一般就労への移行促進 

施設入所・入院から地域生活への移行促進 

・地域移行促進コーディネート事業
・障害者地域生活移行・定着化支援事業
・精神障害者地域移行体制整備支援事業　　　など

地域生活への移行の仕組みづくり 

・障害者・障害児地域生活支援３か年プラン

地域生活を支える基盤の整備促進 

・就労面の支援と生活面の支援の一体的な提供
・障害者の雇用促進に向けた企業への支援
・福祉施設の工賃向上を支援　　　　　　　　など 

就労支援の充実・強化 

・地域における精神科医療提供体制の整備
・重症心身障害児（者）支援
・発達障害児（者）支援
・高次脳機能障害者支援
・難病患者等支援

多様な障害特性に応じたきめ細かな対応 

主な施策展開

東京都障害者計画（障害者基本法）

第４期東京都障害福祉計画（障害者総合支援法）

Ⅰ　障害者が地域で安心して
　　暮らせる社会の実現
Ⅱ　障害者がいきいきと働ける
　　社会の実現　
Ⅲ　全ての都民が共に暮らす
　　地域社会の実現

基本理念
○福祉・保健・医療施策
○教育、労働、住宅、安全・安心、
　まちづくり、心や情報のバリア
　フリー、スポーツ・文化芸術など

全庁的・総合的な
障害者施策の推進

計画事業

成果目標（29年度末）

Ⅰ　地域における自立生活を支える
　　仕組みづくり
Ⅱ　社会で生きる力を高める支援の充実
Ⅲ　いきいきと働ける社会の実現
Ⅳ　バリアフリー社会の実現
Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保

施策目標

東京都障害者計画・東京都障害福祉計画

　東京都は、障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現していくため、障害者基本
法に基づく「東京都障害者計画」と障害者総合支援法に基づく「第4期東京都障害福祉計画」を一体的
に策定しました。
　本計画は、障害者施策を総合的に展開するため、計画の基本理念、広範な施策分野にわたる施策目標
とその達成のための取組を明らかにしています。また、地域生活への移行や一般就労に関する成果目標
を掲げ、必要な障害福祉サービス等の提供体制を確保していきます。

「東京都障害者計画・第4期東京都障害福祉計画」を策定しました

障害者・障害児地域生活支援３か年プラン

福祉保健 ５月号 3



民生委員・児童委員ってどんな人？
　民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を持って、皆さんの立場に立って相談
に乗り、行政等の関係機関への橋渡しをしています。
【民生委員・児童委員】
・ 民生委員は、それぞれ担当の区域を持っており、地域の中で住民に身近な相
談相手として、日常的な見守りや個別相談支援、関係機関との連絡調整等、
様々な活動を行い、地域福祉の推進に活躍しています。
・ 児童委員は、民生委員が兼ねています。児童や乳幼児、妊産婦等の福祉や保
護等のための相談や援助を行っています。

【主任児童委員】
・ 主任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に担当し、子供たちが健や
かに生活できるよう、児童相談所や子供家庭支援センター、学校等と連携しながら活動しています。

どうやって選ばれるの？
●厚生労働大臣から委嘱されています
　・ 民生委員・児童委員は、区市町村の推薦会から推薦され、東京都の審査を経て、厚
生労働大臣が委嘱します。

　・主任児童委員は、児童委員の中から厚生労働大臣が指名します。
　・無報酬の公務員（都道府県の非常勤・特別職）として位置付けられています。
●任期は３年です（再任あり）
　・現在の任期は、平成25年12月1日から平成28年11月30日までです。
●都内で約１万人が活動しています
　・定数は、10,263人（民生委員・児童委員9,485人、主任児童委員778人）です。

お気軽にご相談ください
●個人の秘密は守ります
　民生委員・児童委員には守秘義務があります。相談内容や身の上などの個人の秘密は守ります。
●地域の民生委員・児童委員を知りたい場合は？
　お住まいの区市町村へお問い合わせください。

ミンジー

徽章をつけて
活動しています

民生委員・児童委員はあなたの身近な相談相手です

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4031

５月12日は
民生委員・児童委員の日

　大正６年５月12日に民生委員制度の前身
の岡山県済世顧問制度が創設されたことに
由来します。

民生委員・児童委員の日 活動強化週間
5月12日～18日

　民生委員・児童委員の存在や活動を知っていただく
ため、活動強化週間を中心に、都内の民生委員・児童
委員がＰＲ活動等を展開します。
民生委員・児童委員活動普及啓発パレード

5月17日（日）10時50分から
新宿通り〔新宿三丁目→新宿駅東口〕

【地域での取組】
　各地域において、民生委員・児童委員が様々なPR
活動等に取り組みます。

　脳卒中は、救命や後遺症の軽減を図る上で、発症後の早期治療が不可欠な疾患です。
　次のような症状が突然起こったらすぐに119番して下さい。迷った場合は、救急相談センター
（☎♯7119）へ。

　〈自分で気づくこと〉
・片方の手足・顔半分の麻痺、しびれがおこる
・ロレツが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない
・立てない、歩けない
・片方の目が見えない、物が2つに見える、視野の半分が見えなくなる
・経験したことのない激しい頭痛がおこる

　〈まわりの人が気づくこと〉
・歯を見せるように笑ってもらっても、顔がゆがんでしまう
・両腕を挙げて目を閉じてもらうと、片腕が挙がらない、または下がってくる
・ロレツが回らない、言葉が出ない、意味不明なことを言う

問  福祉保健局医療政策部医療政策課（ TEL  03-5320-4417）

　「世界禁煙デー」は、たばこを吸わないことが一般的な社会習慣となるよう様々な対策を講ずるべき
であるという世界保健機関（WHO）の決議により定められています。また厚生労働省においても、世界
禁煙デーから1週間を「禁煙週間」と定めています。
■ 喫煙は、がん、循環器疾患、COPDを含む呼吸器疾患、
糖尿病、周産期の異常や歯周疾患等のリスクを、受動
喫煙は、虚血性心疾患や肺がん等のリスクを高めると
されています。
■ また未成年者の喫煙は、脳が発達中のためニコチンな
どの影響を受けやすいなど、大人よりも心とからだに
影響を及ぼしやすくなるため、未成年者喫煙防止法に
より禁止されています。
■ 喫煙・受動喫煙が及ぼす健康への影響について正しい知
識を持って、適切に行動しましょう。
■パネル展の開催
　 「禁煙週間」に合わせ、都庁第一本庁舎1階中央アートワークにて、「たばこと健康につ
いて」パネル展を実施します。
　実施日／6月1日（月）～6月4日（木）　
問  福祉保健局保健政策部健康推進課（ TEL  03-5320-4356）

5月25日から31日は脳卒中週間です

5月31日は世界禁煙デー

＜平成 26年のパネル展の様子＞

福祉保健 ５月号4



民生委員・児童委員ってどんな人？
　民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を持って、皆さんの立場に立って相談
に乗り、行政等の関係機関への橋渡しをしています。
【民生委員・児童委員】
・ 民生委員は、それぞれ担当の区域を持っており、地域の中で住民に身近な相
談相手として、日常的な見守りや個別相談支援、関係機関との連絡調整等、
様々な活動を行い、地域福祉の推進に活躍しています。
・ 児童委員は、民生委員が兼ねています。児童や乳幼児、妊産婦等の福祉や保
護等のための相談や援助を行っています。

【主任児童委員】
・ 主任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に担当し、子供たちが健や
かに生活できるよう、児童相談所や子供家庭支援センター、学校等と連携しながら活動しています。

どうやって選ばれるの？
●厚生労働大臣から委嘱されています
　・ 民生委員・児童委員は、区市町村の推薦会から推薦され、東京都の審査を経て、厚
生労働大臣が委嘱します。

　・主任児童委員は、児童委員の中から厚生労働大臣が指名します。
　・無報酬の公務員（都道府県の非常勤・特別職）として位置付けられています。
●任期は３年です（再任あり）
　・現在の任期は、平成25年12月1日から平成28年11月30日までです。
●都内で約１万人が活動しています
　・定数は、10,263人（民生委員・児童委員9,485人、主任児童委員778人）です。

お気軽にご相談ください
●個人の秘密は守ります
　民生委員・児童委員には守秘義務があります。相談内容や身の上などの個人の秘密は守ります。
●地域の民生委員・児童委員を知りたい場合は？
　お住まいの区市町村へお問い合わせください。

ミンジー

徽章をつけて
活動しています

民生委員・児童委員はあなたの身近な相談相手です

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4031

５月12日は
民生委員・児童委員の日

　大正６年５月12日に民生委員制度の前身
の岡山県済世顧問制度が創設されたことに
由来します。

民生委員・児童委員の日 活動強化週間
5月12日～18日

　民生委員・児童委員の存在や活動を知っていただく
ため、活動強化週間を中心に、都内の民生委員・児童
委員がＰＲ活動等を展開します。
民生委員・児童委員活動普及啓発パレード

5月17日（日）10時50分から
新宿通り〔新宿三丁目→新宿駅東口〕

【地域での取組】
　各地域において、民生委員・児童委員が様々なPR
活動等に取り組みます。

　脳卒中は、救命や後遺症の軽減を図る上で、発症後の早期治療が不可欠な疾患です。
　次のような症状が突然起こったらすぐに119番して下さい。迷った場合は、救急相談センター
（☎♯7119）へ。

　〈自分で気づくこと〉
・片方の手足・顔半分の麻痺、しびれがおこる
・ロレツが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない
・立てない、歩けない
・片方の目が見えない、物が2つに見える、視野の半分が見えなくなる
・経験したことのない激しい頭痛がおこる

　〈まわりの人が気づくこと〉
・歯を見せるように笑ってもらっても、顔がゆがんでしまう
・両腕を挙げて目を閉じてもらうと、片腕が挙がらない、または下がってくる
・ロレツが回らない、言葉が出ない、意味不明なことを言う

問  福祉保健局医療政策部医療政策課（ TEL  03-5320-4417）

　「世界禁煙デー」は、たばこを吸わないことが一般的な社会習慣となるよう様々な対策を講ずるべき
であるという世界保健機関（WHO）の決議により定められています。また厚生労働省においても、世界
禁煙デーから1週間を「禁煙週間」と定めています。
■ 喫煙は、がん、循環器疾患、COPDを含む呼吸器疾患、
糖尿病、周産期の異常や歯周疾患等のリスクを、受動
喫煙は、虚血性心疾患や肺がん等のリスクを高めると
されています。
■ また未成年者の喫煙は、脳が発達中のためニコチンな
どの影響を受けやすいなど、大人よりも心とからだに
影響を及ぼしやすくなるため、未成年者喫煙防止法に
より禁止されています。
■ 喫煙・受動喫煙が及ぼす健康への影響について正しい知
識を持って、適切に行動しましょう。
■パネル展の開催
　 「禁煙週間」に合わせ、都庁第一本庁舎1階中央アートワークにて、「たばこと健康につ
いて」パネル展を実施します。
　実施日／6月1日（月）～6月4日（木）　
問  福祉保健局保健政策部健康推進課（ TEL  03-5320-4356）

5月25日から31日は脳卒中週間です

5月31日は世界禁煙デー

＜平成 26年のパネル展の様子＞

福祉保健 ５月号4

民生委員・児童委員ってどんな人？
　民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を持って、皆さんの立場に立って相談
に乗り、行政等の関係機関への橋渡しをしています。
【民生委員・児童委員】
・ 民生委員は、それぞれ担当の区域を持っており、地域の中で住民に身近な相
談相手として、日常的な見守りや個別相談支援、関係機関との連絡調整等、
様々な活動を行い、地域福祉の推進に活躍しています。
・ 児童委員は、民生委員が兼ねています。児童や乳幼児、妊産婦等の福祉や保
護等のための相談や援助を行っています。

【主任児童委員】
・ 主任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に担当し、子供たちが健や
かに生活できるよう、児童相談所や子供家庭支援センター、学校等と連携しながら活動しています。

どうやって選ばれるの？
●厚生労働大臣から委嘱されています
　・ 民生委員・児童委員は、区市町村の推薦会から推薦され、東京都の審査を経て、厚
生労働大臣が委嘱します。

　・主任児童委員は、児童委員の中から厚生労働大臣が指名します。
　・無報酬の公務員（都道府県の非常勤・特別職）として位置付けられています。
●任期は３年です（再任あり）
　・現在の任期は、平成25年12月1日から平成28年11月30日までです。
●都内で約１万人が活動しています
　・定数は、10,263人（民生委員・児童委員9,485人、主任児童委員778人）です。

お気軽にご相談ください
●個人の秘密は守ります
　民生委員・児童委員には守秘義務があります。相談内容や身の上などの個人の秘密は守ります。
●地域の民生委員・児童委員を知りたい場合は？
　お住まいの区市町村へお問い合わせください。

ミンジー

徽章をつけて
活動しています

民生委員・児童委員はあなたの身近な相談相手です

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4031

５月12日は
民生委員・児童委員の日

　大正６年５月12日に民生委員制度の前身
の岡山県済世顧問制度が創設されたことに
由来します。

民生委員・児童委員の日 活動強化週間
5月12日～18日

　民生委員・児童委員の存在や活動を知っていただく
ため、活動強化週間を中心に、都内の民生委員・児童
委員がＰＲ活動等を展開します。
民生委員・児童委員活動普及啓発パレード

5月17日（日）10時50分から
新宿通り〔新宿三丁目→新宿駅東口〕

【地域での取組】
　各地域において、民生委員・児童委員が様々なPR
活動等に取り組みます。

　脳卒中は、救命や後遺症の軽減を図る上で、発症後の早期治療が不可欠な疾患です。
　次のような症状が突然起こったらすぐに119番して下さい。迷った場合は、救急相談センター
（☎♯7119）へ。

　〈自分で気づくこと〉
・片方の手足・顔半分の麻痺、しびれがおこる
・ロレツが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない
・立てない、歩けない
・片方の目が見えない、物が2つに見える、視野の半分が見えなくなる
・経験したことのない激しい頭痛がおこる

　〈まわりの人が気づくこと〉
・歯を見せるように笑ってもらっても、顔がゆがんでしまう
・両腕を挙げて目を閉じてもらうと、片腕が挙がらない、または下がってくる
・ロレツが回らない、言葉が出ない、意味不明なことを言う

問  福祉保健局医療政策部医療政策課（ TEL  03-5320-4417）

　「世界禁煙デー」は、たばこを吸わないことが一般的な社会習慣となるよう様々な対策を講ずるべき
であるという世界保健機関（WHO）の決議により定められています。また厚生労働省においても、世界
禁煙デーから1週間を「禁煙週間」と定めています。
■ 喫煙は、がん、循環器疾患、COPDを含む呼吸器疾患、
糖尿病、周産期の異常や歯周疾患等のリスクを、受動
喫煙は、虚血性心疾患や肺がん等のリスクを高めると
されています。
■ また未成年者の喫煙は、脳が発達中のためニコチンな
どの影響を受けやすいなど、大人よりも心とからだに
影響を及ぼしやすくなるため、未成年者喫煙防止法に
より禁止されています。
■ 喫煙・受動喫煙が及ぼす健康への影響について正しい知
識を持って、適切に行動しましょう。
■パネル展の開催
　 「禁煙週間」に合わせ、都庁第一本庁舎1階中央アートワークにて、「たばこと健康につ
いて」パネル展を実施します。
　実施日／6月1日（月）～6月4日（木）　
問  福祉保健局保健政策部健康推進課（ TEL  03-5320-4356）

5月25日から31日は脳卒中週間です

5月31日は世界禁煙デー

＜平成 26年のパネル展の様子＞

福祉保健 ５月号 5



◆  老年学・老年医学公開講座「ヒトの老化に挑戦する再生医学」
日　時　5月 29日（金）13時 15分から
会　場　練馬文化センター大ホール
講　師　 豊田雅士（東京都健康長寿医療センター研究所 老年病態研究チーム 研究副部長）ほか
申込み　事前申込は不要、当日先着 1,400 人
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  平成 27年度東京都職員キャリア活用採用選考の募集
選考区分　（1）児童心理　（2）児童福祉
人　　員　（1）１３名　（2）１７名
主な受験資格　 昭和 31年 4月 2日以降に生まれた人で、学歴区分に応じた民間企業等における一

定以上の職務経験がある人（大卒 ･･7 年以上、短大卒 ･･9 年以上等）
資格要件　（1）児童心理司（2）児童福祉司又は児童自立支援専門員
勤 務 先　（1）児童相談所（2）児童相談所、児童自立支援施設他　
申 込 み　6月 1日（月）から 7月 10日（金）まで（消印有効）※郵送受付のみ

問  東京都人事委員会事務局試験部試験課　03-5320-6952 ～ 6954
HP  東京都職員採用公式ホームページ
　　（6月 1日より平成 27年度選考案内公表予定）
　　http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp
＜　東京都人事委員会はTwitter で情報を発信しています。＠ to_jinjiiinkai　＞

◆  難病医療講演会
日　時　6月 28日（日）13時 30分から 16時
会　場　東京都難病相談・支援センター
対　象　副腎白質ジストロフィー (ALD) の難病患者と家族等
申込み　 6 月 24日（水）（消印有効）までに電話、葉書又はファックスにて住所、氏名、診断名、

電話を書き、東京都難病相談・支援センター（〒 150-0012 渋谷区広尾 5-7-1）
　　　　 TEL 03-3446-1144、 FAX  03-3446-0221 へお伝えください。
　　　　電話受付は月曜～金曜 10時～ 16時。
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  登録販売者試験
一般用医薬品の販売等に従事しようとする方の資質確認試験を行います。
試 験 日　9月 13日（日）
費　　用　13,600 円
願書配布　6月 9日（火）から都庁・都内保健所などで配布
願書受付　6月 15日（月）から 6月 26日（金）まで（消印有効）※願書は郵送のみの受付
HP   東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒医薬品の安全⇒登録販売者試験について⇒平成
27年度　登録販売者試験について

問  福祉保健局健康安全部薬務課
TEL 03-5320-4522（テレホンサービス）

お知らせ

◆  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

にこにこ盆パラビクス&
レクリエーションスポーツ　※１ ６月５日（金）１３時～１４時５０分 障害児者・介護者 不要

チャレンジスポーツ
（ふうせんバレー）　※２ ６月２３日（火）１３時～１５時 障害児者 必要（申込期間：５/１２～６/２）

第３０回はばたき水泳大会　※３ ７月５日（日） 障害児者 必要（申込期間：５/５～６/５）

多
　摩

ティーボールのひろば　※４ ６月１３日（土）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

不要トランポリン　※５ ６月１４日（日）１３時～１４時３０分 障害児者

レッツ！車いすバスケ　※６ ６月２０日（土）  ９時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

※１ 13時～13時50分は、盆踊りとパラパラをMIXしたリズム体操を行います。音楽に合わせて楽しく身体を動かしましょう。
 14時～14時50分は、各月ごとに種目が変わるレクリエーションスポーツを行います。3月まで毎月開催します。
※２ クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒に身体を動かしましょう！
※３  初めて大会に出場する方も安心して参加できます！日頃の練習の成果の発表の場として、大会を通じて沢山の仲間と出会う場として新しいステージへ踏み

出してみませんか？
  （※２、３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付又はHPにて掲載しております申込書にご記入の上、FAX、郵送又は直接ご来

館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付又はHPにてご確認ください。）
※４ 野球好き集まれ！ティーボールは固定したボールを打つので誰でも楽しめます。
※５ 大きなトランポリンで、思いきりジャンプを楽しみましょう！
※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/

◆  特別児童扶養手当について
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又は養育者
　　　　　① 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著

しい制限を受ける状態にあるとき
　　　　　② 精神の発達が遅滞しているか、精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状

態にあるとき
手当月額：１級（重度）51,100 円、２級（重度を除く）34,030 円
なお、所得や施設入所等により支給制限があります。
問  区市町村担当窓口又は東京都心身障害者福祉センター
TEL 03-3203-6141  FAX  03-3203-6185

◆  難病・重度障害者コミュニケーション支援講座
日　時　①６月 13日（土）10時～ 16時　②７月 12日（日）10時～ 16時
会　場　東京都障害者福祉会館
講　師　ＮＰＯ法人ＩＣＴ救助隊職員
定　員　各５０人
申込み　 ①６月 12日まで、②７月 10日までに電話又はファックスにて、氏名・所属・職種・連

絡先を東京都障害者福祉会館（ TEL 03-3455-6321、 FAX  03-3453-6550）へ。
問  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

◆  東京都自立支援協議会本会議を開催します
日　時　５月 29日（金）　14時 30分から 17時まで
会　場　東京都心身障害者福祉センター　〒 162-0052　東京都新宿区戸山 3-17-2
内　容　 障害者総合支援法における相談支援等を担う人材（相談支援専門員等）について意見交換を

行います。また、傍聴が可能です（人数制限あり）。ご希望の方は、５月27日（水）までに
下記へお申し込みください。なお、手話通訳等を希望される場合には、下記までご連絡ください。

問  東京都心身障害者福祉センター地域支援課　 TEL 03-3203-6141  FAX  03-3203-9742

福祉保健 ５月号6



◆  老年学・老年医学公開講座「ヒトの老化に挑戦する再生医学」
日　時　5月 29日（金）13時 15分から
会　場　練馬文化センター大ホール
講　師　 豊田雅士（東京都健康長寿医療センター研究所 老年病態研究チーム 研究副部長）ほか
申込み　事前申込は不要、当日先着 1,400 人
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  平成 27年度東京都職員キャリア活用採用選考の募集
選考区分　（1）児童心理　（2）児童福祉
人　　員　（1）１３名　（2）１７名
主な受験資格　 昭和 31年 4月 2日以降に生まれた人で、学歴区分に応じた民間企業等における一

定以上の職務経験がある人（大卒 ･･7 年以上、短大卒 ･･9 年以上等）
資格要件　（1）児童心理司（2）児童福祉司又は児童自立支援専門員
勤 務 先　（1）児童相談所（2）児童相談所、児童自立支援施設他　
申 込 み　6月 1日（月）から 7月 10日（金）まで（消印有効）※郵送受付のみ

問  東京都人事委員会事務局試験部試験課　03-5320-6952 ～ 6954
HP  東京都職員採用公式ホームページ
　　（6月 1日より平成 27年度選考案内公表予定）
　　http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp
＜　東京都人事委員会はTwitter で情報を発信しています。＠ to_jinjiiinkai　＞

◆  難病医療講演会
日　時　6月 28日（日）13時 30分から 16時
会　場　東京都難病相談・支援センター
対　象　副腎白質ジストロフィー (ALD) の難病患者と家族等
申込み　 6 月 24日（水）（消印有効）までに電話、葉書又はファックスにて住所、氏名、診断名、

電話を書き、東京都難病相談・支援センター（〒 150-0012 渋谷区広尾 5-7-1）
　　　　 TEL 03-3446-1144、 FAX  03-3446-0221 へお伝えください。
　　　　電話受付は月曜～金曜 10時～ 16時。
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  登録販売者試験
一般用医薬品の販売等に従事しようとする方の資質確認試験を行います。
試 験 日　9月 13日（日）
費　　用　13,600 円
願書配布　6月 9日（火）から都庁・都内保健所などで配布
願書受付　6月 15日（月）から 6月 26日（金）まで（消印有効）※願書は郵送のみの受付
HP   東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒医薬品の安全⇒登録販売者試験について⇒平成
27年度　登録販売者試験について

問  福祉保健局健康安全部薬務課
TEL 03-5320-4522（テレホンサービス）

お知らせ

◆  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

にこにこ盆パラビクス&
レクリエーションスポーツ　※１ ６月５日（金）１３時～１４時５０分 障害児者・介護者 不要

チャレンジスポーツ
（ふうせんバレー）　※２ ６月２３日（火）１３時～１５時 障害児者 必要（申込期間：５/１２～６/２）

第３０回はばたき水泳大会　※３ ７月５日（日） 障害児者 必要（申込期間：５/５～６/５）

多
　摩

ティーボールのひろば　※４ ６月１３日（土）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

不要トランポリン　※５ ６月１４日（日）１３時～１４時３０分 障害児者

レッツ！車いすバスケ　※６ ６月２０日（土）  ９時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

※１ 13時～13時50分は、盆踊りとパラパラをMIXしたリズム体操を行います。音楽に合わせて楽しく身体を動かしましょう。
 14時～14時50分は、各月ごとに種目が変わるレクリエーションスポーツを行います。3月まで毎月開催します。
※２ クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒に身体を動かしましょう！
※３  初めて大会に出場する方も安心して参加できます！日頃の練習の成果の発表の場として、大会を通じて沢山の仲間と出会う場として新しいステージへ踏み

出してみませんか？
  （※２、３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付又はHPにて掲載しております申込書にご記入の上、FAX、郵送又は直接ご来

館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付又はHPにてご確認ください。）
※４ 野球好き集まれ！ティーボールは固定したボールを打つので誰でも楽しめます。
※５ 大きなトランポリンで、思いきりジャンプを楽しみましょう！
※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/

◆  特別児童扶養手当について
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又は養育者
　　　　　① 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著

しい制限を受ける状態にあるとき
　　　　　② 精神の発達が遅滞しているか、精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状

態にあるとき
手当月額：１級（重度）51,100 円、２級（重度を除く）34,030 円
なお、所得や施設入所等により支給制限があります。
問  区市町村担当窓口又は東京都心身障害者福祉センター
TEL 03-3203-6141  FAX  03-3203-6185

◆  難病・重度障害者コミュニケーション支援講座
日　時　①６月 13日（土）10時～ 16時　②７月 12日（日）10時～ 16時
会　場　東京都障害者福祉会館
講　師　ＮＰＯ法人ＩＣＴ救助隊職員
定　員　各５０人
申込み　 ①６月 12日まで、②７月 10日までに電話又はファックスにて、氏名・所属・職種・連

絡先を東京都障害者福祉会館（ TEL 03-3455-6321、 FAX  03-3453-6550）へ。
問  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

◆  東京都自立支援協議会本会議を開催します
日　時　５月 29日（金）　14時 30分から 17時まで
会　場　東京都心身障害者福祉センター　〒 162-0052　東京都新宿区戸山 3-17-2
内　容　 障害者総合支援法における相談支援等を担う人材（相談支援専門員等）について意見交換を

行います。また、傍聴が可能です（人数制限あり）。ご希望の方は、５月27日（水）までに
下記へお申し込みください。なお、手話通訳等を希望される場合には、下記までご連絡ください。

問  東京都心身障害者福祉センター地域支援課　 TEL 03-3203-6141  FAX  03-3203-9742
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◆  老年学・老年医学公開講座「ヒトの老化に挑戦する再生医学」
日　時　5月 29日（金）13時 15分から
会　場　練馬文化センター大ホール
講　師　 豊田雅士（東京都健康長寿医療センター研究所 老年病態研究チーム 研究副部長）ほか
申込み　事前申込は不要、当日先着 1,400 人
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  平成 27年度東京都職員キャリア活用採用選考の募集
選考区分　（1）児童心理　（2）児童福祉
人　　員　（1）１３名　（2）１７名
主な受験資格　 昭和 31年 4月 2日以降に生まれた人で、学歴区分に応じた民間企業等における一

定以上の職務経験がある人（大卒 ･･7 年以上、短大卒 ･･9 年以上等）
資格要件　（1）児童心理司（2）児童福祉司又は児童自立支援専門員
勤 務 先　（1）児童相談所（2）児童相談所、児童自立支援施設他　
申 込 み　6月 1日（月）から 7月 10日（金）まで（消印有効）※郵送受付のみ

問  東京都人事委員会事務局試験部試験課　03-5320-6952 ～ 6954
HP  東京都職員採用公式ホームページ
　　（6月 1日より平成 27年度選考案内公表予定）
　　http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp
＜　東京都人事委員会はTwitter で情報を発信しています。＠ to_jinjiiinkai　＞

◆  難病医療講演会
日　時　6月 28日（日）13時 30分から 16時
会　場　東京都難病相談・支援センター
対　象　副腎白質ジストロフィー (ALD) の難病患者と家族等
申込み　 6 月 24日（水）（消印有効）までに電話、葉書又はファックスにて住所、氏名、診断名、

電話を書き、東京都難病相談・支援センター（〒 150-0012 渋谷区広尾 5-7-1）
　　　　 TEL 03-3446-1144、 FAX  03-3446-0221 へお伝えください。
　　　　電話受付は月曜～金曜 10時～ 16時。
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  登録販売者試験
一般用医薬品の販売等に従事しようとする方の資質確認試験を行います。
試 験 日　9月 13日（日）
費　　用　13,600 円
願書配布　6月 9日（火）から都庁・都内保健所などで配布
願書受付　6月 15日（月）から 6月 26日（金）まで（消印有効）※願書は郵送のみの受付
HP   東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒医薬品の安全⇒登録販売者試験について⇒平成
27年度　登録販売者試験について

問  福祉保健局健康安全部薬務課
TEL 03-5320-4522（テレホンサービス）

お知らせ

◆  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

にこにこ盆パラビクス&
レクリエーションスポーツ　※１ ６月５日（金）１３時～１４時５０分 障害児者・介護者 不要

チャレンジスポーツ
（ふうせんバレー）　※２ ６月２３日（火）１３時～１５時 障害児者 必要（申込期間：５/１２～６/２）

第３０回はばたき水泳大会　※３ ７月５日（日） 障害児者 必要（申込期間：５/５～６/５）

多
　摩

ティーボールのひろば　※４ ６月１３日（土）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

不要トランポリン　※５ ６月１４日（日）１３時～１４時３０分 障害児者

レッツ！車いすバスケ　※６ ６月２０日（土）  ９時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

※１ 13時～13時50分は、盆踊りとパラパラをMIXしたリズム体操を行います。音楽に合わせて楽しく身体を動かしましょう。
 14時～14時50分は、各月ごとに種目が変わるレクリエーションスポーツを行います。3月まで毎月開催します。
※２ クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒に身体を動かしましょう！
※３  初めて大会に出場する方も安心して参加できます！日頃の練習の成果の発表の場として、大会を通じて沢山の仲間と出会う場として新しいステージへ踏み

出してみませんか？
  （※２、３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付又はHPにて掲載しております申込書にご記入の上、FAX、郵送又は直接ご来

館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付又はHPにてご確認ください。）
※４ 野球好き集まれ！ティーボールは固定したボールを打つので誰でも楽しめます。
※５ 大きなトランポリンで、思いきりジャンプを楽しみましょう！
※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/

◆  特別児童扶養手当について
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又は養育者
　　　　　① 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著

しい制限を受ける状態にあるとき
　　　　　② 精神の発達が遅滞しているか、精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状

態にあるとき
手当月額：１級（重度）51,100 円、２級（重度を除く）34,030 円
なお、所得や施設入所等により支給制限があります。
問  区市町村担当窓口又は東京都心身障害者福祉センター
TEL 03-3203-6141  FAX  03-3203-6185

◆  難病・重度障害者コミュニケーション支援講座
日　時　①６月 13日（土）10時～ 16時　②７月 12日（日）10時～ 16時
会　場　東京都障害者福祉会館
講　師　ＮＰＯ法人ＩＣＴ救助隊職員
定　員　各５０人
申込み　 ①６月 12日まで、②７月 10日までに電話又はファックスにて、氏名・所属・職種・連

絡先を東京都障害者福祉会館（ TEL 03-3455-6321、 FAX  03-3453-6550）へ。
問  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

◆  東京都自立支援協議会本会議を開催します
日　時　５月 29日（金）　14時 30分から 17時まで
会　場　東京都心身障害者福祉センター　〒 162-0052　東京都新宿区戸山 3-17-2
内　容　 障害者総合支援法における相談支援等を担う人材（相談支援専門員等）について意見交換を

行います。また、傍聴が可能です（人数制限あり）。ご希望の方は、５月27日（水）までに
下記へお申し込みください。なお、手話通訳等を希望される場合には、下記までご連絡ください。

問  東京都心身障害者福祉センター地域支援課　 TEL 03-3203-6141  FAX  03-3203-9742
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2日～8日　発達障害啓発週間
9日 難病医療相談会
21日 第１回東京都医療審議会
23日 第26回子育て応援とうきょう会議実行委員会
24日 平成27年度科学技術週間参加行事

都医学研都民講座（第１回）
南多摩看護専門学校戴帽式

28日 北多摩看護専門学校・荏原看護専門学校・青梅看護専門学校　戴帽式
30日 第１回東京都保健医療計画推進協議会

４
月
の
動
き

　駅構内におけるバリアフリー設備の整備などに伴い、ベビーカーで鉄道を利
用される方が多いことから、子育て応援とうきょう会議は、鉄道事業者等とと
もにベビーカーの安全利用に関する呼びかけを行ってきました。
　今年も、「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会」（※）で
の検討を踏まえ、構成団体等とともに、「ベビーカー利用に関するキャンペーン」
を展開し、ベビーカーの利用について周囲の方のご理解ご協力と、ベビーカー
を使用される方の安全なベビーカー利用をお願いしていきます。
　５月 1日（金曜日）から５月 31日（日曜日）までの期間中に「公共交通機
関等におけるベビーカー利用に関する協議会」（※）において作成された「ベビー
カー利用にあたってのお願い」についての共通のポスターを掲出するとともに、
ベビーカー利用者にチラシを配布します。

問  子育て応援とうきょう会議事務局　福祉保健局少子社会対策部計画課 
TEL 03-5320-4115  HP 「とうきょう子育てスイッチ」（http://tokyo.kosodateswitch.jp/）

※「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会」について
　公共交通機関等におけるベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて、ベビーカー利用に
関する必要な事項の協議を進めるために、国土交通省は、平成 25年６月に学識経験者、子育
て等関連団体、交通事業者、商業施設団体、行政機関等の実務者で構成される協議会を設置し
て検討を進め、平成 26年３月 26日に検討結果をとりまとめ、「ベビーカー利用にあたっての
お願い」及び「ベビーカーマーク」を公表した。
国土交通省 HP ：http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000083.html

ベビーカー利用に関するキャンペーンを実施します

̶ベビーカーは大切な命を乗せています̶

ちょっと気づかう、そっと見守る
 ベビーカー使用者には、温かい気持ちを持って接し、見守りましょう。
エレベーターがない場所での上り下りなど、手助けを申し出てみましょう。

周囲の方との接触や通行の妨げなど、ベビーカーの操作には気をつけま
しょう。
困っているときは遠慮せず手助けをお願いしてみましょう。

周囲の方は

ベビーカー
使用者は


