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「民生委員・児童委員活動普及・啓発パレード」を実施しました
　５月17日（日）、新宿通り〔新宿三丁目～新宿駅東口〕にお
いて、「民生委員・児童委員活動 普及・啓発パレード」を実施
しました。当日は、都内各地域から民生委員・児童委員約1,400
人が参加しました。
　このパレードは、民生委員・児童委員の存在や活動につい
て、より多くの方々に知っていただき、今後の活動につなげて
いくことを目的に、民生委員・児童委員の日（５月12日）にま
つわる活動強化週間（５月12日～18日）に実施しているもの

で、今年が４回目となります。当日は、吹奏楽団（四谷交通少年団、青山学院大学、東海大学、日本大学、明治
学院大学、早稲田大学）、振り込め詐欺被害防止アドバイザー（四谷・新宿・戸塚・牛込警察署）も参加し、パ
レードに華を添えました。また、東京都民生委員・児童委員キャラクターであるミンジーや、東京都の児童虐待
防止に係る普及啓発キャラクターＯＳＥＫＫＡＩくん、都内各区市町村社会福祉協議会等のキャラクターも数多
く参加し、子供から大人まで、道行く人々の注目を集めていました。
　さらに、活動強化週間を中心として、都内各地域において、地元の民生委員・児童委員が、役所ロビー等でパ
ネル展示や相談コーナーを設置したほか、地域イベントへの参加等により、様々なＰＲ活動を展開しました。

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。

福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課 03-5320-4031問 TEL 03-5388-1403FAX

民生委員・児童委員とは…
　地域福祉の推進のため、地域の中で住民に身近な相談相手として、日常的な見守りや相談支援、関係機
関への橋渡しなどを行い、都内で約１万人が活動しています。
主任児童委員とは…
　児童福祉に関することを専門的に担当し、児童相談所や子供家庭支援センター、学校等と緊密に連携し
ながら、都内で約８００人が活動しています。



　「東京の福祉保健201５　分野別取組」は、都が目指す都市像の実現に向け、福祉保健局が所管す
る施策のうち、平成2７年度に重点的に取り組む事業を分野別に取りまとめたものです。

福祉保健局総務部企画政策課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/shisaku/bunyabetutorikumi/2015.html

03-5320-4019 03-5388-1426問

HP

TEL FAX

「東京の福祉保健2015　分野別取組」
を作成しました特集

地域で安心して子供を産み育てら
れる社会を目指します

第１ １　子育てと仕事の両立に向け、多様な保育サービスの整備を
加速します

２　妊娠期からの切れ目のない子育て支援を推進します
３　特に支援を必要とする子供と家庭への対応を強化します

高齢者が健康で自分らしく暮らせ
る社会を目指します

第２ １　住み慣れた地域での継続した生活を支える地域包括ケアシス
テムの構築を推進します

２　高齢者の多様なニーズに対応する施設や住まいを確保します
３　認知症に関する総合的な施策を推進します

障害者が安心して暮らせる社会の
実現を目指します

第３
１　障害者が地域で安心して暮らせるよう基盤等を充実します
２　医療支援体制の充実により身近な地域での生活を支援します
３　障害者の自立に向けた就労促進策を推進します

都民の生活を支える取組を推進
します

第４
１　低所得者・離職者等の生活の安定に向けて支援します
２　福祉人材の確保・育成・定着への取組を充実します
３　ユニバーサルデザインの考え方に立ったまちづくりを進めます

ライフステージを通じた健康づく
りの取組を推進します

第５
１　がんを含めた生活習慣病の予防、健康づくりを支援します
２　難病患者の療養生活を支援します
３　自殺対策を総合的に推進します

超高齢社会に対応するため、都民
の安心を支える医療提供体制の整
備を進めます

第６ １　都民の安全・安心を守る救急医療・災害医療体制を整備します
２　安心して子供を産み、育てられる周産期医療・小児医療体制を
整備します

３　がんを含めた生活習慣病の医療連携体制や、在宅療養支援
体制の整備を進めます

４　医療人材の確保、育成を支援します

多様化する健康危機から都民を
守ります

第７ １　新型インフルエンザ、デング熱やエボラ出血熱をはじめとする
新興・再興感染症等の発生・流行に備え万全の対策を講じます

２　危険ドラッグの速やかな排除を目指し、規制、監視指導、普及
啓発を強化します

３　健康危機から都民を守る体制の充実を図ります

広域的な自治体としての役割を
着実に果たします

第８
１　サービスの「信頼確保」と「質の向上」を推進します
２　区市町村の主体的な施策展開を支援します
３　新たな時代に合わせた都立施設改革を推進します

平成２７年度に展開する８分野の主な施策

問  福祉保健局健康安全部感染症対策課    TEL  03-5320-4487   FAX  03-5388-1432

　昨年、都内では512人（１日あたり1.4人）の方が、
新たにＨＩＶに感染、又はエイズを発症したことが
分かっています。
　特に、ＨＩＶ感染者の20歳代は148件で、前年より
45件増加し、過去最多となりました。
　ＨＩＶに感染しても、早く知って、適切な治療で、
今までとほぼ同じように生活を送れます。しかし、
感染しても、自覚症状がほとんどなく感染に気づき
にくいため、ＨＩＶ検査を受けて、早く知ることが大
変重要です。
　月間中は、検査や相談体制を拡充し、啓発の取組を
集中的に行っていきます。

　お笑い芸人ハイキングウォーキングさんをＭＣに迎えて、ユーストリームで年４回配信します。
　詳しくは番組 HP  （http://www.wordsofl ove.jp/）をご覧ください。配信日以降も、アーカイブと
You Tubeでご視聴いただけます。

第１回目　６月24日（水）22時　“ＨＩＶ／エイズとセクシュアリティ”
　　セミナーゲスト　　宝塚大学看護学部　教授　日高庸晴　先生
　　ライブゲスト　　　ＳＩＳＳＹ

東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
TEL  ０３－３２９２－９０９０
月曜日～金曜日：9時～21時
土曜日・日曜日・祝日：14時～17時

６月は東京都ＨＩＶ検査・相談月間です！

ＨＩＶ／エイズ啓発番組「Words of Love ～ Let’s talk about HIV/AIDS ～」を配信します！！

年間を通じて、平日の夜間と土日、祝日も
電話相談を実施しています！！

他の性感染症情報
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平成26年は過去最多
女性の20歳代と
異性間性的接触の割合が増加

東京都の梅毒報告件数
梅毒の検査は、
都内保健所で
HIVと同時に
匿名・無料で実施

梅毒の情報は、

東京都感染症情報センターHP
『梅毒の流行状況』、

厚生労働省HP
『梅毒に関するQ&A』
を検索

増加し
ていま

す！

○ＨＩＶ検査は都内の保健所や検査室で、年間を通じて匿名・無料で受けることができます。
○ 月間中は、他の性感染症検査（梅毒・クラミジア・淋菌）を含め、通常行っている検査を拡大して実施
します。

（１）保健所での即日検査や夜間・休日検査の追加実施
（２）東京都南新宿検査・相談室での梅毒・クラミジア・淋菌検査の追加実施（要予約） 
（３）東京都多摩地域検査・相談室での即日検査の定員拡充（予約不要）

月間中は、検査・相談体制を拡充しています！！（匿名・無料）

都内の検査情報については東京都HIV検査情報Webをご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　Web  http://tokyo-kensa.jp/

インターネット予約ができます

http://www.tmsk.jp

（南新宿）
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　特に、ＨＩＶ感染者の20歳代は148件で、前年より
45件増加し、過去最多となりました。
　ＨＩＶに感染しても、早く知って、適切な治療で、
今までとほぼ同じように生活を送れます。しかし、
感染しても、自覚症状がほとんどなく感染に気づき
にくいため、ＨＩＶ検査を受けて、早く知ることが大
変重要です。
　月間中は、検査や相談体制を拡充し、啓発の取組を
集中的に行っていきます。

　お笑い芸人ハイキングウォーキングさんをＭＣに迎えて、ユーストリームで年４回配信します。
　詳しくは番組 HP  （http://www.wordsofl ove.jp/）をご覧ください。配信日以降も、アーカイブと
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東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
TEL  ０３－３２９２－９０９０
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他の性感染症情報
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平成26年は過去最多
女性の20歳代と
異性間性的接触の割合が増加
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梅毒の検査は、
都内保健所で
HIVと同時に
匿名・無料で実施
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『梅毒の流行状況』、

厚生労働省HP
『梅毒に関するQ&A』
を検索

増加し
ていま

す！
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します。
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（３）東京都多摩地域検査・相談室での即日検査の定員拡充（予約不要）
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http://www.tmsk.jp

（南新宿）
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熱中症とは
○ 　室温や気温が高い場所に長時間いることにより、体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温の調節機
能が働かなくなり、体温上昇、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感、けいれんや意識障害などを引き起こす病態
です。重症化すると生命に危険が及ぶこともあります。
　 　熱中症は例年、５月頃から発生し、梅雨明けの７月下旬から８月上旬に多発する傾向があります。体が暑さに
慣れるのには時間がかかりますので、暑くなり始めた時期や、急に暑くなった日などには特に注意しましょう。

熱中症を予防するには、「暑さを避けること」と「水分補給」が大切です。
１　室温は28度を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう 
　　 　熱中症は、外にいる時だけではなく、室内にいるときも注意が必要です。継続して同じ
部屋にいると室温の上昇に気づきにくくなるので、特に高齢者の方や身体の具合が悪い方
は、我慢せずにエアコンや扇風機を使いましょう！

２　こまめに水分補給をしましょう 
　　 　のどが渇く前に水分を補給しましょう。特に子供、高齢者、障害児、障害者の方は体温
調節が十分でないことがありますので、こまめに水分をとりましょう。（ただし、持病が
ある方は主治医にご相談ください。）大量に汗をかいたときは、塩分補給も忘れずに。

３　外出時は直射日光を避け、涼しい服装で出かけましょう 
　　 　帽子や日傘などを利用し、通気性がよく、吸湿・速乾性のある服装で出かけましょう。
４　その日の体調を考慮しましょう
　　 　熱中症の発生には、その日の体調が影響します。朝食抜きや寝不足、前日に深酒した
など体力が低下しているときは、無理をしないようにしましょう。

　　　　　　　　　　　（重症度はⅠ度の軽症、Ⅱ度の中等症、Ⅲ度の重症に分類されます）
重症度Ⅰ度：手足のしびれ、めまい、筋肉のこむら返り、気分が悪い、ボーっとする
重症度Ⅱ度：頭痛、吐き気、嘔吐、体がだるい、意識が何となくおかしい
重症度Ⅲ度：意識がない、けいれん、呼び掛けに応じない、真直ぐに歩けない、からだが熱い

熱中症が疑われる場合は、次の措置をとりましょう。
①　涼しい場所へ避難させる。
②　衣服を脱がせ、身体を冷やす。
　　※　冷たい水やタオルで、首、わきの下、足の付け根を重点的に冷やしましょう。
③　自分で飲めるときは水分や塩分を与える。
　　※　自力で水が飲めない、意識がはっきりしない場合は、直ちに医療機関へ搬送しましょう。

★　熱中症予防のひとくふう　★
　日頃から、冷蔵庫に冷却グッズやタオルを冷やして準備しておくと、いざというときに役立ちます。

適切な予防法や対処方法を知り、熱中症を防ぎましょう！

暑くなり始めた時期から熱中症に気をつけましょう！

問  福祉保健局保健政策部保健政策課　 TEL  03-5320-4334　 FAX  03-5388-1427

熱中症予防に関するご相談はお住まいの地域の保健所、保健センターへ

熱 中 症 予 防 の た め に

熱 中 症 の 対 処 方 法

熱中症の主な症状

13:00 ～ 受付開始

13:30 ～ 16:30 【講義１】
「フィンランドのネウボラ、子育て支援について」

【講師】
駐日フィンランド大使館　
報道・文化担当参事官
ミッコ・コイヴマー　氏

【講義２】
「妊娠・出産包括支援モデル事業の取組紹介」

【講師】
名張市健康福祉部健康支援室
上田　紀子　氏

浦安市子ども部子ども課少子化対策室
　並木　美砂子　氏

【東京都からの情報提供】
「出産・子育て応援事業について」 東京都福祉保健局

少子社会対策部家庭支援課

内　容　 フィンランドのネウボラや、昨年度、厚生労働省が実施した「妊娠・出産包括支援モデル事業」
の各自治体における取り組み事例を知ることで、全ての子育て家庭における妊娠期からの切れ
目ない支援のあり方や重要性について学び、区市町村における今後の事業展開に役立てる。

対　象　 東京都・区市町村の母子保健医療従事者（医師、保健師、助産師、看護師、栄養士、歯科衛生士、
保育士、児童福祉従事者　等）、東京都内妊婦健康診査実施医療機関の職員

日　時　平成27年６月25日（木）　午後１時30分から午後４時30分まで
場　所　東京都議会議事堂１階　都民ホール（新宿区西新宿二丁目８番１号）
定　員　２７０名
プログラム

詳細については下記までお問い合わせください。

　 問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL  03-5320-4368

夏場は、食中毒菌が増えやすくなります。
これからの時期、毎日のちょっとした心がけで家庭での食中毒を防ぎましょう！

　 問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL  03-3363-3472

平成27年度　第２回母子保健研修「妊娠期からの切れ目ない支援
～全ての子育て家庭を対象とした妊娠期からの支援とは～」

油断大敵！食中毒　～食べる前にしっかり予防～

〔食中毒予防の３原則〕
● つけない！
　・手、野菜などの食材、調理器具をよく洗う。
　・調理器具、ふきんをこまめに消毒する。
　・肉や魚から出るドリップ（汁）を他の食品につけない。
● ふやさない！
　・ 要冷蔵品や冷凍食品を買ったらすぐに持ち帰り、冷蔵庫・
冷凍庫に入れる。

　・冷蔵庫に食品を詰めすぎない。
● やっつける！
　・食品の中まで十分に火を通す。
　・温め直すときも十分加熱する。

〔肉は十分に加熱して食べましょう！〕
　焼肉などで加熱が不十分であったり、
肉を生・半生で食べたことによる食中毒
が発生しています。十分に加熱して食べ
てください。特に、子供や高齢者は重症
になりやすいので、注意が必要です。
　また、肉を焼くときは、専用のはしや
トングを使いましょう。
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部屋にいると室温の上昇に気づきにくくなるので、特に高齢者の方や身体の具合が悪い方
は、我慢せずにエアコンや扇風機を使いましょう！

２　こまめに水分補給をしましょう 
　　 　のどが渇く前に水分を補給しましょう。特に子供、高齢者、障害児、障害者の方は体温
調節が十分でないことがありますので、こまめに水分をとりましょう。（ただし、持病が
ある方は主治医にご相談ください。）大量に汗をかいたときは、塩分補給も忘れずに。

３　外出時は直射日光を避け、涼しい服装で出かけましょう 
　　 　帽子や日傘などを利用し、通気性がよく、吸湿・速乾性のある服装で出かけましょう。
４　その日の体調を考慮しましょう
　　 　熱中症の発生には、その日の体調が影響します。朝食抜きや寝不足、前日に深酒した
など体力が低下しているときは、無理をしないようにしましょう。

　　　　　　　　　　　（重症度はⅠ度の軽症、Ⅱ度の中等症、Ⅲ度の重症に分類されます）
重症度Ⅰ度：手足のしびれ、めまい、筋肉のこむら返り、気分が悪い、ボーっとする
重症度Ⅱ度：頭痛、吐き気、嘔吐、体がだるい、意識が何となくおかしい
重症度Ⅲ度：意識がない、けいれん、呼び掛けに応じない、真直ぐに歩けない、からだが熱い

熱中症が疑われる場合は、次の措置をとりましょう。
①　涼しい場所へ避難させる。
②　衣服を脱がせ、身体を冷やす。
　　※　冷たい水やタオルで、首、わきの下、足の付け根を重点的に冷やしましょう。
③　自分で飲めるときは水分や塩分を与える。
　　※　自力で水が飲めない、意識がはっきりしない場合は、直ちに医療機関へ搬送しましょう。

★　熱中症予防のひとくふう　★
　日頃から、冷蔵庫に冷却グッズやタオルを冷やして準備しておくと、いざというときに役立ちます。

適切な予防法や対処方法を知り、熱中症を防ぎましょう！

暑くなり始めた時期から熱中症に気をつけましょう！

問  福祉保健局保健政策部保健政策課　 TEL  03-5320-4334　 FAX  03-5388-1427

熱中症予防に関するご相談はお住まいの地域の保健所、保健センターへ

熱 中 症 予 防 の た め に

熱 中 症 の 対 処 方 法

熱中症の主な症状

13:00 ～ 受付開始

13:30 ～ 16:30 【講義１】
「フィンランドのネウボラ、子育て支援について」

【講師】
駐日フィンランド大使館　
報道・文化担当参事官
ミッコ・コイヴマー　氏

【講義２】
「妊娠・出産包括支援モデル事業の取組紹介」

【講師】
名張市健康福祉部健康支援室
上田　紀子　氏

浦安市子ども部子ども課少子化対策室
　並木　美砂子　氏

【東京都からの情報提供】
「出産・子育て応援事業について」 東京都福祉保健局

少子社会対策部家庭支援課

内　容　 フィンランドのネウボラや、昨年度、厚生労働省が実施した「妊娠・出産包括支援モデル事業」
の各自治体における取り組み事例を知ることで、全ての子育て家庭における妊娠期からの切れ
目ない支援のあり方や重要性について学び、区市町村における今後の事業展開に役立てる。

対　象　 東京都・区市町村の母子保健医療従事者（医師、保健師、助産師、看護師、栄養士、歯科衛生士、
保育士、児童福祉従事者　等）、東京都内妊婦健康診査実施医療機関の職員

日　時　平成27年６月25日（木）　午後１時30分から午後４時30分まで
場　所　東京都議会議事堂１階　都民ホール（新宿区西新宿二丁目８番１号）
定　員　２７０名
プログラム

詳細については下記までお問い合わせください。

　 問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL  03-5320-4368

夏場は、食中毒菌が増えやすくなります。
これからの時期、毎日のちょっとした心がけで家庭での食中毒を防ぎましょう！

　 問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL  03-3363-3472

平成27年度　第２回母子保健研修「妊娠期からの切れ目ない支援
～全ての子育て家庭を対象とした妊娠期からの支援とは～」

油断大敵！食中毒　～食べる前にしっかり予防～

〔食中毒予防の３原則〕
● つけない！
　・手、野菜などの食材、調理器具をよく洗う。
　・調理器具、ふきんをこまめに消毒する。
　・肉や魚から出るドリップ（汁）を他の食品につけない。
● ふやさない！
　・ 要冷蔵品や冷凍食品を買ったらすぐに持ち帰り、冷蔵庫・
冷凍庫に入れる。

　・冷蔵庫に食品を詰めすぎない。
● やっつける！
　・食品の中まで十分に火を通す。
　・温め直すときも十分加熱する。

〔肉は十分に加熱して食べましょう！〕
　焼肉などで加熱が不十分であったり、
肉を生・半生で食べたことによる食中毒
が発生しています。十分に加熱して食べ
てください。特に、子供や高齢者は重症
になりやすいので、注意が必要です。
　また、肉を焼くときは、専用のはしや
トングを使いましょう。
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◆  難病医療講演会
日　時　6月 28日（日）13時 30分から 16時まで
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。電話受付は月曜から金曜 10時から 16時まで
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  福祉業界　合同採用試験
　複数の都内福祉施設が参画するネットワーク（昨年度62法人参画）による、「福祉業界 合同採用試験」を開催します。
小論文・適性検査など試験の合格者は、ネットワーク内の都内福祉施設との面接試験が可能です。
日　時　　平成 27年８月４日（火）　午前９時 50分開始

会　場　　ベルサール渋谷ガーデン地下1階ホールA・B（渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー内）
内　容　　小論文、適性検査
受験申込期間　平成 27年７月３日（金）午前９時から７月 24日（金）午後５時まで
詳　細　　東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/goudousaiyou.html
問  東京都福祉人材センター　 TEL 03-5211-2860
     福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  看護職再就職相談会「ふれあいナースバンク」を開催します。
日　時　① 6月 11日（木）　② 6月 19日（金）いずれも 13時 30分から 16時まで
会　場　①ナースバンク立川　②東京都ナースプラザ（ナースバンク東京）
内　容　 再就職を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）と看護職員を募集している都内病

院等の採用担当者による再就職相談会（参加費無料）
備　考　求職者は事前申込不要、履歴書不要、子供同伴可
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp　 問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388　

◆  一日看護体験学習を実施します。
日　時　７月 21日（火）から８月１日（土）まで
会　場　希望する都内の医療機関等
内　容　簡単な看護体験、看護職員との懇談等
対　象　都内在住又は在校の中学２・３年生と高校生及び都内在住の看護職を目指す社会人
申込み　6月 9日（火）から 22日（月）（消印有効）に往復はがきで（高校生及び社会人のみインターネット可）
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp　 問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3355 

◆  「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
　東京都では、薬物乱用のない社会を目指し、全国で展開される「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動の一環として、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催します。
日　時　6月 27日（土）　13時 30分から 16時まで
会　場　新宿ステーションスクエア
　　　　新宿区新宿 3-900-1（新宿アルタ前広場）
問  福祉保健局健康安全部薬務課　 TEL 03-5320-4504
HP  東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒健康・安全施策⇒今こそストップ！
　　薬物乱用⇒「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenkou_anzen/stop/fukyu.html
実施内容
●催し物 ●啓発活動、展示
　(1) 式典（主催者・来賓挨拶等） 　(1) 薬物乱用防止企画展示
　(2) 薬物捜索犬デモンストレーション 　(2) 啓発活動（リーフレット・グッズ配布等）
　(3) ステージショー 　(3) 国連支援募金活動
　(4) 薬物乱用撲滅宣言 　(4) 着ぐるみ（「ダメ。ゼッタイ。君」、「ピーポくん」）

お知らせ

ダメ。ゼッタイ。君 

◆  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

はじめよう！テニス入門　※１ ７月１８日(土)、９月５日(土)
１５時～１７時 障害児者 不要

重度障害者のためのプール開放　※２ ７月１９日(日)、２６日(日)
１２時～１２時５０分

身体障害児者
(四肢麻痺者、片側
麻痺者)、介護者

不要

関節障害者のトレーニングセミナー　※３ ７月２０日(月・祝)１３時～１５時 関節障害者 必要(申込期間：6/8～6/29)

多
　摩

みんなで卓球　※４ ７月４日（土）１０時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

不要レッツ！車いすバスケ　※５ ７月１１日（土）９時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

日曜広場　※６ ７月１９日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

※１ しっかりと基本から学び、ラリーが出来るまでを目指します。10月、11月、12月にも開催します。(雨天中止)
※２ 重度の身体障害児者の方々を対象に、プールを開放します。8月、9月、10月、11月にも開催します。
※３ 介護予防の視点から、障害特性に合わせた効果的なトレーニングの方法を紹介します。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 みんなで交流を深めながら、ゲームやラリーを楽しみましょう！
※５ 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！
※６ 月ごとに変わるテーマに合わせてスポーツやゲームをします。7月は「ミニ夏祭り」です！
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/

◆  福祉の仕事　就職フォーラム
　福祉職場への就職をサポートする大規模就職フォーラムを開催します。
日　時　平成 27年７月 12日（日）　午後０時 30分から午後４時 30分まで
会　場　東京ビッグサイト西 4ホール（江東区有明 3-11-1）
内　容　求人事業所ブースでの事業説明、福祉の仕事なんでも相談コーナーなど
備　考　事前申込み不要、入場無料、服装自由、履歴書不要
詳　細　東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/forum.html
問  東京都福祉人材センター　 TEL 03-5211-2860　
      福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  東京都地域医療支援ドクター（常勤医師）
資　　格　地域医療に従事する意思のある、医歴５年以上で、採用予定日現在 59歳以下の医師
診療科等　 周産期医療（産科・新生児科）、小児医療、へき地医療（総合・内科・外科等）、救急医療（内科・

外科等）のいずれか
採用予定日　平成 28年４月１日（欠員状況等により、採用予定日以前に採用の場合あり）
人　　員　若干名
締　　切　７月 31日（金）
問  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4441　 FAX  03-5388-1436

E-mail S0000297@section.metro.tokyo.jp

◆  講演会「よりよいコントロールを目指して、大人のぜん息とアトピー性皮膚炎」を開催します。
　成人ぜん息及びアトピー性皮膚炎でお困りのご本人及びご家族や、産業保健・区市町村保健衛生担当者の
方等を対象に、専門の先生をお招きして講演会を開催いたします。たくさんの方の参加をお待ちしております。
講座題目　「よりよいコントロールを目指して、大人のぜん息とアトピー性皮膚炎」
日　時　平成 27年７月４日（土）　13時から 16時 30分まで
場　所　都議会議事堂 １階 都民ホール（新宿区西新宿二丁目８番１号）
内　容　 第１部「大人のぜん息～正しい知識で患者力を高めよう！」(国立病院機構相模原病院アレルギー科

医長：粒来崇博先生 )　第２部「大人のアトピー性皮膚炎～基礎知識とスキンケア」( 東京逓信病院 
副院長兼皮膚科部長：江藤隆史先生 )

定　員　各２５０名（入場無料／１部・２部通しても可／申込者多数の場合は抽選）
申込み　 平成 27 年６月 26 日（金）必着　電話、FAX、Ｅメール、または郵送によりお申込みください。

氏名（ふりがな）、住所、電話番号、属性（患者本人・ご家族・関係者等）、講師に対する質問、第１部・
第２部の参加希望を記入もしくはお申し出ください。

申込み先　講演会運営事務局　「昭和情報プロセス　株式会社」
　　　　 TEL 03-3769-7166（平日 9時から 17時まで）　 FAX  03-5442-7618　 E-mail kenkou@showa-joho.co.jp
　　　　郵送　〒 108-0073　東京都港区三田 5-14-3　昭和情報プロセス株式会社内
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL 03-3363-3487
    ＊申込み先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください。
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◆  難病医療講演会
日　時　6月 28日（日）13時 30分から 16時まで
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。電話受付は月曜から金曜 10時から 16時まで
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  福祉業界　合同採用試験
　複数の都内福祉施設が参画するネットワーク（昨年度62法人参画）による、「福祉業界 合同採用試験」を開催します。
小論文・適性検査など試験の合格者は、ネットワーク内の都内福祉施設との面接試験が可能です。
日　時　　平成 27年８月４日（火）　午前９時 50分開始

会　場　　ベルサール渋谷ガーデン地下1階ホールA・B（渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー内）
内　容　　小論文、適性検査
受験申込期間　平成 27年７月３日（金）午前９時から７月 24日（金）午後５時まで
詳　細　　東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/goudousaiyou.html
問  東京都福祉人材センター　 TEL 03-5211-2860
     福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  看護職再就職相談会「ふれあいナースバンク」を開催します。
日　時　① 6月 11日（木）　② 6月 19日（金）いずれも 13時 30分から 16時まで
会　場　①ナースバンク立川　②東京都ナースプラザ（ナースバンク東京）
内　容　 再就職を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）と看護職員を募集している都内病

院等の採用担当者による再就職相談会（参加費無料）
備　考　求職者は事前申込不要、履歴書不要、子供同伴可
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp　 問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388　

◆  一日看護体験学習を実施します。
日　時　７月 21日（火）から８月１日（土）まで
会　場　希望する都内の医療機関等
内　容　簡単な看護体験、看護職員との懇談等
対　象　都内在住又は在校の中学２・３年生と高校生及び都内在住の看護職を目指す社会人
申込み　6月 9日（火）から 22日（月）（消印有効）に往復はがきで（高校生及び社会人のみインターネット可）
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp　 問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3355 

◆  「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
　東京都では、薬物乱用のない社会を目指し、全国で展開される「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動の一環として、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催します。
日　時　6月 27日（土）　13時 30分から 16時まで
会　場　新宿ステーションスクエア
　　　　新宿区新宿 3-900-1（新宿アルタ前広場）
問  福祉保健局健康安全部薬務課　 TEL 03-5320-4504
HP  東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒健康・安全施策⇒今こそストップ！
　　薬物乱用⇒「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenkou_anzen/stop/fukyu.html
実施内容
●催し物 ●啓発活動、展示
　(1) 式典（主催者・来賓挨拶等） 　(1) 薬物乱用防止企画展示
　(2) 薬物捜索犬デモンストレーション 　(2) 啓発活動（リーフレット・グッズ配布等）
　(3) ステージショー 　(3) 国連支援募金活動
　(4) 薬物乱用撲滅宣言 　(4) 着ぐるみ（「ダメ。ゼッタイ。君」、「ピーポくん」）

お知らせ

ダメ。ゼッタイ。君 

◆  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

はじめよう！テニス入門　※１ ７月１８日(土)、９月５日(土)
１５時～１７時 障害児者 不要

重度障害者のためのプール開放　※２ ７月１９日(日)、２６日(日)
１２時～１２時５０分

身体障害児者
(四肢麻痺者、片側
麻痺者)、介護者

不要

関節障害者のトレーニングセミナー　※３ ７月２０日(月・祝)１３時～１５時 関節障害者 必要(申込期間：6/8～6/29)

多
　摩

みんなで卓球　※４ ７月４日（土）１０時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

不要レッツ！車いすバスケ　※５ ７月１１日（土）９時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

日曜広場　※６ ７月１９日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

※１ しっかりと基本から学び、ラリーが出来るまでを目指します。10月、11月、12月にも開催します。(雨天中止)
※２ 重度の身体障害児者の方々を対象に、プールを開放します。8月、9月、10月、11月にも開催します。
※３ 介護予防の視点から、障害特性に合わせた効果的なトレーニングの方法を紹介します。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 みんなで交流を深めながら、ゲームやラリーを楽しみましょう！
※５ 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！
※６ 月ごとに変わるテーマに合わせてスポーツやゲームをします。7月は「ミニ夏祭り」です！
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/

◆  福祉の仕事　就職フォーラム
　福祉職場への就職をサポートする大規模就職フォーラムを開催します。
日　時　平成 27年７月 12日（日）　午後０時 30分から午後４時 30分まで
会　場　東京ビッグサイト西 4ホール（江東区有明 3-11-1）
内　容　求人事業所ブースでの事業説明、福祉の仕事なんでも相談コーナーなど
備　考　事前申込み不要、入場無料、服装自由、履歴書不要
詳　細　東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/forum.html
問  東京都福祉人材センター　 TEL 03-5211-2860　
      福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  東京都地域医療支援ドクター（常勤医師）
資　　格　地域医療に従事する意思のある、医歴５年以上で、採用予定日現在 59歳以下の医師
診療科等　 周産期医療（産科・新生児科）、小児医療、へき地医療（総合・内科・外科等）、救急医療（内科・

外科等）のいずれか
採用予定日　平成 28年４月１日（欠員状況等により、採用予定日以前に採用の場合あり）
人　　員　若干名
締　　切　７月 31日（金）
問  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4441　 FAX  03-5388-1436

E-mail S0000297@section.metro.tokyo.jp

◆  講演会「よりよいコントロールを目指して、大人のぜん息とアトピー性皮膚炎」を開催します。
　成人ぜん息及びアトピー性皮膚炎でお困りのご本人及びご家族や、産業保健・区市町村保健衛生担当者の
方等を対象に、専門の先生をお招きして講演会を開催いたします。たくさんの方の参加をお待ちしております。
講座題目　「よりよいコントロールを目指して、大人のぜん息とアトピー性皮膚炎」
日　時　平成 27年７月４日（土）　13時から 16時 30分まで
場　所　都議会議事堂 １階 都民ホール（新宿区西新宿二丁目８番１号）
内　容　 第１部「大人のぜん息～正しい知識で患者力を高めよう！」(国立病院機構相模原病院アレルギー科

医長：粒来崇博先生 )　第２部「大人のアトピー性皮膚炎～基礎知識とスキンケア」( 東京逓信病院 
副院長兼皮膚科部長：江藤隆史先生 )

定　員　各２５０名（入場無料／１部・２部通しても可／申込者多数の場合は抽選）
申込み　 平成 27 年６月 26 日（金）必着　電話、FAX、Ｅメール、または郵送によりお申込みください。

氏名（ふりがな）、住所、電話番号、属性（患者本人・ご家族・関係者等）、講師に対する質問、第１部・
第２部の参加希望を記入もしくはお申し出ください。

申込み先　講演会運営事務局　「昭和情報プロセス　株式会社」
　　　　 TEL 03-3769-7166（平日 9時から 17時まで）　 FAX  03-5442-7618　 E-mail kenkou@showa-joho.co.jp
　　　　郵送　〒 108-0073　東京都港区三田 5-14-3　昭和情報プロセス株式会社内
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL 03-3363-3487
    ＊申込み先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください。
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◆  難病医療講演会
日　時　6月 28日（日）13時 30分から 16時まで
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。電話受付は月曜から金曜 10時から 16時まで
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  福祉業界　合同採用試験
　複数の都内福祉施設が参画するネットワーク（昨年度62法人参画）による、「福祉業界 合同採用試験」を開催します。
小論文・適性検査など試験の合格者は、ネットワーク内の都内福祉施設との面接試験が可能です。
日　時　　平成 27年８月４日（火）　午前９時 50分開始

会　場　　ベルサール渋谷ガーデン地下1階ホールA・B（渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー内）
内　容　　小論文、適性検査
受験申込期間　平成 27年７月３日（金）午前９時から７月 24日（金）午後５時まで
詳　細　　東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/goudousaiyou.html
問  東京都福祉人材センター　 TEL 03-5211-2860
     福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  看護職再就職相談会「ふれあいナースバンク」を開催します。
日　時　① 6月 11日（木）　② 6月 19日（金）いずれも 13時 30分から 16時まで
会　場　①ナースバンク立川　②東京都ナースプラザ（ナースバンク東京）
内　容　 再就職を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）と看護職員を募集している都内病

院等の採用担当者による再就職相談会（参加費無料）
備　考　求職者は事前申込不要、履歴書不要、子供同伴可
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp　 問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388　

◆  一日看護体験学習を実施します。
日　時　７月 21日（火）から８月１日（土）まで
会　場　希望する都内の医療機関等
内　容　簡単な看護体験、看護職員との懇談等
対　象　都内在住又は在校の中学２・３年生と高校生及び都内在住の看護職を目指す社会人
申込み　6月 9日（火）から 22日（月）（消印有効）に往復はがきで（高校生及び社会人のみインターネット可）
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp　 問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3355 

◆  「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
　東京都では、薬物乱用のない社会を目指し、全国で展開される「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動の一環として、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催します。
日　時　6月 27日（土）　13時 30分から 16時まで
会　場　新宿ステーションスクエア
　　　　新宿区新宿 3-900-1（新宿アルタ前広場）
問  福祉保健局健康安全部薬務課　 TEL 03-5320-4504
HP  東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒健康・安全施策⇒今こそストップ！
　　薬物乱用⇒「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenkou_anzen/stop/fukyu.html
実施内容
●催し物 ●啓発活動、展示
　(1) 式典（主催者・来賓挨拶等） 　(1) 薬物乱用防止企画展示
　(2) 薬物捜索犬デモンストレーション 　(2) 啓発活動（リーフレット・グッズ配布等）
　(3) ステージショー 　(3) 国連支援募金活動
　(4) 薬物乱用撲滅宣言 　(4) 着ぐるみ（「ダメ。ゼッタイ。君」、「ピーポくん」）

お知らせ

ダメ。ゼッタイ。君 

◆  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

はじめよう！テニス入門　※１ ７月１８日(土)、９月５日(土)
１５時～１７時 障害児者 不要

重度障害者のためのプール開放　※２ ７月１９日(日)、２６日(日)
１２時～１２時５０分

身体障害児者
(四肢麻痺者、片側
麻痺者)、介護者

不要

関節障害者のトレーニングセミナー　※３ ７月２０日(月・祝)１３時～１５時 関節障害者 必要(申込期間：6/8～6/29)

多
　摩

みんなで卓球　※４ ７月４日（土）１０時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

不要レッツ！車いすバスケ　※５ ７月１１日（土）９時～１２時 障害児者・介護者
地域住民

日曜広場　※６ ７月１９日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

※１ しっかりと基本から学び、ラリーが出来るまでを目指します。10月、11月、12月にも開催します。(雨天中止)
※２ 重度の身体障害児者の方々を対象に、プールを開放します。8月、9月、10月、11月にも開催します。
※３ 介護予防の視点から、障害特性に合わせた効果的なトレーニングの方法を紹介します。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 みんなで交流を深めながら、ゲームやラリーを楽しみましょう！
※５ 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！
※６ 月ごとに変わるテーマに合わせてスポーツやゲームをします。7月は「ミニ夏祭り」です！
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/

◆  福祉の仕事　就職フォーラム
　福祉職場への就職をサポートする大規模就職フォーラムを開催します。
日　時　平成 27年７月 12日（日）　午後０時 30分から午後４時 30分まで
会　場　東京ビッグサイト西 4ホール（江東区有明 3-11-1）
内　容　求人事業所ブースでの事業説明、福祉の仕事なんでも相談コーナーなど
備　考　事前申込み不要、入場無料、服装自由、履歴書不要
詳　細　東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/forum.html
問  東京都福祉人材センター　 TEL 03-5211-2860　
      福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  東京都地域医療支援ドクター（常勤医師）
資　　格　地域医療に従事する意思のある、医歴５年以上で、採用予定日現在 59歳以下の医師
診療科等　 周産期医療（産科・新生児科）、小児医療、へき地医療（総合・内科・外科等）、救急医療（内科・

外科等）のいずれか
採用予定日　平成 28年４月１日（欠員状況等により、採用予定日以前に採用の場合あり）
人　　員　若干名
締　　切　７月 31日（金）
問  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4441　 FAX  03-5388-1436

E-mail S0000297@section.metro.tokyo.jp

◆  講演会「よりよいコントロールを目指して、大人のぜん息とアトピー性皮膚炎」を開催します。
　成人ぜん息及びアトピー性皮膚炎でお困りのご本人及びご家族や、産業保健・区市町村保健衛生担当者の
方等を対象に、専門の先生をお招きして講演会を開催いたします。たくさんの方の参加をお待ちしております。
講座題目　「よりよいコントロールを目指して、大人のぜん息とアトピー性皮膚炎」
日　時　平成 27年７月４日（土）　13時から 16時 30分まで
場　所　都議会議事堂 １階 都民ホール（新宿区西新宿二丁目８番１号）
内　容　 第１部「大人のぜん息～正しい知識で患者力を高めよう！」(国立病院機構相模原病院アレルギー科

医長：粒来崇博先生 )　第２部「大人のアトピー性皮膚炎～基礎知識とスキンケア」( 東京逓信病院 
副院長兼皮膚科部長：江藤隆史先生 )

定　員　各２５０名（入場無料／１部・２部通しても可／申込者多数の場合は抽選）
申込み　 平成 27 年６月 26 日（金）必着　電話、FAX、Ｅメール、または郵送によりお申込みください。

氏名（ふりがな）、住所、電話番号、属性（患者本人・ご家族・関係者等）、講師に対する質問、第１部・
第２部の参加希望を記入もしくはお申し出ください。

申込み先　講演会運営事務局　「昭和情報プロセス　株式会社」
　　　　 TEL 03-3769-7166（平日 9時から 17時まで）　 FAX  03-5442-7618　 E-mail kenkou@showa-joho.co.jp
　　　　郵送　〒 108-0073　東京都港区三田 5-14-3　昭和情報プロセス株式会社内
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL 03-3363-3487
    ＊申込み先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください。

福祉保健 ６月号 7



福祉保健　 vol.130　平成27年６月発行
印刷物規格表第１類　印刷番号（26）52  　〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉保健局総務部総務課広報係　☎03-5320-4032（ダイヤルイン）　FAX03-5388-1400

1日 広尾看護専門学校戴帽式
府中看護専門学校戴帽式

７日 アイスクリーム協会寄付目録贈呈式
14日 難病医療相談会
16日 看護フェスタ2015
17日 民生委員・児童委員活動普及・啓発パレード

人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「近隣仲間作りと交流会」
18日 東京都介護職員キャリアパス導入促進事業費補助金説明会（第１回）
23日 目の健康講座「加齢と目の健康～こんな場合にどうしたらよい？」

東京都介護職員キャリアパス導入促進事業費補助金説明会（第２回）
24日 人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「消化器系ストーマの講習会」
26日 介護老人保健施設（老健）整備事業説明会

東京都地方精神保健福祉審議会第５回保健医療計画部会
29日 認知症高齢者グループホーム緊急整備事業、都市型軽費老人ホーム整備事業の補助制度説明会

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」
東京都がん診療連携協議会
東京都自立支援協議会本会議
第６回東京都受動喫煙防止対策検討会

５
月
の
動
き

　思春期から更年期までの女性を対象とした健康に関する電話相談と、不妊や不育症で悩む方々を対象
とした電話相談、妊娠・出産に関する悩みのある方々を対象とした電話・メール相談を実施しています。

東京都女性のための健康ホットライン　
　女性の健康に関する悩み（生理に関する悩みや思春期の体の悩み、婦人科疾患・更年期障害等の悩み
など）について、助産師などが電話で相談に応じます。
TEL 03 － 3269－ 7700
月曜日～金曜日（休日・年末年始を除く）午前 10時～午後４時

東京都不妊・不育ホットライン　
　不妊・不育に関する悩みについて、経験ある女性ピアカウンセラーが電話で相談に応じます。
TEL 03 － 3235－ 7455
毎週火曜日（休日・年末年始を除く）午前 10時～午後４時
妊娠相談ほっとライン　
　妊娠・出産に関する様々な悩みについて、看護師などの専門職が電話又はメールで相談に応じます。
内容に応じて適切な関係機関の紹介も行います。
TEL 03 － 5339－ 1133
月・水・金　午前 10時～午後４時　火・木・土　午後４時～午後 10時
メール：ホームページ上の専用フォームに必要事項を入力して送信
福祉保健局トップページ⇒「妊娠相談ほっとライン」アイコンをクリック

女性の健康や妊娠に関する悩みにお答えします


