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「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催しました
～危険ドラッグと闘おう！～

　6月27日（土）、新宿ステーションスクエア（新宿アルタ前広
場）にて「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催しま
した。
　このイベントは、全国で展開される「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動（運動期間：6月20日から7月19日まで）の一環として開催され
たものです。

　イベント会場では、トーク
ライブや薬物乱用撲滅宣言、
警察犬（薬物捜索犬）による
デモンストレーション、薬物
に関するパネル展示、乱用防
止のための啓発用リーフレッ
ト・グッズの配布などを行い
ました。

　今年度の会場となった新宿は、若者が
多く集う日本有数の繁華街であり、街を
行き交う多くの人々に対して、薬物乱用
防止のメッセージを強力に発信すること
ができました。
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月
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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。

▲福祉保健局長による挨拶

▲山上兄弟によるトークショーの様子

▲ステージの様子（薬物乱用撲滅宣言）

▲展示ブースの様子



　東京の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築を進めるため、活発な企業活動、多くの人材等
の豊富な経験と知識を活用して、地域における支え合い体制づくりのアイデアを集積し、多様な主体
による地域貢献活動の選択肢・可能性を広げるプラットフォームを提供する「東京ホームタウンプロ
ジェクト」を立ち上げ、Webサイトを開設しました。

◆（URL）http://hometown.metro.tokyo.jp
◆「東京ホームタウンプロジェクト」の概要
１　多様な主体による地域貢献活動を促すきっかけづくり
　　情報発信力の高いWebサイトを開設し、NPO法人や元気な
　　高齢者など多様な主体による地域貢献活動の情報を発信し、広く社会参加へのきっかけを提供します。
　　また、年度末には優良事例の紹介など本事業の成果を発信する総括イベントを開催します。
２　地域福祉の既存団体の運営基盤の強化支援
　　ビジネススキルや専門知識を活かしたボランティア活動である「プロボノ」を活用し、地域福祉
の担い手である様々な団体に対して、活動の拡充が図れるよう、運営基盤の強化に向けた支援を提
供します。
　※現在、在宅支援課HP「在宅支援課からのお知らせ」にて支援先団体を募集しています。
（参考URL）
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/kourei/zaishien/oshirase/

　tokyo-home-town-project.html
　東京都福祉保健局⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒高齢社会対策部⇒在宅支援課⇒在宅支
援課からのお知らせ⇒東京ホームタウンプロジェクト支援先を募集します。
３　地域福祉の新たな担い手・活動の創出のためのセミナー開催
　　自治体、社会福祉協議会、NPO等を対象として、地域包括ケアシステムの実現に向け、不足するサービ
スの提供や新たな地域課題の解決
に取り組む担い手を創出・発掘・
コーディネートしていくためのセミ
ナーを開催します。
◆ Webサイトの特徴
　○ 進捗状況をリアルタイムに更

新、課題解決のモデルケース
を提示

　○ 幅広い世代や多様な分野の人
が興味を持てるコンテンツ

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課

03-5320-4271

問

TEL

「東京ホームタウンプロジェクト」ロゴマーク

～いくつになっても、いきいきと暮らせるまちをつくる～
「東京ホームタウンプロジェクト」

Webサイトを開設します

特集

問  福祉保健局保健政策部疾病対策課    TEL  03-5320-4506   FAX  03-5388-1437

東京都赤十字血液センター　 HP  http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/

　７月１日から31日までの１か月間、「愛の血液助け合い運動」を実施し
ています。本キャンペーンでは、都営地下鉄、区市町村、学校等でのポスター
の掲示や献血功労者厚生労働大臣表彰及び感謝状、並びに献血功労者知事
感謝状の受賞者の決定、東京都職員献血等を行い、広く都民の皆様に献血
へのご理解、ご協力を呼びかけています。

夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」

「献血」のこと知ってほしい
　血液には有効期間があり、長い間保存することはできず、人工的に造ることもできません。
輸血用の血液は、献血に頼るしか方法がなく、皆さまのご協力が必要です。
◆献血の種類◆
＜400ミリリットル・200ミリリットル献血（全血献血）＞
　全血献血は、血液中の全ての成分を献血していただく方法です。
＜成分献血＞
　成分採血装置を使用して血小板や血しょうといった特定の成分だけを採血し、体内で回復
に時間のかかる赤血球は再び体内に戻す方法です。成分献血は、献血者の身体への負担も軽
く、多くの血しょうや血小板を献血していただける特長があります。
◆400ミリリットル献血と成分献血をお願いする理由◆
　人間の血液は、血液型が同じでも微妙に異なっています。輸血量が同じであれば、少ない
献血者からの血液を輸血したほうが、輸血をうける方の体への負担が軽く、血液を介する感
染の危険性も少ないことがわかっています。よって、400ミリリットル献血や、一度に多く
の血小板製剤や血しょう製剤を作ることができる成分献血への協力をお願いしています。

◆献血の前に◆
　献血される方、輸血をうける方の安全のため、解熱剤などを服薬中の方や海外から帰国（入国）
して４週間以内の方など、献血をご遠慮いただく場合があります。また、献血後には水分補
給や休憩を取ること、献血直後のスポーツ・喫煙・飲酒等は控えることなど注意点もあります。
詳細は東京都赤十字血液センターのホームページをご覧ください。
《注意：HIV検査を目的とした献血はできません》
◆献血しよう！◆
  都内15か所の献血ルームで受け付けています。また、主要駅前等では、献血バスにより献
血を行っています。実施日時、場所等の詳細は、東京都赤十字血液センターのホームページ
をご覧ください。

～あなたが　届ける　命のバトン　献血～

～輸血時の安全性を高める400ミリリットル・成分献血にご協力を！～
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《注意：HIV検査を目的とした献血はできません》
◆献血しよう！◆
  都内15か所の献血ルームで受け付けています。また、主要駅前等では、献血バスにより献
血を行っています。実施日時、場所等の詳細は、東京都赤十字血液センターのホームページ
をご覧ください。

～あなたが　届ける　命のバトン　献血～

～輸血時の安全性を高める400ミリリットル・成分献血にご協力を！～

福祉保健 ７月号 3



【テーマ】
①たばこを吸わない決意
②たばこを吸わなでいようとの友達への呼びかけ
③誘われてもたばこを断る勇気をもつ大切さ
のいずれかを題材とし、未成年者がたばこを吸うことによる
身体への影響について調べて、
参考にした上で作品を描いてください。

【対象】
都内在住・在学の小学４年生から高校生まで

【規格】
B３程度のサイズ（原則としてB４以上、四つ切まで）（縦）
彩色・画材については自由

【応募】
９月18日（金）（消印有効）までに、作品の裏に氏名（ふりがな）・
住所・電話・学校名・学年を記入して、
折らずに〒163-8001福祉保健局保健政策部健康推進課
「ポスター担当」へ

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356

【テーマ】
① 作　　文： 「出会い、ふれあい、心の輪－障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう－（題

名は自由）」(平成28年４月からの「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施
行に向けて、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会
をつくることについて書くことも可)

②ポスター：「障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」
【対象】
①小学生以上、②小・中学生。各部門ごとに最優秀作品を内閣府へ推薦する。

【規格】
①400字詰め原稿用紙４枚程度（B４版縦書）
②Ｂ３判か四つ切りで縦位置使用。①②とも未発表のもの１点に限る。

【応募】
９月４日（金）（消印有効）までに郵便で、作品と応募用紙を
〒163-8001東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課心の輪担当へ

HP  東京都福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒障害者施策推進部
⇒計画課⇒計画課からのお知らせ
　　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/syougai/syougai/oshirase/
index.html

   問  福祉保健局障害者施策推進部計画課　 TEL  03-5320-4143　 FAX  03-5388-1407

未成年者喫煙防止ポスターコンクールの募集

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」の募集

平成 26年度高校生の部最優秀作品

　この制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担
が大きい方を支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者の方の病状や治療状況を把握
し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。

検  索

検  索

　平成27年１月１日から始まった新たな難病医療費助成制度の対象疾病について、平成27年７月１日
から196疾病が追加され、全体で306疾病が対象となりました。
【難病医療費助成制度について】
　

　その他詳細については福祉保健局のホームページや区市町村の申請窓口等で御確認ください。
　 問  福祉保健局保健政策部疾病対策課コールセンター　 TEL  03-5320-4004　 HP  　 　　　　で

　全国のがんによる死亡者のうち、肝臓がんは第５位で、年間約３万人
の方が亡くなられています。その肝臓がんの原因の約９割を、Ｂ型肝炎
ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルスが占めていますが、感染していても自覚症
状がないことも多いため、感染に気付いていない人が多くいます。

●ウイルス性肝炎とは？？
ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気で、ウイルスの種類によっ
てＢ型肝炎、Ｃ型肝炎等に分類されます。
主な感染経路は、肝炎ウイルスに汚染された注射針の使用や、検査
方法が確立する1990年頃までの輸血、血液製剤の使用などです。
また、最近では、Ｂ型肝炎ウイルスに感染している人との性交渉に
よる感染も増えています。

●なぜ検査が必要なのか？？
肝炎の症状は、全身のだるさ・食欲不振・吐き気・黄疸などですが、症状が軽かったり、無症状のま
ま進行してしまっていることもあります。そのため、症状がなくても感染の有無についての検査が必
要です。

●どんな検査？？どこで受けることができるの？？
感染しているかどうかは血液検査でわかります。採血は短時間で済み、検査結果は数週間でお知らせ
できます。

実施時期や場所などについては、お住まいの区市町村か、最寄りの保健所にお問い合わ
せください。
　 問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4363

　 HP  　　　　　　　　　　　　　　　　   で

　対象外となる18疾病については、経過措置が設けられます。また、新たに対象となる方が障害福祉サー
ビス等を利用するためには、申請手続きが必要です。詳しくは、区市町村の窓口へ。
　 問  区市町村の窓口又は福祉保健局障害者施策推進部計画課　 TEL  03-5320-4324  FAX  03-5388-1413

難病医療費助成制度の対象が拡大されました

７月から障害者総合支援法の対象疾病数が拡大しました

「一生に一度は肝炎ウイルス検査を！」

7月28日は「日本肝炎デー」 7月27日～8月2日は「肝臓週間」

東京都肝炎ウイルス
検診事業キャラクター
「かんぞうくん」

福祉保健 ７月号4



【テーマ】
①たばこを吸わない決意
②たばこを吸わなでいようとの友達への呼びかけ
③誘われてもたばこを断る勇気をもつ大切さ
のいずれかを題材とし、未成年者がたばこを吸うことによる
身体への影響について調べて、
参考にした上で作品を描いてください。

【対象】
都内在住・在学の小学４年生から高校生まで

【規格】
B３程度のサイズ（原則としてB４以上、四つ切まで）（縦）
彩色・画材については自由

【応募】
９月18日（金）（消印有効）までに、作品の裏に氏名（ふりがな）・
住所・電話・学校名・学年を記入して、
折らずに〒163-8001福祉保健局保健政策部健康推進課
「ポスター担当」へ

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356

【テーマ】
① 作　　文： 「出会い、ふれあい、心の輪－障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう－（題

名は自由）」(平成28年４月からの「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施
行に向けて、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会
をつくることについて書くことも可)

②ポスター：「障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」
【対象】
①小学生以上、②小・中学生。各部門ごとに最優秀作品を内閣府へ推薦する。

【規格】
①400字詰め原稿用紙４枚程度（B４版縦書）
②Ｂ３判か四つ切りで縦位置使用。①②とも未発表のもの１点に限る。

【応募】
９月４日（金）（消印有効）までに郵便で、作品と応募用紙を
〒163-8001東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課心の輪担当へ

HP  東京都福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒障害者施策推進部
⇒計画課⇒計画課からのお知らせ
　　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/syougai/syougai/oshirase/
index.html

   問  福祉保健局障害者施策推進部計画課　 TEL  03-5320-4143　 FAX  03-5388-1407

未成年者喫煙防止ポスターコンクールの募集

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」の募集

平成 26年度高校生の部最優秀作品

　この制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担
が大きい方を支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者の方の病状や治療状況を把握
し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。

検  索

検  索

　平成27年１月１日から始まった新たな難病医療費助成制度の対象疾病について、平成27年７月１日
から196疾病が追加され、全体で306疾病が対象となりました。
【難病医療費助成制度について】
　

　その他詳細については福祉保健局のホームページや区市町村の申請窓口等で御確認ください。
　 問  福祉保健局保健政策部疾病対策課コールセンター　 TEL  03-5320-4004　 HP  　 　　　　で

　全国のがんによる死亡者のうち、肝臓がんは第５位で、年間約３万人
の方が亡くなられています。その肝臓がんの原因の約９割を、Ｂ型肝炎
ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルスが占めていますが、感染していても自覚症
状がないことも多いため、感染に気付いていない人が多くいます。

●ウイルス性肝炎とは？？
ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気で、ウイルスの種類によっ
てＢ型肝炎、Ｃ型肝炎等に分類されます。
主な感染経路は、肝炎ウイルスに汚染された注射針の使用や、検査
方法が確立する1990年頃までの輸血、血液製剤の使用などです。
また、最近では、Ｂ型肝炎ウイルスに感染している人との性交渉に
よる感染も増えています。

●なぜ検査が必要なのか？？
肝炎の症状は、全身のだるさ・食欲不振・吐き気・黄疸などですが、症状が軽かったり、無症状のま
ま進行してしまっていることもあります。そのため、症状がなくても感染の有無についての検査が必
要です。

●どんな検査？？どこで受けることができるの？？
感染しているかどうかは血液検査でわかります。採血は短時間で済み、検査結果は数週間でお知らせ
できます。

実施時期や場所などについては、お住まいの区市町村か、最寄りの保健所にお問い合わ
せください。
　 問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4363

　 HP  　　　　　　　　　　　　　　　　   で

　対象外となる18疾病については、経過措置が設けられます。また、新たに対象となる方が障害福祉サー
ビス等を利用するためには、申請手続きが必要です。詳しくは、区市町村の窓口へ。
　 問  区市町村の窓口又は福祉保健局障害者施策推進部計画課　 TEL  03-5320-4324  FAX  03-5388-1413

難病医療費助成制度の対象が拡大されました

７月から障害者総合支援法の対象疾病数が拡大しました

「一生に一度は肝炎ウイルス検査を！」

7月28日は「日本肝炎デー」 7月27日～8月2日は「肝臓週間」

東京都肝炎ウイルス
検診事業キャラクター
「かんぞうくん」

福祉保健 ７月号4

【テーマ】
①たばこを吸わない決意
②たばこを吸わなでいようとの友達への呼びかけ
③誘われてもたばこを断る勇気をもつ大切さ
のいずれかを題材とし、未成年者がたばこを吸うことによる
身体への影響について調べて、
参考にした上で作品を描いてください。

【対象】
都内在住・在学の小学４年生から高校生まで

【規格】
B３程度のサイズ（原則としてB４以上、四つ切まで）（縦）
彩色・画材については自由

【応募】
９月18日（金）（消印有効）までに、作品の裏に氏名（ふりがな）・
住所・電話・学校名・学年を記入して、
折らずに〒163-8001福祉保健局保健政策部健康推進課
「ポスター担当」へ

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356

【テーマ】
① 作　　文： 「出会い、ふれあい、心の輪－障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう－（題

名は自由）」(平成28年４月からの「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施
行に向けて、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会
をつくることについて書くことも可)

②ポスター：「障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」
【対象】
①小学生以上、②小・中学生。各部門ごとに最優秀作品を内閣府へ推薦する。

【規格】
①400字詰め原稿用紙４枚程度（B４版縦書）
②Ｂ３判か四つ切りで縦位置使用。①②とも未発表のもの１点に限る。

【応募】
９月４日（金）（消印有効）までに郵便で、作品と応募用紙を
〒163-8001東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課心の輪担当へ

HP  東京都福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒障害者施策推進部
⇒計画課⇒計画課からのお知らせ
　　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/syougai/syougai/oshirase/
index.html

   問  福祉保健局障害者施策推進部計画課　 TEL  03-5320-4143　 FAX  03-5388-1407

未成年者喫煙防止ポスターコンクールの募集

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」の募集

平成 26年度高校生の部最優秀作品

　この制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担
が大きい方を支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者の方の病状や治療状況を把握
し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。

検  索

検  索

　平成27年１月１日から始まった新たな難病医療費助成制度の対象疾病について、平成27年７月１日
から196疾病が追加され、全体で306疾病が対象となりました。
【難病医療費助成制度について】
　

　その他詳細については福祉保健局のホームページや区市町村の申請窓口等で御確認ください。
　 問  福祉保健局保健政策部疾病対策課コールセンター　 TEL  03-5320-4004　 HP  　 　　　　で

　全国のがんによる死亡者のうち、肝臓がんは第５位で、年間約３万人
の方が亡くなられています。その肝臓がんの原因の約９割を、Ｂ型肝炎
ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルスが占めていますが、感染していても自覚症
状がないことも多いため、感染に気付いていない人が多くいます。

●ウイルス性肝炎とは？？
ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気で、ウイルスの種類によっ
てＢ型肝炎、Ｃ型肝炎等に分類されます。
主な感染経路は、肝炎ウイルスに汚染された注射針の使用や、検査
方法が確立する1990年頃までの輸血、血液製剤の使用などです。
また、最近では、Ｂ型肝炎ウイルスに感染している人との性交渉に
よる感染も増えています。

●なぜ検査が必要なのか？？
肝炎の症状は、全身のだるさ・食欲不振・吐き気・黄疸などですが、症状が軽かったり、無症状のま
ま進行してしまっていることもあります。そのため、症状がなくても感染の有無についての検査が必
要です。

●どんな検査？？どこで受けることができるの？？
感染しているかどうかは血液検査でわかります。採血は短時間で済み、検査結果は数週間でお知らせ
できます。

実施時期や場所などについては、お住まいの区市町村か、最寄りの保健所にお問い合わ
せください。
　 問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4363

　 HP  　　　　　　　　　　　　　　　　   で

　対象外となる18疾病については、経過措置が設けられます。また、新たに対象となる方が障害福祉サー
ビス等を利用するためには、申請手続きが必要です。詳しくは、区市町村の窓口へ。
　 問  区市町村の窓口又は福祉保健局障害者施策推進部計画課　 TEL  03-5320-4324  FAX  03-5388-1413

難病医療費助成制度の対象が拡大されました

７月から障害者総合支援法の対象疾病数が拡大しました

「一生に一度は肝炎ウイルス検査を！」

7月28日は「日本肝炎デー」 7月27日～8月2日は「肝臓週間」

東京都肝炎ウイルス
検診事業キャラクター
「かんぞうくん」

福祉保健 ７月号 5



◆  特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額改定
法令の規定により、平成 27年 4月分から手当額が改定されました。
対　象　特別児童扶養手当及び特別障害者手当等を受給している方
支給額　 特別児童扶養手当 (1級 )49,900円→ 51,100円、同 (2級 )33,230円→ 34,030円、特別

障害者手当26,000円→26,620円、障害児福祉手当及び福祉手当 (経過措置分 )14,140円
→14,480円
問  お住まいの区市町村手当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

◆  ＣＫＤ（慢性腎臓病）重症化予防シンポジウム
日　時　７月 23日（木）16時から 18時まで
会　場　ＳＹＤホール（〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷4-25-2）
内　容　 基調講演「ＣＫＤ（慢性腎臓病）を進行させないためには」ほか
定　員　140人
備　考　参加無料
申込み　電話にて福祉保健局保健政策部疾病対策課へ
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  児童扶養手当の支給額改定
児童扶養手当は平成 27年４月分（８月支給）から支給額が改定されています。
対　象　児童扶養手当を受給している方
支給額　全額支給41,020円→42,000円、一部支給41,010円～9,680円→41,990円～9,910円
問  お住まいの区市町村又は福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL 03-5320-4123

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
日　時　８月２日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　東京都障害者福祉会館（〒108-0014　港区芝５-18-２）
　　　　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
内　容　「若いオストメイトの会（講演・体験発表・グループ討議）」
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL 03-5272-3550
　  又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

◆  障害者及びそのご家族の方に各種相談を無料で実施しています
都内在住の障害者のための相談機関です。法律・年金相談、福祉相談、就労相談等、いずれの相談
も無料です。FAX、メール等での相談もできます。お気軽にご相談ください。
問   東京都障害者社会参加推進センター（〒 162-0823　新宿区神楽河岸１番１号セントラルプラ
ザビル５階　公益社団法人東京都身体障害者団体連合会内）

TEL 03-5261-0729　 FAX  03-3268-7228　 E-mail info@tosinren.or.jp
原則として、月曜日～水曜日・金曜日　10時から 16時まで

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

にこにこエアロビクス　※１ ７月２５日(土)　１１時～１１時５０分 障害児者・介護者 不要

納涼祭　※２ ８月２２日(土) どなたでも 不要

第29回はばたきテニス大会　※３ ９月１９日(土)・２０日(日)
※予備日　９月２１日(月・祝) 障害児者 必要

(申込期間：7/19～8/20)

多
　摩

日曜広場　※４ ７月１９日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

不要リズムタイム　※５ ８月９日（日）１２時～１３時 障害児者・介護者
地域住民

納涼祭　※６ ８月２９日（土）１３時～（予定） 障害児者・介護者
地域住民

※１ リズムのいい音楽に合わせて楽しく身体を動かしましょう！8月を除き、3月まで月に一度開催します。
※２ 年に1回の夏祭り！模擬店、盆踊り、子供向けイベントなどを行います。
※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？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で楽しみます。7月は「ミニ夏祭り」です。
※５ 音楽に合わせて身体を動かしましょう！あなたは何曲マスターできるかな？
※６ 毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥みんなで楽しみましょう！

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/

◆  東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集　～年齢要件が40歳未満になりました～
試験日　１次試験　９月 13日（日）　２次試験　10月 17日（土）・18日（日）
資　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和 51年４月２日～平成６年４月１日生まれの方
採用予定日　平成 28年４月１日
人　員　15人
勤務先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申込み　８月 28日（金）まで（郵送は８月 26日（水）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html
      福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧

◆  医師（保健所医師）等公衆衛生従事者の募集
① 医師 /東京都、特別区、八王子市、町田市の保健所・本庁等（医師免許取得者で臨床研修を修了
した 40歳位までの方）
② 保健師 /神津島村、御蔵島村（上記東京都職員Ⅰ類 B「保健師」の募集とは異なり、各村におい
ての募集となります。）
※詳細は必ず事前にご確認ください。
問  福祉保健局保健政策部保健政策課 TEL  ① 03-5320-4335　② 03-5320-4334

E-mail S0000282@section.metro.tokyo.jp
HP  ① http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/drbosyu2.html
 ② http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/tousyobosyuu_
 　 2014_04_07.html
 ① 福祉保健局トップページ➡福祉保健局について➡組織・業務案内➡保健政策部➡保健政策課➡保健政
  策課からのお知らせ➡－公衆衛生医師（保健所医師）募集案内－
 ② 福祉保健局トップページ➡福祉保健局について➡組織・業務案内➡保健政策部➡保健政策課➡保健政
  策課からのお知らせ➡島しょ町村における公衆衛生従事者の募集について

福祉保健 ７月号6



◆  特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額改定
法令の規定により、平成 27年 4月分から手当額が改定されました。
対　象　特別児童扶養手当及び特別障害者手当等を受給している方
支給額　 特別児童扶養手当 (1級 )49,900円→ 51,100円、同 (2級 )33,230円→ 34,030円、特別

障害者手当26,000円→26,620円、障害児福祉手当及び福祉手当 (経過措置分 )14,140円
→14,480円
問  お住まいの区市町村手当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

◆  ＣＫＤ（慢性腎臓病）重症化予防シンポジウム
日　時　７月 23日（木）16時から 18時まで
会　場　ＳＹＤホール（〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷4-25-2）
内　容　 基調講演「ＣＫＤ（慢性腎臓病）を進行させないためには」ほか
定　員　140人
備　考　参加無料
申込み　電話にて福祉保健局保健政策部疾病対策課へ
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  児童扶養手当の支給額改定
児童扶養手当は平成 27年４月分（８月支給）から支給額が改定されています。
対　象　児童扶養手当を受給している方
支給額　全額支給41,020円→42,000円、一部支給41,010円～9,680円→41,990円～9,910円
問  お住まいの区市町村又は福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL 03-5320-4123

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
日　時　８月２日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　東京都障害者福祉会館（〒108-0014　港区芝５-18-２）
　　　　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
内　容　「若いオストメイトの会（講演・体験発表・グループ討議）」
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL 03-5272-3550
　  又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

◆  障害者及びそのご家族の方に各種相談を無料で実施しています
都内在住の障害者のための相談機関です。法律・年金相談、福祉相談、就労相談等、いずれの相談
も無料です。FAX、メール等での相談もできます。お気軽にご相談ください。
問   東京都障害者社会参加推進センター（〒 162-0823　新宿区神楽河岸１番１号セントラルプラ
ザビル５階　公益社団法人東京都身体障害者団体連合会内）

TEL 03-5261-0729　 FAX  03-3268-7228　 E-mail info@tosinren.or.jp
原則として、月曜日～水曜日・金曜日　10時から 16時まで

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

にこにこエアロビクス　※１ ７月２５日(土)　１１時～１１時５０分 障害児者・介護者 不要

納涼祭　※２ ８月２２日(土) どなたでも 不要

第29回はばたきテニス大会　※３ ９月１９日(土)・２０日(日)
※予備日　９月２１日(月・祝) 障害児者 必要

(申込期間：7/19～8/20)

多
　摩

日曜広場　※４ ７月１９日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

不要リズムタイム　※５ ８月９日（日）１２時～１３時 障害児者・介護者
地域住民

納涼祭　※６ ８月２９日（土）１３時～（予定） 障害児者・介護者
地域住民

※１ リズムのいい音楽に合わせて楽しく身体を動かしましょう！8月を除き、3月まで月に一度開催します。
※２ 年に1回の夏祭り！模擬店、盆踊り、子供向けイベントなどを行います。
※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？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で楽しみます。7月は「ミニ夏祭り」です。
※５ 音楽に合わせて身体を動かしましょう！あなたは何曲マスターできるかな？
※６ 毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥みんなで楽しみましょう！

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/

◆  東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集　～年齢要件が40歳未満になりました～
試験日　１次試験　９月 13日（日）　２次試験　10月 17日（土）・18日（日）
資　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和 51年４月２日～平成６年４月１日生まれの方
採用予定日　平成 28年４月１日
人　員　15人
勤務先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申込み　８月 28日（金）まで（郵送は８月 26日（水）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html
      福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧

◆  医師（保健所医師）等公衆衛生従事者の募集
① 医師 /東京都、特別区、八王子市、町田市の保健所・本庁等（医師免許取得者で臨床研修を修了
した 40歳位までの方）
② 保健師 /神津島村、御蔵島村（上記東京都職員Ⅰ類 B「保健師」の募集とは異なり、各村におい
ての募集となります。）
※詳細は必ず事前にご確認ください。
問  福祉保健局保健政策部保健政策課 TEL  ① 03-5320-4335　② 03-5320-4334

E-mail S0000282@section.metro.tokyo.jp
HP  ① http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/drbosyu2.html
 ② http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/tousyobosyuu_
 　 2014_04_07.html
 ① 福祉保健局トップページ➡福祉保健局について➡組織・業務案内➡保健政策部➡保健政策課➡保健政
  策課からのお知らせ➡－公衆衛生医師（保健所医師）募集案内－
 ② 福祉保健局トップページ➡福祉保健局について➡組織・業務案内➡保健政策部➡保健政策課➡保健政
  策課からのお知らせ➡島しょ町村における公衆衛生従事者の募集について
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◆  特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額改定
法令の規定により、平成 27年 4月分から手当額が改定されました。
対　象　特別児童扶養手当及び特別障害者手当等を受給している方
支給額　 特別児童扶養手当 (1級 )49,900円→ 51,100円、同 (2級 )33,230円→ 34,030円、特別

障害者手当26,000円→26,620円、障害児福祉手当及び福祉手当 (経過措置分 )14,140円
→14,480円
問  お住まいの区市町村手当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

◆  ＣＫＤ（慢性腎臓病）重症化予防シンポジウム
日　時　７月 23日（木）16時から 18時まで
会　場　ＳＹＤホール（〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷4-25-2）
内　容　 基調講演「ＣＫＤ（慢性腎臓病）を進行させないためには」ほか
定　員　140人
備　考　参加無料
申込み　電話にて福祉保健局保健政策部疾病対策課へ
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4471

◆  児童扶養手当の支給額改定
児童扶養手当は平成 27年４月分（８月支給）から支給額が改定されています。
対　象　児童扶養手当を受給している方
支給額　全額支給41,020円→42,000円、一部支給41,010円～9,680円→41,990円～9,910円
問  お住まいの区市町村又は福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL 03-5320-4123

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
日　時　８月２日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　東京都障害者福祉会館（〒108-0014　港区芝５-18-２）
　　　　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
内　容　「若いオストメイトの会（講演・体験発表・グループ討議）」
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL 03-5272-3550
　  又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

◆  障害者及びそのご家族の方に各種相談を無料で実施しています
都内在住の障害者のための相談機関です。法律・年金相談、福祉相談、就労相談等、いずれの相談
も無料です。FAX、メール等での相談もできます。お気軽にご相談ください。
問   東京都障害者社会参加推進センター（〒 162-0823　新宿区神楽河岸１番１号セントラルプラ
ザビル５階　公益社団法人東京都身体障害者団体連合会内）

TEL 03-5261-0729　 FAX  03-3268-7228　 E-mail info@tosinren.or.jp
原則として、月曜日～水曜日・金曜日　10時から 16時まで

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

にこにこエアロビクス　※１ ７月２５日(土)　１１時～１１時５０分 障害児者・介護者 不要

納涼祭　※２ ８月２２日(土) どなたでも 不要

第29回はばたきテニス大会　※３ ９月１９日(土)・２０日(日)
※予備日　９月２１日(月・祝) 障害児者 必要

(申込期間：7/19～8/20)

多
　摩

日曜広場　※４ ７月１９日（日）１３時～１５時 障害児者・介護者
地域住民

不要リズムタイム　※５ ８月９日（日）１２時～１３時 障害児者・介護者
地域住民

納涼祭　※６ ８月２９日（土）１３時～（予定） 障害児者・介護者
地域住民

※１ リズムのいい音楽に合わせて楽しく身体を動かしましょう！8月を除き、3月まで月に一度開催します。
※２ 年に1回の夏祭り！模擬店、盆踊り、子供向けイベントなどを行います。
※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？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で楽しみます。7月は「ミニ夏祭り」です。
※５ 音楽に合わせて身体を動かしましょう！あなたは何曲マスターできるかな？
※６ 毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥みんなで楽しみましょう！

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/

◆  東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集　～年齢要件が40歳未満になりました～
試験日　１次試験　９月 13日（日）　２次試験　10月 17日（土）・18日（日）
資　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和 51年４月２日～平成６年４月１日生まれの方
採用予定日　平成 28年４月１日
人　員　15人
勤務先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申込み　８月 28日（金）まで（郵送は８月 26日（水）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html
      福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧

◆  医師（保健所医師）等公衆衛生従事者の募集
① 医師 /東京都、特別区、八王子市、町田市の保健所・本庁等（医師免許取得者で臨床研修を修了
した 40歳位までの方）
② 保健師 /神津島村、御蔵島村（上記東京都職員Ⅰ類 B「保健師」の募集とは異なり、各村におい
ての募集となります。）
※詳細は必ず事前にご確認ください。
問  福祉保健局保健政策部保健政策課 TEL  ① 03-5320-4335　② 03-5320-4334

E-mail S0000282@section.metro.tokyo.jp
HP  ① http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/drbosyu2.html
 ② http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/tousyobosyuu_
 　 2014_04_07.html
 ① 福祉保健局トップページ➡福祉保健局について➡組織・業務案内➡保健政策部➡保健政策課➡保健政
  策課からのお知らせ➡－公衆衛生医師（保健所医師）募集案内－
 ② 福祉保健局トップページ➡福祉保健局について➡組織・業務案内➡保健政策部➡保健政策課➡保健政
  策課からのお知らせ➡島しょ町村における公衆衛生従事者の募集について
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4日 都医学研都民講座（第2回）「マウスと日本人」
10日 健康安全研究センター感染症媒介蚊対策講習会「今から始める　デング熱対策」
11日 ふれあいナースバンク再就職相談会（第1回）

難病医療相談会
13日 難病・重度障害者コミュニケーション支援講座（第1回）
14日 日本肝臓学会・東京都肝疾患診療連携拠点病院市民公開講座「肝臓病を克服する」
19日 ふれあいナースバンク再就職相談会（第2回）

ハンセン病普及啓発行事　映画『ふたたびswing me again』上映会
20日 肝炎市民公開講座「内服薬のみで治癒するC型慢性肝炎・肝硬変の治療の実際～市販後500症例の治療効果と問題点～」
23日 日本生命財団　目録贈呈式
25日 母子保健研修（第2回）「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～」
27日 「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
28日 難病医療講演会

６
月
の
動
き

　危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤と同様に身体への悪影響がある大変危険な薬物です。
　都では、立入調査を徹底的に行うとともに、速やかに知事指定薬物に指定するなど、危険ドラッグの撲滅に向
けて取締や規制を強化しています。
　この度、危険ドラッグをはじめとした薬物乱用の根絶を広く都民に訴えるため、人気アニメ『進撃の巨人』と
タイアップした啓発動画・ポスターを作成し、乱用防止啓発キャンペーンを実施しています。
　啓発動画は、ＪＲトレインチャンネルでは 6月 29日（月）から、アルタビジョン新宿などの街頭ビジョンで
は 6月 27日（土）から、それぞれ１週間、放映しました。
　キャンペーンの具体的内容及び今後の啓発動画の放映スケジュールは以下のとおりです。

問  福祉保健局健康安全部薬務課　 TEL 03-5320-4505

　『進撃の巨人』著者の諫
いさやま
山 創

はじめ
さん監修の元、原画を書き起こしていただい

た登場人物たちが、危険ドラッグ乱用防止を強く訴えます。

○進撃の巨人とは
諫
いさやま
山 創

はじめ
氏による漫画作品で、講談社による『別冊少年マガジン』において、

2009年 10月号から現在まで連載中の人気漫画です。

啓発動画とポスターは、東京都ホームページ「みんなで知ろう危険ドラッ
グホームページ」にも掲載しています。
URL  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/no_drugs/

●啓発動画
　・新宿駅西口地下広場デジタルサイネージや YouTube などで動画放映
●ポスター
　・都内の大学、短大、専門学校、自動車教習所等に掲示

『進撃の巨人』とタイアップ

～乱用防止啓発キャンペーン～

啓発ポスター

【啓発動画放映スケジュール】

放映媒体 放映場所 放映時間
Google True View YouTube 動画放映前広告 ～　平成 27年 ８ 月 ７ 日（金）
デジタルサイネージ 新宿駅西口地下広場 ～　平成 27年 ７ 月 31日（金）
YouTube 東京都チャンネル

～　平成 29年 ３ 月 31日（金）
ウェブサイト 東京都ホームページ

「みんなで知ろう危険ドラッグ」

危険ドラッグと闘おう！


