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　11 月８日（日）、首都大学東京南大沢キャンパスに
おいて、「ＴＯＫＹＯ手話カレッジ」を開催しました。
　このイベントは、2020 年東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて、聴覚障害者が安心して東京
を訪れることができるよう、東京都と首都大学東京、
ＮＥＣが協働で、手話及び聴覚障害についての理解
と関心を深めることを目的として、今年初めて開催
したものです。
　当日は、学生を中心に、約 500 名が参加し、学生手
話サークルによるステージ発表や、「聞こえない」こ
とについて考える学生参加型ワークショップ、春香
クリスティーンさんと佐野ひなこさんのトークセッ
ションや、ＨＡＮＤＳＩＧＮさんの手話ダンスパ
フォーマンスなど多彩な内容で、参加者が聴覚障害や手話についての理解を深めることができました。

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。



　昨年度、都内の児童相談所が対応した虐待の件数は 7,814 件で、この 10年間で 2.5 倍を超える件
数となっています。次世代を担う子供たちが健やかに育つため、絶対にあってはならない児童虐待。
しかし、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を断ちません。
　都では、児童虐待防止推進月間の 11月を中心に、オレンジリボンによる普及啓発に加え、児童虐
待防止に係る普及啓発キャラクター「OSEKKAI くん」を活用し、区市町村、医療機関、学校・教育機関、
警察等の関係機関と協力し、様々な児童虐待防止の普及啓発活動に取り組みます。

●「東京ＯＳＥＫＫＡＩ化計画」の推進
　「東京ＯＳＥＫＫＡＩ化計画」とは、地域社会の連帯感、優しく温かく親子を見守るという、新しい言葉・行動
（ＯＳＥＫＫＡＩ）を東京都民一人ひとりに浸透させ、すべての人が「ＯＳＥＫＫＡＩ」となり、親子を見守り、
児童虐待を防止する計画です。
※  OSEKKAI　で検索
　東京OSEKKAI化計画ホームページ
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/osekkai/

福祉保健局少子社会対策部家庭支援課問 03-5320-4127TEL

●推進月間における主な普及啓発活動
１　車内広報
　　都営地下鉄（浅草線、三田線、新宿線、大江戸線）、日暮里・舎人ライナー、都バスの各全車両内に
OSEKKAIくんポスターを掲出

２　児童虐待防止アニメ動画の配信
　　東京都の公式YouTube動画サイトへ掲載
３　Xリーグ決勝戦の試合会場で、児童虐待防止啓発のグッズを配布
　　日時　平成27年12月14日（月）
　　　　　　　会場　東京ドーム
　　　　　　　主催　一般社団法人　日本社会人アメリカンフットボール協会
　　　　　　　グッズの配布は17時頃から会場入口にて行います。
　　　　　　　※試合観戦には別途チケットが必要です。（19時試合開始）

日本社会人アメリカン
フットボールの選手は、
ヘルメットにオレンジリ
ボンシールを貼付してい
ます。

11月は児童虐待防止推進月間です特集

◎OSEKKAIくんとは…
　児童虐待防止に係る普及啓発キャラクター。
優しく、温かく、親子を見守り、都民すべての人を
OSEKKAI化することを夢見ています。

「虐待かな」と思ったら迷わず、
児童相談所全国共通ダイヤル
189へ1 8 9☎

いち はや く
児童相談所
全国共通
ダイヤル

子育ての悩みや困っていることについての相談は、
お住まいの区市町村の子供家庭支援センターへ

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室
に拘束するなど。

子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど。

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連
れていかないなど。

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力をふるう（ドメス
ティック・バイオレンス：ＤＶ）など。

身体的虐待

性 的 虐 待

ネグレクト

心理的虐待

児童虐待とは…。

あなたの周りに、こんな子供はいませんか

子供を虐待から守るために

□いつも子供の泣き叫ぶ声が聞こえる □衣服や身体が極端に汚れている
□不自然な外傷が見られる □表情が乏しく元気がない
□家に帰りたがらない □おどおどした態度で大人を避けようとする
□落ち着きがなく情緒不安定である □理由もなく、保育園や学校を休みがちである

「虐待かな？　他人のことだから…。」そんなこと言わず
ＯＳＥＫＫＡＩをしてください。
いい意味での社会の連帯感、優しく親子を接し見守るという、
優しい言葉「ＯＳＥＫＫＡＩ」。
あなたの日頃からの温かいまなざしと、励ましの言葉で、
子供が救われることがあるのです。

　12月１日の「世界エイズデー」を中心とした11月16日から12月15日までは、東京都エイズ予防月間です。
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、また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人で、前年より45人増加し、過去最多となりました。
　エイズは、発症するまでに自覚症状がないことから感染に気づきにくい病気です。予防することや、
HIV検査を受けて早く知り、適切な治療を行うことが大変重要です。

①講演会　「働く世代に多いＨＩＶ／エイズ～誰もが働きやすい職場とは～」
　12月３日（木）19時から21時まで、会場 コンファレンススクエア エムプラス（丸の内）
　申込みは11月26日（木）（消印有効）までに、はがき・FAXか電子申請（QRコード）で。
②啓発ライブイベント“Words of Love”～Let’s talk about HIV/AIDS～
　 MCは、お笑い芸人ハイキングウォーキングさん！ゲストは空想委員会さん、
SISSYさん
　 11月20日（金）19時から21時まで、会場 KINGSX TOKYO(池袋)、ライブの
様子をユーストリームで生配信！！申込みの詳細は、番組ホームページにて。
過去の放送分もアーカイブでご覧になることができます。
　 HP  http://www.wordsofl ove.jp/
③東京都庁のライトアップ
　 11月28日（土）から12月15日（火）まで、都庁を赤くライトアップして
ＨＩＶ/エイズへの理解と支援を呼びかけます。
④池袋エイズフェス‘15
　 11月23日（月・祝日）11時から16時まで、会場 中池袋公園、ブース展示や舞台でのパフォーマンス
等、エイズ予防啓発を目的とした野外イベントを実施します。是非お越しください。
⑤都庁舎のパネル展示
　 11月16日（月）から11月20日（金）まで、都庁第一本庁舎1階アートワークにてエイズ予防啓発の
パネルを展示します。

  月間中は、検査・相談体制を拡充しています！！（匿名・無料）
○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） 　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターネット予約ができます→
（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）

  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！！
　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

平成27年度東京都エイズ予防月間テーマ  はじめよう「カンケーない」との関係。

※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/

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

イベント情報

検査・相談について

http://www.tmsk.jp
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11月は児童虐待防止推進月間です特集
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あなたの周りに、こんな子供はいませんか

子供を虐待から守るために
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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

イベント情報

検査・相談について

http://www.tmsk.jp
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～11月14日は世界糖尿病デー～
今日から始めよう！糖尿病予防

あと10分歩こう・野菜のメニューを選ぼうキャンペーンを行いました！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356　 FAX  03-5388-1427

　糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度（血糖値）が高い状態が続く病気で
す。40歳から74歳までの都民の３人に１人は、糖尿病を発症しているかその
予備群です。
　初期には自覚症状はほとんどないため、高血糖状態を放置していると血管
への障害が進行し、腎症、網膜症、神経障害から、人工透析、失明、下肢切断
等の深刻な合併症を引き起こします。糖尿病予防のために、食生活を整え、
体を動かし、ストレスをためないようにするなど、正しい生活習慣を実践しましょう。また、定期的に健康診
断を受け、血糖値が高いと言われたらすぐに医療機関を受診し、糖尿病と診断されたら、医師の指示に従い
血糖値をコントロールすることが大切です。
　糖尿病に対する意識を高め、より多くの人に予防を心がけてもらうため、東京都では毎年11月14日の世界
糖尿病デーに合わせて取組を行っています。今年度は糖尿病予防の啓発動画を作成しましたので、是非ご活
用ください。

　10月19日（月）から11月１日（日）まで、「ケンコウデスカマン」が野菜摂取量及び身体活動量の増加を
呼びかけるキャンペーンを実施しました。１日当たりの歩数の目標は8,000歩ですが、都民は平均で１日約
1,000歩（約10分）不足しており、また、１日当たりの野菜摂取の目標は350ｇ以上ですが、都民は平均で１
日約70ｇ（約一皿分）不足しています。
　身体活動量の増加については、公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会と連携した、JR東日本新宿駅
東口改札外階段ステップでの広告掲出、野菜摂取量の増加については、日本フランチャイズチェーン協会、
日本チェーンストア協会関東支部等と連携し、都内のコンビニエンスストアやスーパーマーケットにおいて
ポップ掲出などを行い、目標達成に向けた取組を促しました。

■予防啓発動画「他人事（ひとごと）じゃない！～今日から始めよう！糖尿病予防～」
　レポーターの阿部祐二さんを進行役に、ミニドラマ形式で糖尿病を予防
する生活習慣を紹介します。
　・Youtube東京都チャンネル　http://www.youtube.com/tokyo/
　※ とうきょう健康ステーション（http://www.fukushihoken.metro.
tokyo.jp/kensui/）にも、動画へのリンクを掲載しています。

階段ステップ広告

コンビニ掲出ポップ

スーパー掲出ポップ

　東京都では、都内の小学4年生から高校生までを対象に、たばこによる健康影響について、児童・生徒が正し
い知識を身に付け、自ら考え、家族や友人と話し合っていただくことを目的として、ポスターコンクールを開催
しました。今年は2,223点の応募があり、入賞作品はパネル展示やホームページへの掲載などにより、未成年者
喫煙防止の普及啓発に活用していきます。

日時　11月27日（金）16時30分から17時30分まで
会場　都庁第一本庁舎５階　レセプションホール

入賞作品を、福祉保健局ホームページ「とうきょう
健康ステーション」で紹介しています。
トップ⇒生活習慣の改善⇒喫煙⇒未成年者の喫煙防
止⇒未成年者喫煙防止ポスターコンクール
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html)

期間　11月30日(月)から12月4日(金)正午まで
会場　都庁第一本庁舎1階　中央スペース

未成年者喫煙防止ポスターコンクール　入賞作品の決定！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356　 FAX  03-5388-1427

表彰式の開催 ホームページへの掲載

パネル展示

部 学校名 学年 氏名 作品

小学生の部
江東区立川南小学校
八王子市立松が谷小学校
江戸川区立篠崎第四小学校

６年
６年
４年

赤松　璃奈
増谷　未帆
小川　空人

吸いません　その一言
ＮＯ！！たばこ　私は吸わない
どんな時でもぼくは吸わない

中学生の部
足立区立第十中学校
足立区立第十中学校
練馬区立谷原中学校

２年
３年
２年

大川　結菜
佐藤　桃子
小島　百夏

自分の体のために
吸わない自分　最高にいいね
誘惑に負けない

高校生の部
東京都立総合工科高等学校
東京都立工芸高等学校
東京都立小平高等学校

２年
３年
３年

伊藤　謙心
鶴野　寿麻
栗原　琴美

吸うもんか！
私達は、ゼッタイ吸わない
私は吸わない。

優秀賞（敬称略）

最優秀賞

小学生の部 中学生の部 高校生の部

小平市立小平第八小学校６年
渡部　愛咲 さん

足立区立第十中学校１年
田口　瞳 さん

東京都立工芸高等学校２年
鈴木　力 さん

福祉保健 11 月号4



～11月14日は世界糖尿病デー～
今日から始めよう！糖尿病予防

あと10分歩こう・野菜のメニューを選ぼうキャンペーンを行いました！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356　 FAX  03-5388-1427

　糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度（血糖値）が高い状態が続く病気で
す。40歳から74歳までの都民の３人に１人は、糖尿病を発症しているかその
予備群です。
　初期には自覚症状はほとんどないため、高血糖状態を放置していると血管
への障害が進行し、腎症、網膜症、神経障害から、人工透析、失明、下肢切断
等の深刻な合併症を引き起こします。糖尿病予防のために、食生活を整え、
体を動かし、ストレスをためないようにするなど、正しい生活習慣を実践しましょう。また、定期的に健康診
断を受け、血糖値が高いと言われたらすぐに医療機関を受診し、糖尿病と診断されたら、医師の指示に従い
血糖値をコントロールすることが大切です。
　糖尿病に対する意識を高め、より多くの人に予防を心がけてもらうため、東京都では毎年11月14日の世界
糖尿病デーに合わせて取組を行っています。今年度は糖尿病予防の啓発動画を作成しましたので、是非ご活
用ください。

　10月19日（月）から11月１日（日）まで、「ケンコウデスカマン」が野菜摂取量及び身体活動量の増加を
呼びかけるキャンペーンを実施しました。１日当たりの歩数の目標は8,000歩ですが、都民は平均で１日約
1,000歩（約10分）不足しており、また、１日当たりの野菜摂取の目標は350ｇ以上ですが、都民は平均で１
日約70ｇ（約一皿分）不足しています。
　身体活動量の増加については、公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会と連携した、JR東日本新宿駅
東口改札外階段ステップでの広告掲出、野菜摂取量の増加については、日本フランチャイズチェーン協会、
日本チェーンストア協会関東支部等と連携し、都内のコンビニエンスストアやスーパーマーケットにおいて
ポップ掲出などを行い、目標達成に向けた取組を促しました。

■予防啓発動画「他人事（ひとごと）じゃない！～今日から始めよう！糖尿病予防～」
　レポーターの阿部祐二さんを進行役に、ミニドラマ形式で糖尿病を予防
する生活習慣を紹介します。
　・Youtube東京都チャンネル　http://www.youtube.com/tokyo/
　※ とうきょう健康ステーション（http://www.fukushihoken.metro.
tokyo.jp/kensui/）にも、動画へのリンクを掲載しています。

階段ステップ広告

コンビニ掲出ポップ

スーパー掲出ポップ

　東京都では、都内の小学4年生から高校生までを対象に、たばこによる健康影響について、児童・生徒が正し
い知識を身に付け、自ら考え、家族や友人と話し合っていただくことを目的として、ポスターコンクールを開催
しました。今年は2,223点の応募があり、入賞作品はパネル展示やホームページへの掲載などにより、未成年者
喫煙防止の普及啓発に活用していきます。

日時　11月27日（金）16時30分から17時30分まで
会場　都庁第一本庁舎５階　レセプションホール

入賞作品を、福祉保健局ホームページ「とうきょう
健康ステーション」で紹介しています。
トップ⇒生活習慣の改善⇒喫煙⇒未成年者の喫煙防
止⇒未成年者喫煙防止ポスターコンクール
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html)

期間　11月30日(月)から12月4日(金)正午まで
会場　都庁第一本庁舎1階　中央スペース

未成年者喫煙防止ポスターコンクール　入賞作品の決定！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356　 FAX  03-5388-1427

表彰式の開催 ホームページへの掲載

パネル展示

部 学校名 学年 氏名 作品

小学生の部
江東区立川南小学校
八王子市立松が谷小学校
江戸川区立篠崎第四小学校

６年
６年
４年

赤松　璃奈
増谷　未帆
小川　空人

吸いません　その一言
ＮＯ！！たばこ　私は吸わない
どんな時でもぼくは吸わない

中学生の部
足立区立第十中学校
足立区立第十中学校
練馬区立谷原中学校

２年
３年
２年

大川　結菜
佐藤　桃子
小島　百夏

自分の体のために
吸わない自分　最高にいいね
誘惑に負けない

高校生の部
東京都立総合工科高等学校
東京都立工芸高等学校
東京都立小平高等学校

２年
３年
３年

伊藤　謙心
鶴野　寿麻
栗原　琴美

吸うもんか！
私達は、ゼッタイ吸わない
私は吸わない。

優秀賞（敬称略）

最優秀賞

小学生の部 中学生の部 高校生の部

小平市立小平第八小学校６年
渡部　愛咲 さん

足立区立第十中学校１年
田口　瞳 さん

東京都立工芸高等学校２年
鈴木　力 さん

福祉保健 11 月号4

～11月14日は世界糖尿病デー～
今日から始めよう！糖尿病予防

あと10分歩こう・野菜のメニューを選ぼうキャンペーンを行いました！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356　 FAX  03-5388-1427

　糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度（血糖値）が高い状態が続く病気で
す。40歳から74歳までの都民の３人に１人は、糖尿病を発症しているかその
予備群です。
　初期には自覚症状はほとんどないため、高血糖状態を放置していると血管
への障害が進行し、腎症、網膜症、神経障害から、人工透析、失明、下肢切断
等の深刻な合併症を引き起こします。糖尿病予防のために、食生活を整え、
体を動かし、ストレスをためないようにするなど、正しい生活習慣を実践しましょう。また、定期的に健康診
断を受け、血糖値が高いと言われたらすぐに医療機関を受診し、糖尿病と診断されたら、医師の指示に従い
血糖値をコントロールすることが大切です。
　糖尿病に対する意識を高め、より多くの人に予防を心がけてもらうため、東京都では毎年11月14日の世界
糖尿病デーに合わせて取組を行っています。今年度は糖尿病予防の啓発動画を作成しましたので、是非ご活
用ください。

　10月19日（月）から11月１日（日）まで、「ケンコウデスカマン」が野菜摂取量及び身体活動量の増加を
呼びかけるキャンペーンを実施しました。１日当たりの歩数の目標は8,000歩ですが、都民は平均で１日約
1,000歩（約10分）不足しており、また、１日当たりの野菜摂取の目標は350ｇ以上ですが、都民は平均で１
日約70ｇ（約一皿分）不足しています。
　身体活動量の増加については、公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会と連携した、JR東日本新宿駅
東口改札外階段ステップでの広告掲出、野菜摂取量の増加については、日本フランチャイズチェーン協会、
日本チェーンストア協会関東支部等と連携し、都内のコンビニエンスストアやスーパーマーケットにおいて
ポップ掲出などを行い、目標達成に向けた取組を促しました。

■予防啓発動画「他人事（ひとごと）じゃない！～今日から始めよう！糖尿病予防～」
　レポーターの阿部祐二さんを進行役に、ミニドラマ形式で糖尿病を予防
する生活習慣を紹介します。
　・Youtube東京都チャンネル　http://www.youtube.com/tokyo/
　※ とうきょう健康ステーション（http://www.fukushihoken.metro.
tokyo.jp/kensui/）にも、動画へのリンクを掲載しています。

階段ステップ広告

コンビニ掲出ポップ

スーパー掲出ポップ

　東京都では、都内の小学4年生から高校生までを対象に、たばこによる健康影響について、児童・生徒が正し
い知識を身に付け、自ら考え、家族や友人と話し合っていただくことを目的として、ポスターコンクールを開催
しました。今年は2,223点の応募があり、入賞作品はパネル展示やホームページへの掲載などにより、未成年者
喫煙防止の普及啓発に活用していきます。

日時　11月27日（金）16時30分から17時30分まで
会場　都庁第一本庁舎５階　レセプションホール

入賞作品を、福祉保健局ホームページ「とうきょう
健康ステーション」で紹介しています。
トップ⇒生活習慣の改善⇒喫煙⇒未成年者の喫煙防
止⇒未成年者喫煙防止ポスターコンクール
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html)

期間　11月30日(月)から12月4日(金)正午まで
会場　都庁第一本庁舎1階　中央スペース

未成年者喫煙防止ポスターコンクール　入賞作品の決定！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4356　 FAX  03-5388-1427

表彰式の開催 ホームページへの掲載

パネル展示

部 学校名 学年 氏名 作品

小学生の部
江東区立川南小学校
八王子市立松が谷小学校
江戸川区立篠崎第四小学校

６年
６年
４年

赤松　璃奈
増谷　未帆
小川　空人

吸いません　その一言
ＮＯ！！たばこ　私は吸わない
どんな時でもぼくは吸わない

中学生の部
足立区立第十中学校
足立区立第十中学校
練馬区立谷原中学校

２年
３年
２年

大川　結菜
佐藤　桃子
小島　百夏

自分の体のために
吸わない自分　最高にいいね
誘惑に負けない

高校生の部
東京都立総合工科高等学校
東京都立工芸高等学校
東京都立小平高等学校

２年
３年
３年

伊藤　謙心
鶴野　寿麻
栗原　琴美

吸うもんか！
私達は、ゼッタイ吸わない
私は吸わない。

優秀賞（敬称略）

最優秀賞

小学生の部 中学生の部 高校生の部

小平市立小平第八小学校６年
渡部　愛咲 さん

足立区立第十中学校１年
田口　瞳 さん

東京都立工芸高等学校２年
鈴木　力 さん
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◆  東京都自立支援協議会セミナー（第20回東京都障害者福祉交流セミナー）
題　名　「求む！こんな支援者」 －障害者（児）相談支援充実のために－
日　時　12月 11日（金）13時 30分から 16時 30分まで（受付は 12時 30分から）
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　500人（応募多数の場合は抽選）
内　容　 障害者総合支援法における相談支援のしくみや人材についての課題や取組について、東京都

自立支援協議会本会議の検討等を踏まえ、話題提供及び対談を実施し、情報発信を行います。
　　　　話題提供：元相談支援従事者現任研修検討委員　
　　　　　　　　　今村　まゆら氏（ＮＰＯ狛江さつき会　地域生活支援センターリヒト）
　　　　　　　　　福田　暁子氏（武蔵野市地域自立支援協議会　障害当事者部会会長）
　　　　　　　　　東京都自立支援協議会副会長　高沢　勝美氏（（社福）武蔵野統括施設長）
　　　　対　　談：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室 
　　　　　　　　　相談支援専門官　鈴木　智敦氏
　　　　　　　　　東京都自立支援協議会会長 沖倉　智美氏（大正大学人間学部社会福祉学科教授）
申込み　11月 26日（木）までに、所定の申込書（ホームページで入手）を FAXでお送りください。
問  心身障害者福祉センター地域支援課　 TEL  03-3203-6141　 FAX  03-3203-9742
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/jiritsushienkyougikai/27nendo/27seminar.html

◆  脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム
日　時　12月 12日（土）14時から
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　400人（応募多数の場合は抽選）
講　師　テレビ東京アナウンサー大橋未歩氏ほか
申込み　 11 月 25 日（水）（消印有効）までに往復はがき、ファックス又は電子メールに催し名

· 住所 · 氏名（ふりがな）· 年齢・電話・ファックス番号・メールアドレスを書き、〒 107-
0062　東京都港区南青山４- １-11 脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム エ
イアンドエー株式会社内事務局　 TEL  03-5775-3828　 FAX  03-5775-3829  電子メール
event@a-a.co.jp へ

問  福祉保健局医療政策部医療政策課　 TEL  03-5320-4417　 FAX  03-5388-1436

◆  東京都健康安全研究センター公開セミナーを開催します！
日　時　11月 27日（金）13時 30分から 16時 30分まで（開場 13時）
会　場　健康安全研究センター
定　員　100名（当日先着順・事前申込不要）
内　容　 当センターで取り組んでいる研究の中から次の３つをテーマに分かりやすく解説します。

①蚊が運ぶウイルス感染症にご用心！～デング熱を中心に～②お菓子やホット
ケーキミックスなどに含まれるアルミニウムのお話③医療機器の品質を守るため
に！講演後、展示見学を実施します。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　
TEL  03-5937-1089　 FAX  03-5386-7427

お知らせ
◆  在宅生活を支える「訪問看護」を知ろう！
　訪問看護の実際やその魅力を伝える「訪問看護フェスティバル」を開催します。
日　時　１月16日（土）10時から15時30分まで
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　600人（都民、看護職ほか、どなたでも）
内　容　特別講演「ひとりひとりが主役の社会　母に歌った子守歌」／落合恵子氏（作家）
　　　　現役訪問看護師達によるリレートーク「始めてよかった訪問看護」
　　　　多職種による公開座談会「頼りにしてます！訪問看護」
　　　　介護用品等展示、訪問看護の紹介、介護相談・訪問看護就業相談等
申込み　東京都看護協会ホームページから　 TEL  03-5229-1281
問  福祉保健局高齢社会対策部介護保険課　 TEL  03-5320-4267
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/houkan/houkanfes.html

◆  学んで、感じて、好きになる！「フクシの魅力☆発見セミナー」を開催します！
　都内の介護福祉士等養成施設で、福祉の仕事の魅力等を伝えるセミナーを開催します。
内　　容 ①福祉に関する講演会
 ②福祉・介護体験等－車椅子体験やガイドヘルプ体験、とろみ食の試食を予定
 ③説明会・相談会－今からできる福祉の仕事の紹介や資格取得方法等
日時・会場 平成 27年 11月 29日（日）13時から 15時まで
 東京医療秘書福祉専門学校（文京区本郷３-23-16）
 ※上記以降は平成 28年２月に実施予定有
対　　象  福祉の仕事や社会・地域貢献活動等に興味・関心を持つ方。なお、中高生向けは別途開催

します。
参加方法 参加無料。参加希望の方は直接会場へお越しください（当日先着順 40人）。
詳　　細 詳細については、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/20150903hakken1.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

◆  統計調査

国民の暮らしを見つめ、よりよい社会実現するために、
総務省統計局・東京都では、さまざまな統計調査を定期的に行っています。

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551

◆  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

みんなで卓球　※１ １１月２１日（土）１０時～１２時 障害児者・家族等
地域住民 不要

障害者週間記念事業
「ハートスポーツフェスタ」　※２

１２月６日（日）
※北区滝野川体育館にて開催 どなたでも 不要

チャレンジスポーツ
（変形性股関節症のトレーニング）　※３ １２月１７日（木）１３時～１５時 変形性股関節症の方 必要

（申込期間：11/5～11/26）

多
　摩

リズムタイム　※４ １２月１２日（土）１２時～１３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 １２月１４日（月）１８時３０分～２０時30分

障害者週間記念事業　※６ １２月２０日（日）　９時～１７時
※１ ゲームを通じて、みんなで交流しながら、スキルアップを目指します。
※２ 地域のみなさんと一緒に、卓球・バドミントンなど様々なスポーツの体験や、お菓子のつかみ取りなど盛りだくさんのイベントです。
※３  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。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 体育館でリズムに合わせて身体を動かしましょう！何曲マスターできるかな？
※５ ゲームを通じて、交流を深めながら、皆さまの要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。（協力：多摩バドミントンクラブ）
※６ どなたでも楽しめるイベントが盛りだくさん！家族・友達を誘ってみんなで楽しい時間を過ごしませんか？

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/
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◆  東京都自立支援協議会セミナー（第20回東京都障害者福祉交流セミナー）
題　名　「求む！こんな支援者」 －障害者（児）相談支援充実のために－
日　時　12月 11日（金）13時 30分から 16時 30分まで（受付は 12時 30分から）
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　500人（応募多数の場合は抽選）
内　容　 障害者総合支援法における相談支援のしくみや人材についての課題や取組について、東京都

自立支援協議会本会議の検討等を踏まえ、話題提供及び対談を実施し、情報発信を行います。
　　　　話題提供：元相談支援従事者現任研修検討委員　
　　　　　　　　　今村　まゆら氏（ＮＰＯ狛江さつき会　地域生活支援センターリヒト）
　　　　　　　　　福田　暁子氏（武蔵野市地域自立支援協議会　障害当事者部会会長）
　　　　　　　　　東京都自立支援協議会副会長　高沢　勝美氏（（社福）武蔵野統括施設長）
　　　　対　　談：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室 
　　　　　　　　　相談支援専門官　鈴木　智敦氏
　　　　　　　　　東京都自立支援協議会会長 沖倉　智美氏（大正大学人間学部社会福祉学科教授）
申込み　11月 26日（木）までに、所定の申込書（ホームページで入手）を FAXでお送りください。
問  心身障害者福祉センター地域支援課　 TEL  03-3203-6141　 FAX  03-3203-9742
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/jiritsushienkyougikai/27nendo/27seminar.html

◆  脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム
日　時　12月 12日（土）14時から
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　400人（応募多数の場合は抽選）
講　師　テレビ東京アナウンサー大橋未歩氏ほか
申込み　 11 月 25 日（水）（消印有効）までに往復はがき、ファックス又は電子メールに催し名

· 住所 · 氏名（ふりがな）· 年齢・電話・ファックス番号・メールアドレスを書き、〒 107-
0062　東京都港区南青山４- １-11 脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム エ
イアンドエー株式会社内事務局　 TEL  03-5775-3828　 FAX  03-5775-3829  電子メール
event@a-a.co.jp へ

問  福祉保健局医療政策部医療政策課　 TEL  03-5320-4417　 FAX  03-5388-1436

◆  東京都健康安全研究センター公開セミナーを開催します！
日　時　11月 27日（金）13時 30分から 16時 30分まで（開場 13時）
会　場　健康安全研究センター
定　員　100名（当日先着順・事前申込不要）
内　容　 当センターで取り組んでいる研究の中から次の３つをテーマに分かりやすく解説します。

①蚊が運ぶウイルス感染症にご用心！～デング熱を中心に～②お菓子やホット
ケーキミックスなどに含まれるアルミニウムのお話③医療機器の品質を守るため
に！講演後、展示見学を実施します。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　
TEL  03-5937-1089　 FAX  03-5386-7427

お知らせ
◆  在宅生活を支える「訪問看護」を知ろう！
　訪問看護の実際やその魅力を伝える「訪問看護フェスティバル」を開催します。
日　時　１月16日（土）10時から15時30分まで
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　600人（都民、看護職ほか、どなたでも）
内　容　特別講演「ひとりひとりが主役の社会　母に歌った子守歌」／落合恵子氏（作家）
　　　　現役訪問看護師達によるリレートーク「始めてよかった訪問看護」
　　　　多職種による公開座談会「頼りにしてます！訪問看護」
　　　　介護用品等展示、訪問看護の紹介、介護相談・訪問看護就業相談等
申込み　東京都看護協会ホームページから　 TEL  03-5229-1281
問  福祉保健局高齢社会対策部介護保険課　 TEL  03-5320-4267
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/houkan/houkanfes.html

◆  学んで、感じて、好きになる！「フクシの魅力☆発見セミナー」を開催します！
　都内の介護福祉士等養成施設で、福祉の仕事の魅力等を伝えるセミナーを開催します。
内　　容 ①福祉に関する講演会
 ②福祉・介護体験等－車椅子体験やガイドヘルプ体験、とろみ食の試食を予定
 ③説明会・相談会－今からできる福祉の仕事の紹介や資格取得方法等
日時・会場 平成 27年 11月 29日（日）13時から 15時まで
 東京医療秘書福祉専門学校（文京区本郷３-23-16）
 ※上記以降は平成 28年２月に実施予定有
対　　象  福祉の仕事や社会・地域貢献活動等に興味・関心を持つ方。なお、中高生向けは別途開催

します。
参加方法 参加無料。参加希望の方は直接会場へお越しください（当日先着順 40人）。
詳　　細 詳細については、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/20150903hakken1.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

◆  統計調査

国民の暮らしを見つめ、よりよい社会実現するために、
総務省統計局・東京都では、さまざまな統計調査を定期的に行っています。

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551

◆  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

みんなで卓球　※１ １１月２１日（土）１０時～１２時 障害児者・家族等
地域住民 不要

障害者週間記念事業
「ハートスポーツフェスタ」　※２

１２月６日（日）
※北区滝野川体育館にて開催 どなたでも 不要

チャレンジスポーツ
（変形性股関節症のトレーニング）　※３ １２月１７日（木）１３時～１５時 変形性股関節症の方 必要

（申込期間：11/5～11/26）

多
　摩

リズムタイム　※４ １２月１２日（土）１２時～１３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 １２月１４日（月）１８時３０分～２０時30分

障害者週間記念事業　※６ １２月２０日（日）　９時～１７時
※１ ゲームを通じて、みんなで交流しながら、スキルアップを目指します。
※２ 地域のみなさんと一緒に、卓球・バドミントンなど様々なスポーツの体験や、お菓子のつかみ取りなど盛りだくさんのイベントです。
※３  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。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 体育館でリズムに合わせて身体を動かしましょう！何曲マスターできるかな？
※５ ゲームを通じて、交流を深めながら、皆さまの要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。（協力：多摩バドミントンクラブ）
※６ どなたでも楽しめるイベントが盛りだくさん！家族・友達を誘ってみんなで楽しい時間を過ごしませんか？

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/

福祉保健 11 月号6

◆  東京都自立支援協議会セミナー（第20回東京都障害者福祉交流セミナー）
題　名　「求む！こんな支援者」 －障害者（児）相談支援充実のために－
日　時　12月 11日（金）13時 30分から 16時 30分まで（受付は 12時 30分から）
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　500人（応募多数の場合は抽選）
内　容　 障害者総合支援法における相談支援のしくみや人材についての課題や取組について、東京都

自立支援協議会本会議の検討等を踏まえ、話題提供及び対談を実施し、情報発信を行います。
　　　　話題提供：元相談支援従事者現任研修検討委員　
　　　　　　　　　今村　まゆら氏（ＮＰＯ狛江さつき会　地域生活支援センターリヒト）
　　　　　　　　　福田　暁子氏（武蔵野市地域自立支援協議会　障害当事者部会会長）
　　　　　　　　　東京都自立支援協議会副会長　高沢　勝美氏（（社福）武蔵野統括施設長）
　　　　対　　談：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室 
　　　　　　　　　相談支援専門官　鈴木　智敦氏
　　　　　　　　　東京都自立支援協議会会長 沖倉　智美氏（大正大学人間学部社会福祉学科教授）
申込み　11月 26日（木）までに、所定の申込書（ホームページで入手）を FAXでお送りください。
問  心身障害者福祉センター地域支援課　 TEL  03-3203-6141　 FAX  03-3203-9742
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/jiritsushienkyougikai/27nendo/27seminar.html

◆  脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム
日　時　12月 12日（土）14時から
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　400人（応募多数の場合は抽選）
講　師　テレビ東京アナウンサー大橋未歩氏ほか
申込み　 11 月 25 日（水）（消印有効）までに往復はがき、ファックス又は電子メールに催し名

· 住所 · 氏名（ふりがな）· 年齢・電話・ファックス番号・メールアドレスを書き、〒 107-
0062　東京都港区南青山４- １-11 脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム エ
イアンドエー株式会社内事務局　 TEL  03-5775-3828　 FAX  03-5775-3829  電子メール
event@a-a.co.jp へ

問  福祉保健局医療政策部医療政策課　 TEL  03-5320-4417　 FAX  03-5388-1436

◆  東京都健康安全研究センター公開セミナーを開催します！
日　時　11月 27日（金）13時 30分から 16時 30分まで（開場 13時）
会　場　健康安全研究センター
定　員　100名（当日先着順・事前申込不要）
内　容　 当センターで取り組んでいる研究の中から次の３つをテーマに分かりやすく解説します。

①蚊が運ぶウイルス感染症にご用心！～デング熱を中心に～②お菓子やホット
ケーキミックスなどに含まれるアルミニウムのお話③医療機器の品質を守るため
に！講演後、展示見学を実施します。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　
TEL  03-5937-1089　 FAX  03-5386-7427

お知らせ
◆  在宅生活を支える「訪問看護」を知ろう！
　訪問看護の実際やその魅力を伝える「訪問看護フェスティバル」を開催します。
日　時　１月16日（土）10時から15時30分まで
会　場　都庁第一本庁舎５階大会議場
定　員　600人（都民、看護職ほか、どなたでも）
内　容　特別講演「ひとりひとりが主役の社会　母に歌った子守歌」／落合恵子氏（作家）
　　　　現役訪問看護師達によるリレートーク「始めてよかった訪問看護」
　　　　多職種による公開座談会「頼りにしてます！訪問看護」
　　　　介護用品等展示、訪問看護の紹介、介護相談・訪問看護就業相談等
申込み　東京都看護協会ホームページから　 TEL  03-5229-1281
問  福祉保健局高齢社会対策部介護保険課　 TEL  03-5320-4267
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/houkan/houkanfes.html

◆  学んで、感じて、好きになる！「フクシの魅力☆発見セミナー」を開催します！
　都内の介護福祉士等養成施設で、福祉の仕事の魅力等を伝えるセミナーを開催します。
内　　容 ①福祉に関する講演会
 ②福祉・介護体験等－車椅子体験やガイドヘルプ体験、とろみ食の試食を予定
 ③説明会・相談会－今からできる福祉の仕事の紹介や資格取得方法等
日時・会場 平成 27年 11月 29日（日）13時から 15時まで
 東京医療秘書福祉専門学校（文京区本郷３-23-16）
 ※上記以降は平成 28年２月に実施予定有
対　　象  福祉の仕事や社会・地域貢献活動等に興味・関心を持つ方。なお、中高生向けは別途開催

します。
参加方法 参加無料。参加希望の方は直接会場へお越しください（当日先着順 40人）。
詳　　細 詳細については、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/20150903hakken1.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

◆  統計調査

国民の暮らしを見つめ、よりよい社会実現するために、
総務省統計局・東京都では、さまざまな統計調査を定期的に行っています。

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551

◆  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

みんなで卓球　※１ １１月２１日（土）１０時～１２時 障害児者・家族等
地域住民 不要

障害者週間記念事業
「ハートスポーツフェスタ」　※２

１２月６日（日）
※北区滝野川体育館にて開催 どなたでも 不要

チャレンジスポーツ
（変形性股関節症のトレーニング）　※３ １２月１７日（木）１３時～１５時 変形性股関節症の方 必要

（申込期間：11/5～11/26）

多
　摩

リズムタイム　※４ １２月１２日（土）１２時～１３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 １２月１４日（月）１８時３０分～２０時30分

障害者週間記念事業　※６ １２月２０日（日）　９時～１７時
※１ ゲームを通じて、みんなで交流しながら、スキルアップを目指します。
※２ 地域のみなさんと一緒に、卓球・バドミントンなど様々なスポーツの体験や、お菓子のつかみ取りなど盛りだくさんのイベントです。
※３  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。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 体育館でリズムに合わせて身体を動かしましょう！何曲マスターできるかな？
※５ ゲームを通じて、交流を深めながら、皆さまの要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。（協力：多摩バドミントンクラブ）
※６ どなたでも楽しめるイベントが盛りだくさん！家族・友達を誘ってみんなで楽しい時間を過ごしませんか？

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/
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1日 第10期第２回東京都福祉のまちづくり推進協議会
第一本庁舎をピンク色にライトアップ（～12日）

３日 犬や猫の譲渡事業PRイベント
フクシの魅力☆発見セミナー
保育士就職支援セミナー（～４日）
目の愛護デー「Tokyo Eye Festival」（～４日）

４日 第35回臓器移植普及推進キャンペーン
人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
フクシの魅力☆発見セミナー

６日 東京都認知症対策推進会議認知症医療部会（第10回）
８日 第２回東京都保健医療計画推進協議会
10日 フクシの魅力☆発見セミナー
12日 ピンクリボンin東京2015　PRイベント
14日 東京都子供・子育て会議第９回計画策定・推進部会
15日 東京都硫黄島戦没者追悼式

老人共同墓地慰霊祭

16日 東京都児童福祉審議会第３回専門部会（家庭的養護の推進）
17日 フクシの魅力☆発見セミナー
18日 フクシの魅力☆発見セミナー
19日 保育士就職支援研修・就職相談会

「あと10分歩こう」・「野菜のメニューを選ぼう」キャンペーン（～11月１日）
21日 おくすり公開講座「薬の正しい知識～薬との付き合い方を考える～」
24日 犬や猫の譲渡事業PRイベント

フクシの魅力☆発見セミナー
25日 フクシの魅力☆発見セミナー

犬や猫の譲渡事業PRイベント
第９回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー

27日 薬事関係及び薬物乱用防止関係功労者知事感謝状並びに厚生労働統計功労者功績表彰贈呈式
29日「職場で始める！感染症対応力向上プロジェクト」説明会
30日 南方地域戦没者追悼式

都立板橋看護専門学校戴帽式
保育士就職支援セミナー（～11月１日）

10
月
の
動
き

　10月 26日（月）、公益財団法人東京都福祉保健財団により、高齢者や障害者等が外出に必要な情報を集
約したポータルサイト「とうきょうユニバーサルデザインナビ」を開設しました。
　このサイトでは、目的地の施設や移動に利用する交通機関等の情報が、パソコンやスマートフォンから容
易に検索できますので、ぜひご利用下さい。

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4047
HP  http://www.udnavi.tokyo/

 東京都では障害者理解に関する情報を発信しています！
障害者理解促進特設サイト「ハートシティ東京」
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tokyoheart/

 都提供番組の放送予定
東京サイト（テレビ朝日）
11月 30日（月）～ 12月 4日（金）
14時 00分～ 14時 04分　放送予定
問  福祉保健局障害者施策推進部計画課
TEL  03-5320-4143

 障害者の法律（福祉・年金）電話相談
障害のある方を対象に、弁護士等が専門的な電話相談
（ファクスでも可）を行います。
日時　 12 月４日（金）・５日（土）・７日（月）・８日（火）

10時～ 16時。
会場　東京都障害者社会参加推進センター
TEL  03-5261-0729
 03-3268-7184
 03-5261-0807
FAX  03-3268-7228
E-mail info@tosinren.or.jp

東京都パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」を映像でＰＲ。期間中に、都内の交通機関、映画館、
街頭ビジョンで上映
問  オリンピック・パラリンピック準備局総合調整部調整課　 TEL  03-5320-7769

「とうきょうユニバーサルデザインナビ」の特徴
● 段差のないルートやだれでもトイレの場所など、様々なホームページに掲載されてい
るユニバーサルデザインに関する情報を一元的に閲覧できるポータルサイトです。
● 鉄道やバス等交通手段別、デパートや公園等スポット別、区市町村別などで、各施
設や事業者のホームページの情報を容易に検索できます。
● 音声読み上げ、色や文字サイズの変更、ルビふりの機能を搭載するなど、アクセシビ
リティを確保した、わかりやすいサイトとなっています。
● 外国人の利用にも配慮して、外国語対応しているホームページを検索できる機能を搭
載しています。（英語、中国語、韓国語、その他）
● 行政からの最新情報や効果的な取組事例を発信するなど、福祉のまちづくりに関する
普及啓発にも活用していきます。

ユニバーサルデザイン情報を集約したポータルサイト
「とうきょうユニバーサルデザインナビ」を開設しました

12月３日～９日は障害者週間です
　障害者の自立と社会参加を実現するためには、都民の皆さんの理解と協力が大変重要です。東京都は、障
害者の福祉について関心と理解を深めていただくため、障害者週間にちなんで、ふれあいフェスティバル等
のさまざまな行事やポスター等による啓発を行います。


