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　寒さが厳しくなるこれからの季節は、風邪やインフルエンザの流行などにより、献血者が減少しがちです。
安全な血液製剤を安定的に確保するため、成人式を迎える「はたち」の若者を中心に、広く都民の皆さまに向け
て積極的な献血を促す「はたちの献血」キャンペーンを行っています。
　血液には有効期間があり、長い間の保存ができず、また、人工的に造ることができません。輸血をするために
は、献血に頼るしか方法がなく、皆さまの献血への協力が必要です。
　献血への一層のご理解とご協力をお願いいたします。

《主な実施内容》
●山手線、中央線、京王線及び都営地下鉄（全線）に献血キャンペーンポスターの掲出
●「成人の日」の式典における普及啓発用カードの配布
●東京都職員献血の実施
●けんけつちゃんオリジナルグッズの作成・配布

東京都赤十字血液センターでは、「携帯メールクラブ」の新規会員を募集しています。
詳細は、下記のホームページ等をご覧ください。
東京都赤十字血液センター　　　http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/
携帯電話モバイルサイト 　 　http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/mo
※「献血　東京」でご検索ください。
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平成２８年１月１日から２月２９日まで
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　東京は、かつて経験したことのないほど急速に少子高齢化が進行しており、団塊の世代が
75歳以上になる平成37年には、都民の４人に１人が高齢者になる一方、全国的な人口減少
の影響によりそれを支える現役世代は減少すると見込まれています。
　こうした中、都では、将来にわたって都民が住み慣れた地域で安心して暮らしていくこと
ができるよう、中長期的な視点に立って、大都市特有のニーズに即した福祉・保健・医療
サービスの充実に積極的に取り組んでいます。
　福祉分野では、昨年３月に、「東京都子供・子育て支援総合計画」、「第６期東京都高齢
者保健福祉計画」を、昨年４月には、「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。これらの計画に基づき、多様な保育サービスの整備や妊娠期からの切れ目の
ない子育て支援の推進、高齢者の多様なニーズに応じた施設・住まいの整備や認知症対策
の推進、障害者が地域で安心して暮らすための基盤等の充実や自立に向けた就労促進策な
どを推進しています。また、低所得者・離職者等の生活の安定に向けた支援の充実、福祉人
材の確保・育成・定着への取組の充実やユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のま
ちづくりの推進などの取組も進めています。
　保健医療分野では、安心して質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせるよ
う、救急医療やがん医療などの医療提供体制や在宅療養環境の整備、医療人材の確保・育
成、生活習慣病の予防や健康づくりの支援、難病患者の療養生活の支援などを推進してい
ます。また、平成37年の医療需要推計や目指すべき医療提供体制、その実現のための施策
等を内容とする地域医療構想の策定に向け、医療機関や関係団体、保険者、区市町村等と連
携して検討を進めています。
　健康安全分野では、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感染症
対策、規制・監視指導・普及啓発を柱とした危険ドラッグ対策や食品・医薬品の監視・検査
体制の充実など、多様化する健康危機から都民を守る施策を進めています。
　今後とも、誰もが地域で安心して暮らせる都市の実現を図るため、区市町村はもとより関
係団体、事業者などと緊密な連携を図りながら、福祉保健局職員一丸となって、福祉・保
健・医療サービスの一層の充実に全力を尽くしてまいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

梶原 洋　福祉保健局長年頭あいさつ
～都民の生命と健康を守り、地域での
自立を支える利用者本位の福祉を実現します～

新年、明けましておめでとうございます。
年頭に当たり、ご挨拶申し上げます。

ピアサポーター養成講座2016の開催

第64回東京都社会福祉大会を開催しました

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4045　 FAX  03-5388-1403

問  難病のこども支援全国ネットワーク　 TEL  03-5840-5972　 FAX  03-5840-5974
　　福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL  03-5320-4375　 FAX  03-5388-1406

東京都社会福祉大会知事感謝状受賞者

福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受賞者

　東京都では、慢性的な疾病を抱えているお子さんを持つ御家族の心に寄り添う、ピアサポートを、
認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワークへ委託して実施しています。
　このたび、難病のこども支援全国ネットワークにおいて下記日程で、ピアサポーター養成講座を開
講しますので、受験生を募集いたします。

　12月18日（金）、都庁第一本庁舎５階大会議場において、東京都社会福祉大会を開催しました。
永年にわたって福祉の現場で地道に仕事をしてこられた方、ボランティア活動や福祉のまちづくりの
推進に功績のあった方など合わせて36個人・団体の方を表彰しました。
　今年度は、東京都社会福祉大会知事感謝状の受賞者を代表してＭ・Ｓユニークダンスの会、福祉の
まちづくり功労者に対する知事感謝状の受賞者を代表して大森学園高等学校　車いすメンテナンスグ
ループの活動内容を紹介しました。

足立健康友の会/池田 久代/石山 淳一/Ｍ・Ｓユニークダンスの会/笹目 未奈子/手話サークル「調布の会」/ふれ
あい弁当の会/ヘアーサロンスカイ/朗読ボランティア虹の会/一条 長敏/宇津木 敏郎/大堀 由紀子/小野原 昌子
/桐生 瑞代/倉上 操/坂本 光敏/指田 實三/佐藤 守/菅井 頌子/杉木 康浩/鈴木 篤/鈴木 八寿重/高橋 千代子/田中 
永造/野田 俊夫/安川 雄二/伊藤 登/伊藤 僡彦/越智 義一/栖雲 勍子/谷合 健治

大森学園高等学校　車いすメンテナンスグループ/株式会社イトーヨーカ堂/有限会社さいとう工
房　代表取締役　斎藤　省/南千住第二中学校レスキュー部/世田谷泉高等学校

１．開 講 日  講義：４回（２月２日（火）・２月９日（火）・２月16日（火）・２月23日（火））
 いずれも10時30分から16時30分まで
 実習：４回
  東京都小児総合医療センター（府中市）、国立成育医療研究センター（世田谷区）、

又は、神奈川県立こども医療センター（神奈川県横浜市南区）にて実施
２．応募資格 難病や障害のある子どもを育てている、あるいは育てた経験のある人
 ※ 病院での実習を行うため、受講には、３か月以内に受診した健康診断書が必要です。
３．講義場所  難病のこども支援全国ネットワーク研修室（文京区本郷１-15-４　文京尚学ビル３Ｆ）
４．受 講 料 5,000円
５．講　　師 横田 雅史（帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授）
 後藤 彰子（神奈川県小児保健協会会長）
 田中 千鶴子（昭和大学保健医療学部看護学科教授）
 諏訪 茂樹（東京女子医科大学看護学部准教授）
 赫多 久美子（国立特別支援教育総合研究所研究補佐員）他
６．申　　込  難病のこども支援全国ネットワーク
  HP  (h t tp ://www.nanbyonet .or . jp/seminar/peersupporter/

peersupporter2016.html)から受講申込書をダウンロードし、必要事項を御記
入の上、同ネットワーク（〒113-0033　文京区本郷１-15-４　文京尚学ビル）
まで郵送またはFAXにてお申込みください。

受賞者の方々（敬称略）
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ない子育て支援の推進、高齢者の多様なニーズに応じた施設・住まいの整備や認知症対策
の推進、障害者が地域で安心して暮らすための基盤等の充実や自立に向けた就労促進策な
どを推進しています。また、低所得者・離職者等の生活の安定に向けた支援の充実、福祉人
材の確保・育成・定着への取組の充実やユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のま
ちづくりの推進などの取組も進めています。
　保健医療分野では、安心して質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせるよ
う、救急医療やがん医療などの医療提供体制や在宅療養環境の整備、医療人材の確保・育
成、生活習慣病の予防や健康づくりの支援、難病患者の療養生活の支援などを推進してい
ます。また、平成37年の医療需要推計や目指すべき医療提供体制、その実現のための施策
等を内容とする地域医療構想の策定に向け、医療機関や関係団体、保険者、区市町村等と連
携して検討を進めています。
　健康安全分野では、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感染症
対策、規制・監視指導・普及啓発を柱とした危険ドラッグ対策や食品・医薬品の監視・検査
体制の充実など、多様化する健康危機から都民を守る施策を進めています。
　今後とも、誰もが地域で安心して暮らせる都市の実現を図るため、区市町村はもとより関
係団体、事業者などと緊密な連携を図りながら、福祉保健局職員一丸となって、福祉・保
健・医療サービスの一層の充実に全力を尽くしてまいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

梶原 洋　福祉保健局長年頭あいさつ
～都民の生命と健康を守り、地域での
自立を支える利用者本位の福祉を実現します～

新年、明けましておめでとうございます。
年頭に当たり、ご挨拶申し上げます。

ピアサポーター養成講座2016の開催

第64回東京都社会福祉大会を開催しました

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4045　 FAX  03-5388-1403

問  難病のこども支援全国ネットワーク　 TEL  03-5840-5972　 FAX  03-5840-5974
　　福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL  03-5320-4375　 FAX  03-5388-1406

東京都社会福祉大会知事感謝状受賞者

福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受賞者

　東京都では、慢性的な疾病を抱えているお子さんを持つ御家族の心に寄り添う、ピアサポートを、
認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワークへ委託して実施しています。
　このたび、難病のこども支援全国ネットワークにおいて下記日程で、ピアサポーター養成講座を開
講しますので、受験生を募集いたします。

　12月18日（金）、都庁第一本庁舎５階大会議場において、東京都社会福祉大会を開催しました。
永年にわたって福祉の現場で地道に仕事をしてこられた方、ボランティア活動や福祉のまちづくりの
推進に功績のあった方など合わせて36個人・団体の方を表彰しました。
　今年度は、東京都社会福祉大会知事感謝状の受賞者を代表してＭ・Ｓユニークダンスの会、福祉の
まちづくり功労者に対する知事感謝状の受賞者を代表して大森学園高等学校　車いすメンテナンスグ
ループの活動内容を紹介しました。

足立健康友の会/池田 久代/石山 淳一/Ｍ・Ｓユニークダンスの会/笹目 未奈子/手話サークル「調布の会」/ふれ
あい弁当の会/ヘアーサロンスカイ/朗読ボランティア虹の会/一条 長敏/宇津木 敏郎/大堀 由紀子/小野原 昌子
/桐生 瑞代/倉上 操/坂本 光敏/指田 實三/佐藤 守/菅井 頌子/杉木 康浩/鈴木 篤/鈴木 八寿重/高橋 千代子/田中 
永造/野田 俊夫/安川 雄二/伊藤 登/伊藤 僡彦/越智 義一/栖雲 勍子/谷合 健治

大森学園高等学校　車いすメンテナンスグループ/株式会社イトーヨーカ堂/有限会社さいとう工
房　代表取締役　斎藤　省/南千住第二中学校レスキュー部/世田谷泉高等学校

１．開 講 日  講義：４回（２月２日（火）・２月９日（火）・２月16日（火）・２月23日（火））
 いずれも10時30分から16時30分まで
 実習：４回
  東京都小児総合医療センター（府中市）、国立成育医療研究センター（世田谷区）、

又は、神奈川県立こども医療センター（神奈川県横浜市南区）にて実施
２．応募資格 難病や障害のある子どもを育てている、あるいは育てた経験のある人
 ※ 病院での実習を行うため、受講には、３か月以内に受診した健康診断書が必要です。
３．講義場所  難病のこども支援全国ネットワーク研修室（文京区本郷１-15-４　文京尚学ビル３Ｆ）
４．受 講 料 5,000円
５．講　　師 横田 雅史（帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授）
 後藤 彰子（神奈川県小児保健協会会長）
 田中 千鶴子（昭和大学保健医療学部看護学科教授）
 諏訪 茂樹（東京女子医科大学看護学部准教授）
 赫多 久美子（国立特別支援教育総合研究所研究補佐員）他
６．申　　込  難病のこども支援全国ネットワーク
  HP  (h t tp ://www.nanbyonet .or . jp/seminar/peersupporter/

peersupporter2016.html)から受講申込書をダウンロードし、必要事項を御記
入の上、同ネットワーク（〒113-0033　文京区本郷１-15-４　文京尚学ビル）
まで郵送またはFAXにてお申込みください。

受賞者の方々（敬称略）
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感染予防のポイント
① まず一人ひとりが手洗いをきちんと行うことが大切です。特に排便後、調理や食事の前には、その都度、

石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
② カキなどの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう（中心温度85～90℃で90秒間以

上の加熱* が必要です。）。
　*「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚生労働省）より

③吐物やふん便は、次亜塩素酸ナトリウム（塩素系の漂白剤）を使用し、適切に処理しましょう。
④ 吐物やふん便を処理する際は、使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は、石けんと流水で

十分に手を洗いましょう。

　認定期間満了後も引き続き助成を受け
るためには更新手続が必要です。

● 書類は有効期間満了の約２か月前にお
送りします。

※ 書類が届かない場合は、各区市町村の窓口
に備えてありますので、手続をして下さい。

● 有効期間満了の１カ月前を目安に各区
市町村の窓口で更新手続を行って下さ
い。

※ 生年月日が平成９年４月１日以前で有効期
間内の医療券をお持ちの方は、有効期間満
了までに更新手続を行わない場合、資格喪
失となり、再度認定を受けられなくなりま
す。

　例年、この時期は感染性胃腸炎の発生が多く、注意が必要です。
　一人ひとりが手洗い等を徹底し、感染予防に努めましょう。高齢者や乳幼児の施設においては十分な感
染防止対策をとりましょう。

HP  東京都福祉保健局⇒環境・衛生⇒環境・衛生施策⇒大気汚染⇒大気汚染医療費助成制度の御案内
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html

感染性胃腸炎にご注意！

医療券（気管支ぜん息）の更新を忘れずに！－大気汚染医療費助成制度－

問  福祉保健局健康安全部感染症対策課    TEL  03-5320-4482   FAX  03-5388-1432

問  お住まいの区市町村窓口
　   又は福祉保健局健康安全部環境保健衛生課    TEL  03-5320-4491   FAX  03-5388-1426

東京都大気汚染医療費助成制度とは

　一定の要件を満たす方に対して、認定された疾病の治療に
要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。

  対　象　 次の❶～❺の要件を全て満たす方。
❶18歳未満
　※ 生年月日が平成９年４月１日以前の方で有効期間内の医療券をお

持ちの方は、更新のみ可能。

❷気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ
　（これらの続発症を含む）に罹患している。
❸都内に引き続き１年（３歳未満は６カ月）以上住所を有する
　（都内住民登録が必要）。
❹健康保険等に加入している。
❺喫煙していない。

　東京都では、視覚障害者の方のために、納税通知書を
お送りする際に点字で作成したお知らせを同封していま
す。対象となる税金は、「自動車税」「個人事業税」と
23区内の「固定資産税・都市計画税」です。お知らせ
する内容は、「税金の種類」「納税義務者氏名」「納税通
知書番号」「納期限」「税額」「問い合わせ先」です。
　このサービスを希望される方は、東京都主税局相談広
報係まで、住所・氏名・電話番号・希望する税金の種類
をお伝えの上、お申し込みください。２月末までにお申
し込みいただければ、平成28年度分から点字のお知ら
せを同封します。
　なお、既にご利用されている方は、改めてご連絡いた
だく必要はありません。

　当事業団では、職員の専門的能力を高めるとともに、事業団施設で蓄積されたノウハウや専門的な支援技術等の外部
への普及啓発を図るため、毎年利用者支援における先駆的・効果的な取組等の事例研究発表会を行っております。
　今年度の日程及び内容につきましての詳細は以下の通りです。

【参加申込方法】
当事業団ＨＰ（ HP   http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm）よりお申込みください。
　また、当日は参加申込書もしくは応募フォームを印刷したものを持参し、受付までご提出ください。
参加申込〆切
　児童養護施設　１月18日（月）・障害者（児）施設　２月12日（金）
※参加費は無料です。

【児童養護施設】
日時　１月29日（金）10時から17時まで
　　　（開場：９時30分）
会場　 豊島区民センター６階　文化ホール　　

（イーストステージ・いけぶくろ）
　　　東京都豊島区東池袋１－20－10
　　　 東京メトロ丸ノ内線池袋駅東口又は、JR池袋

駅東口から徒歩５分
内容

（１）基調講演
　題目：「児童養護施設からの自立について（仮題）」
　講師：浅井 春夫
　　　　（立教大学コミュニティ福祉学部学部長）

（２）事例発表
　児童養護施設３事例

【障害者（児）施設】
日時　２月25日（木）10時から16時30分まで
　　　（開場：９時30分）　
会場　野方区民ホール（中野区立区民ホール）
　　　東京都中野区野方５－３－１　野方WIZ地下２階
　　　西武新宿線野方駅下車　南口から徒歩３分
　　　 JR中央線中野駅より関東バス野方駅行き約15

分終点下車すぐ
内容

（１）基調講演
　題目： 「利用者の意思を尊重した支援－障害者虐

待の防止に向けて－」
　講師：津田 耕一（関西福祉科学大学教授）

（２）事例発表
　障害者（児）施設６事例

東京都社会福祉事業団 事例研究発表会のご案内

点字で税額などをお知らせします

問  東京都主税局相談広報係
　　 TEL  03-5388-2924
　　 FAX  03-5388-1302

問  東京都社会福祉事業団　 TEL  03-5291-3614　 FAX  03-5291-3616

 

納税通知書の点字対応イメージ図（フロー） 

（お知らせ・・・墨字の上に点字が打ってある）（お知らせ・・・墨字の上に点字が打ってある） 

                                 （納税通知書）（納税通知書） 

（点字シール）（点字シール） 

添添 付付 

〇〇ｾﾞｲﾉｵｼﾗｾ〇〇ｾﾞｲﾉｵｼﾗｾ 

ﾄｰｷｮｰ ﾀﾛｰ ｻﾏ ﾄｰｷｮｰ ﾀﾛｰ ｻﾏ 
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ﾍﾞｯﾃﾝﾉ ﾉｳﾌｼｮﾃﾞ ｵｵｻﾒｸﾀﾞｻｲ ﾍﾞｯﾃﾝﾉ ﾉｳﾌｼｮﾃﾞ ｵｵｻﾒｸﾀﾞｻｲ 
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ｾﾞｲｶﾞｸ 120,000 ｴﾝ ｾﾞｲｶﾞｸ 120,000 ｴﾝ 
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            ﾃﾞﾝﾜ 03-oooo-oooo             ﾃﾞﾝﾜ 03-oooo-oooo 

三つ折り三つ折り 

平成〇年度平成〇年度 
〇〇税 納税通知書〇〇税 納税通知書 

〇〇税納税通知書在中〇〇税納税通知書在中 

（点字シール）（点字シール） 

・  ・  ・  ・  ・  
・ ・  ・  ・  ・ 

納税通知書の点字対応イメージ図（フロー）
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す。対象となる税金は、「自動車税」「個人事業税」と
23区内の「固定資産税・都市計画税」です。お知らせ
する内容は、「税金の種類」「納税義務者氏名」「納税通
知書番号」「納期限」「税額」「問い合わせ先」です。
　このサービスを希望される方は、東京都主税局相談広
報係まで、住所・氏名・電話番号・希望する税金の種類
をお伝えの上、お申し込みください。２月末までにお申
し込みいただければ、平成28年度分から点字のお知ら
せを同封します。
　なお、既にご利用されている方は、改めてご連絡いた
だく必要はありません。

　当事業団では、職員の専門的能力を高めるとともに、事業団施設で蓄積されたノウハウや専門的な支援技術等の外部
への普及啓発を図るため、毎年利用者支援における先駆的・効果的な取組等の事例研究発表会を行っております。
　今年度の日程及び内容につきましての詳細は以下の通りです。

【参加申込方法】
当事業団ＨＰ（ HP   http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm）よりお申込みください。
　また、当日は参加申込書もしくは応募フォームを印刷したものを持参し、受付までご提出ください。
参加申込〆切
　児童養護施設　１月18日（月）・障害者（児）施設　２月12日（金）
※参加費は無料です。

【児童養護施設】
日時　１月29日（金）10時から17時まで
　　　（開場：９時30分）
会場　 豊島区民センター６階　文化ホール　　

（イーストステージ・いけぶくろ）
　　　東京都豊島区東池袋１－20－10
　　　 東京メトロ丸ノ内線池袋駅東口又は、JR池袋

駅東口から徒歩５分
内容

（１）基調講演
　題目：「児童養護施設からの自立について（仮題）」
　講師：浅井 春夫
　　　　（立教大学コミュニティ福祉学部学部長）

（２）事例発表
　児童養護施設３事例

【障害者（児）施設】
日時　２月25日（木）10時から16時30分まで
　　　（開場：９時30分）　
会場　野方区民ホール（中野区立区民ホール）
　　　東京都中野区野方５－３－１　野方WIZ地下２階
　　　西武新宿線野方駅下車　南口から徒歩３分
　　　 JR中央線中野駅より関東バス野方駅行き約15

分終点下車すぐ
内容

（１）基調講演
　題目： 「利用者の意思を尊重した支援－障害者虐

待の防止に向けて－」
　講師：津田 耕一（関西福祉科学大学教授）

（２）事例発表
　障害者（児）施設６事例

東京都社会福祉事業団 事例研究発表会のご案内

点字で税額などをお知らせします

問  東京都主税局相談広報係
　　 TEL  03-5388-2924
　　 FAX  03-5388-1302

問  東京都社会福祉事業団　 TEL  03-5291-3614　 FAX  03-5291-3616
 

納税通知書の点字対応イメージ図（フロー） 

（お知らせ・・・墨字の上に点字が打ってある）（お知らせ・・・墨字の上に点字が打ってある） 

                                 （納税通知書）（納税通知書） 

（点字シール）（点字シール） 
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納税通知書の点字対応イメージ図（フロー）

福祉保健 1 月号4

感染予防のポイント
① まず一人ひとりが手洗いをきちんと行うことが大切です。特に排便後、調理や食事の前には、その都度、

石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
② カキなどの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう（中心温度85～90℃で90秒間以

上の加熱* が必要です。）。
　*「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚生労働省）より

③吐物やふん便は、次亜塩素酸ナトリウム（塩素系の漂白剤）を使用し、適切に処理しましょう。
④ 吐物やふん便を処理する際は、使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は、石けんと流水で

十分に手を洗いましょう。

　認定期間満了後も引き続き助成を受け
るためには更新手続が必要です。

● 書類は有効期間満了の約２か月前にお
送りします。

※ 書類が届かない場合は、各区市町村の窓口
に備えてありますので、手続をして下さい。

● 有効期間満了の１カ月前を目安に各区
市町村の窓口で更新手続を行って下さ
い。

※ 生年月日が平成９年４月１日以前で有効期
間内の医療券をお持ちの方は、有効期間満
了までに更新手続を行わない場合、資格喪
失となり、再度認定を受けられなくなりま
す。

　例年、この時期は感染性胃腸炎の発生が多く、注意が必要です。
　一人ひとりが手洗い等を徹底し、感染予防に努めましょう。高齢者や乳幼児の施設においては十分な感
染防止対策をとりましょう。

HP  東京都福祉保健局⇒環境・衛生⇒環境・衛生施策⇒大気汚染⇒大気汚染医療費助成制度の御案内
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html

感染性胃腸炎にご注意！

医療券（気管支ぜん息）の更新を忘れずに！－大気汚染医療費助成制度－

問  福祉保健局健康安全部感染症対策課    TEL  03-5320-4482   FAX  03-5388-1432

問  お住まいの区市町村窓口
　   又は福祉保健局健康安全部環境保健衛生課    TEL  03-5320-4491   FAX  03-5388-1426

東京都大気汚染医療費助成制度とは

　一定の要件を満たす方に対して、認定された疾病の治療に
要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。

  対　象　 次の❶～❺の要件を全て満たす方。
❶18歳未満
　※ 生年月日が平成９年４月１日以前の方で有効期間内の医療券をお

持ちの方は、更新のみ可能。

❷気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ
　（これらの続発症を含む）に罹患している。
❸都内に引き続き１年（３歳未満は６カ月）以上住所を有する
　（都内住民登録が必要）。
❹健康保険等に加入している。
❺喫煙していない。

　東京都では、視覚障害者の方のために、納税通知書を
お送りする際に点字で作成したお知らせを同封していま
す。対象となる税金は、「自動車税」「個人事業税」と
23区内の「固定資産税・都市計画税」です。お知らせ
する内容は、「税金の種類」「納税義務者氏名」「納税通
知書番号」「納期限」「税額」「問い合わせ先」です。
　このサービスを希望される方は、東京都主税局相談広
報係まで、住所・氏名・電話番号・希望する税金の種類
をお伝えの上、お申し込みください。２月末までにお申
し込みいただければ、平成28年度分から点字のお知ら
せを同封します。
　なお、既にご利用されている方は、改めてご連絡いた
だく必要はありません。

　当事業団では、職員の専門的能力を高めるとともに、事業団施設で蓄積されたノウハウや専門的な支援技術等の外部
への普及啓発を図るため、毎年利用者支援における先駆的・効果的な取組等の事例研究発表会を行っております。
　今年度の日程及び内容につきましての詳細は以下の通りです。

【参加申込方法】
当事業団ＨＰ（ HP   http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm）よりお申込みください。
　また、当日は参加申込書もしくは応募フォームを印刷したものを持参し、受付までご提出ください。
参加申込〆切
　児童養護施設　１月18日（月）・障害者（児）施設　２月12日（金）
※参加費は無料です。

【児童養護施設】
日時　１月29日（金）10時から17時まで
　　　（開場：９時30分）
会場　 豊島区民センター６階　文化ホール　　

（イーストステージ・いけぶくろ）
　　　東京都豊島区東池袋１－20－10
　　　 東京メトロ丸ノ内線池袋駅東口又は、JR池袋

駅東口から徒歩５分
内容

（１）基調講演
　題目：「児童養護施設からの自立について（仮題）」
　講師：浅井 春夫
　　　　（立教大学コミュニティ福祉学部学部長）

（２）事例発表
　児童養護施設３事例

【障害者（児）施設】
日時　２月25日（木）10時から16時30分まで
　　　（開場：９時30分）　
会場　野方区民ホール（中野区立区民ホール）
　　　東京都中野区野方５－３－１　野方WIZ地下２階
　　　西武新宿線野方駅下車　南口から徒歩３分
　　　 JR中央線中野駅より関東バス野方駅行き約15

分終点下車すぐ
内容

（１）基調講演
　題目： 「利用者の意思を尊重した支援－障害者虐

待の防止に向けて－」
　講師：津田 耕一（関西福祉科学大学教授）

（２）事例発表
　障害者（児）施設６事例

東京都社会福祉事業団 事例研究発表会のご案内

点字で税額などをお知らせします

問  東京都主税局相談広報係
　　 TEL  03-5388-2924
　　 FAX  03-5388-1302

問  東京都社会福祉事業団　 TEL  03-5291-3614　 FAX  03-5291-3616
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〇〇ｾﾞｲﾉｵｼﾗｾ〇〇ｾﾞｲﾉｵｼﾗｾ 

ﾄｰｷｮｰ ﾀﾛｰ ｻﾏ ﾄｰｷｮｰ ﾀﾛｰ ｻﾏ 
ﾉｰｾﾞｲ ﾂｰﾁｼｮ ﾊﾞﾝｺﾞｰ 12345678 ﾉｰｾﾞｲ ﾂｰﾁｼｮ ﾊﾞﾝｺﾞｰ 12345678 
ﾍﾞｯﾃﾝﾉ ﾉｳﾌｼｮﾃﾞ ｵｵｻﾒｸﾀﾞｻｲ ﾍﾞｯﾃﾝﾉ ﾉｳﾌｼｮﾃﾞ ｵｵｻﾒｸﾀﾞｻｲ 

ﾉｰｷｹﾞﾝ ﾍｲｾｲ 28 ﾈﾝ 8 ｶﾞﾂ 31 ﾆﾁ ﾉｰｷｹﾞﾝ ﾍｲｾｲ 28 ﾈﾝ 8 ｶﾞﾂ 31 ﾆﾁ 
ｾﾞｲｶﾞｸ 120,000 ｴﾝ ｾﾞｲｶﾞｸ 120,000 ｴﾝ 

〇〇ﾄｾﾞｲｼﾞﾑｼｮ 〇〇ｶ 〇〇ﾄｾﾞｲｼﾞﾑｼｮ 〇〇ｶ 
            ﾃﾞﾝﾜ 03-oooo-oooo             ﾃﾞﾝﾜ 03-oooo-oooo 

三つ折り三つ折り 

平成〇年度平成〇年度 
〇〇税 納税通知書〇〇税 納税通知書 

〇〇税納税通知書在中〇〇税納税通知書在中 

（点字シール）（点字シール） 

・  ・  ・  ・  ・  
・ ・  ・  ・  ・ 

納税通知書の点字対応イメージ図（フロー）
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◆  第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会公募委員の募集
　都における福祉のまちづくりの推進に関する事項について調査審議していただく委員を募集します。
資　　格　 公務員を除く、都内に住所を有する満 20 歳以上（平成 28 年２月 29 日現在）で年７回程度の会

議に出席できる方
募集人数　３人以内
任　　期　平成 28 年 10 月頃から２年間
申 込 み　 平成 28 年２月 29 日（消印有効）までに、テーマ「ユニバーサルデザインの理念に基づく福祉の

まちづくりを進めるために取り組むべきこと」についてまとめた作文に、住所・氏名・年齢・
性別・職業・略歴・電話番号・都における他の審議会等への参加の有無（有の場合は審議会等の
名称）を記載した別紙を添付して郵送で〒 163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都福祉保健
局生活福祉部地域福祉推進課までお申込みください。

作文の様式　 文字数400字以上800字以内、A４用紙を縦長に利用し横書き（市販の原稿用紙利用の場合も同様）
縦 20 字×横 20 字

選　　考　 協議会委員都民公募審査会において、１次審査（作文）を行い、１次審査通過者に対し２次審査（面
接）を行います。

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4047
HP    福祉保健局トップページ⇒福祉保健の基盤づくり⇒福祉のまちづくり⇒「第 11 期東京都福祉のまちづく

り推進協議会公募委員の募集」　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/

◆  「第２回 高齢者向け住まいセミナー ～老後の住まい早わかり～」の開催
日　時　２月 23 日（火）13 時 30 分から 16 時まで
会　場　東医健保会館２階大ホール（新宿区南元町４番地）
内　容　 サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど代表的な高齢者向け住まいや住宅のバリアフリー

などをわかりやすく紹介
定　員　先着 200 名（参加費無料）
申込み　 ２月５日（金）までに、福祉保健財団ホームページ掲載の申込書を下記までメールまたは FAX にて

お送りください。
問  （公財）東京都福祉保健財団高齢者住宅担当

  　 TEL  03-3344-8637　 FAX  03-3344-8596
E-mail   satsuki-10@fukushizaidan.jp　 HP  http://www.fukushizaidan.jp

◆  東京都自立支援協議会本会議を開催します
日　時　２月 12 日（金）14 時から 16 時 30 分まで
会　場　心身障害者福祉センター（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。

傍聴が可能です（人数制限あり）。
申込み　 ご希望の方は２月９日（火）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は、

お申込みの際に、その旨を併せてお知らせください。
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

お知らせ
◆  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　２月４日（木）13 時 30 分から 16 時まで
会　場　ナースバンク立川（立川市曙町 1-21-1　ユニゾ立川ビル６階）※２月１日から移転しました。
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
　  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL  03-5320-4447

◆   精神保健福祉相談事業講演会
　　　　「日本の精神保健を外から見れば～イタリアの実践に学ぶ～」
　東京都では、精神障害者の方々が、身近な地域で症状に応じた適切な医療を受けられるための医
療体制の整備や、入院された方が、地域で安定した生活を送れるようにするための支援を行うととも
に、都民の方々の理解促進を図り、精神障害者を地域で支える社会の実現に向けて取り組んでいます。
　その理解促進の一環として、今回は、イタリアの精神障害者支援について講師の先生からお話をい
ただき、それぞれの国の実情に応じた精神保健について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
日　時　２月 19 日（金）14 時から 16 時 15 分まで
会　場　都庁第１庁舎５階大会議場
定　員　500 人（申込み不要）
講　師　大熊一夫（ジャーナリスト・元朝日新聞記者）
問  地域生活支援センターあさやけ　 TEL  042-345-2077
　  就労支援センター北わくわくかん　 TEL  03-3598-3337
　  福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課　 TEL  03-5320-4464

◆  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 ２月 ５日（金）13時～14時50分 障害児者

介護者 不要

はじめよう！卓球入門　※２ ２月 ６日（土）12時～13時 障害児者 不要

多
　摩

リズムタイム　※３ １月23日（土）12時～13時 障害児者・介護者
地域住民

不要介護予防運動　※４ ２月 ８日（月）12時～13時 中高年障害者
介護者

日曜広場　※５ ２月14日（日）13時～15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月にも開催します。
※２ まずはラケットに当てるところから始めて、ラリーが出来るまでを目指します！3月にも開催します。
※３ リズム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？
※４ 様々な運動や測定をしながら、健康の維持増進を図り、介護予防に繋げましょう！
※５ 月ごとに変わるテーマでスポーツやゲームをします。今月のテーマは「お正月」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/
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◆  第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会公募委員の募集
　都における福祉のまちづくりの推進に関する事項について調査審議していただく委員を募集します。
資　　格　 公務員を除く、都内に住所を有する満 20 歳以上（平成 28 年２月 29 日現在）で年７回程度の会

議に出席できる方
募集人数　３人以内
任　　期　平成 28 年 10 月頃から２年間
申 込 み　 平成 28 年２月 29 日（消印有効）までに、テーマ「ユニバーサルデザインの理念に基づく福祉の

まちづくりを進めるために取り組むべきこと」についてまとめた作文に、住所・氏名・年齢・
性別・職業・略歴・電話番号・都における他の審議会等への参加の有無（有の場合は審議会等の
名称）を記載した別紙を添付して郵送で〒 163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都福祉保健
局生活福祉部地域福祉推進課までお申込みください。

作文の様式　 文字数400字以上800字以内、A４用紙を縦長に利用し横書き（市販の原稿用紙利用の場合も同様）
縦 20 字×横 20 字

選　　考　 協議会委員都民公募審査会において、１次審査（作文）を行い、１次審査通過者に対し２次審査（面
接）を行います。

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4047
HP    福祉保健局トップページ⇒福祉保健の基盤づくり⇒福祉のまちづくり⇒「第 11 期東京都福祉のまちづく

り推進協議会公募委員の募集」　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/

◆  「第２回 高齢者向け住まいセミナー ～老後の住まい早わかり～」の開催
日　時　２月 23 日（火）13 時 30 分から 16 時まで
会　場　東医健保会館２階大ホール（新宿区南元町４番地）
内　容　 サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど代表的な高齢者向け住まいや住宅のバリアフリー

などをわかりやすく紹介
定　員　先着 200 名（参加費無料）
申込み　 ２月５日（金）までに、福祉保健財団ホームページ掲載の申込書を下記までメールまたは FAX にて

お送りください。
問  （公財）東京都福祉保健財団高齢者住宅担当

  　 TEL  03-3344-8637　 FAX  03-3344-8596
E-mail   satsuki-10@fukushizaidan.jp　 HP  http://www.fukushizaidan.jp

◆  東京都自立支援協議会本会議を開催します
日　時　２月 12 日（金）14 時から 16 時 30 分まで
会　場　心身障害者福祉センター（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。

傍聴が可能です（人数制限あり）。
申込み　 ご希望の方は２月９日（火）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は、

お申込みの際に、その旨を併せてお知らせください。
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

お知らせ
◆  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　２月４日（木）13 時 30 分から 16 時まで
会　場　ナースバンク立川（立川市曙町 1-21-1　ユニゾ立川ビル６階）※２月１日から移転しました。
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
　  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL  03-5320-4447

◆   精神保健福祉相談事業講演会
　　　　「日本の精神保健を外から見れば～イタリアの実践に学ぶ～」
　東京都では、精神障害者の方々が、身近な地域で症状に応じた適切な医療を受けられるための医
療体制の整備や、入院された方が、地域で安定した生活を送れるようにするための支援を行うととも
に、都民の方々の理解促進を図り、精神障害者を地域で支える社会の実現に向けて取り組んでいます。
　その理解促進の一環として、今回は、イタリアの精神障害者支援について講師の先生からお話をい
ただき、それぞれの国の実情に応じた精神保健について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
日　時　２月 19 日（金）14 時から 16 時 15 分まで
会　場　都庁第１庁舎５階大会議場
定　員　500 人（申込み不要）
講　師　大熊一夫（ジャーナリスト・元朝日新聞記者）
問  地域生活支援センターあさやけ　 TEL  042-345-2077
　  就労支援センター北わくわくかん　 TEL  03-3598-3337
　  福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課　 TEL  03-5320-4464
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レクリエーションスポーツ　※１ ２月 ５日（金）13時～14時50分 障害児者

介護者 不要
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※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月にも開催します。
※２ まずはラケットに当てるところから始めて、ラリーが出来るまでを目指します！3月にも開催します。
※３ リズム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？
※４ 様々な運動や測定をしながら、健康の維持増進を図り、介護予防に繋げましょう！
※５ 月ごとに変わるテーマでスポーツやゲームをします。今月のテーマは「お正月」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/
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第一本庁舎を赤色にライトアップ（11月28日～12月15日）
１日 企業向け普及啓発セミナー
３日 東京都エイズ予防月間講演会「働く世代に多いHIV/エイズ～誰もが働きやすい職場とは～」
４日 障害者の法律（福祉）特別電話相談
５日 フクシの魅力☆発見セミナー

障害者の法律（福祉）特別電話相談
６日 第２回福祉業界　合同採用試験

保育士就職支援研修・就職相談会
７日 障害者の法律（福祉）特別電話相談
８日 障害者の法律（福祉）特別電話相談
９日 第35回ふれあいフェスティバル
10日 新型インフルエンザ患者移送・受入れ訓練
11日 東京都自立支援協議会セミナー「求む！こんな支援者」－障害者（児）相談支援の充実のために－

「職場で始める！感染症対応力向上プロジェクト」事業説明会
12日 脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム

保育士就職支援セミナー（～13日）
14日 保育士就職支援研修・就職相談会

東京ドームにおける児童虐待防止キャンペーン
「職場で始める！感染症対応力向上プロジェクト」事業説明会

16日 都医学研都民講座（第６回）「脂の質がもたらすヘルスサイエンス―疾患の理解と健康長寿社会の実現に向けて―」
17日 第11回東京都福祉保健医療学会シンポジウム「グローバル化が進む中での感染症対策を考える」

第１回東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議
18日 第64回東京都社会福祉大会
24日 第７回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議

がん検診認知度向上キャラクター「モシカモくん」LINEスタンプ無料配信（～平成28年３月16日）

12
月
の
動
き

　多摩地域の拠点として看護職の就業支援や復
職研修等を行う「ナースバンク立川」が、２月
１日から移転することになりました。より駅か
ら近く、利用しやすくなりますので、是非ご利
用ください。
◆移転先：〒190-0012　立川市曙町１-21-１
 ユニゾ立川ビル６階
 TEL  042-529-7077
 （電話番号は変更ありません。）
◆交　通：JR立川駅徒歩７分

　多摩立川保健所は現庁舎建替え工事のた
め、２月15日から仮庁舎へ移転します。移転
期間は平成32年５月末までの予定です。
◆移転先： 〒190-0021　立川市羽衣町２-63
 東京都立川保健衛生仮庁舎内
 TEL  042-524-5171
 FAX  042-528-2777
 （ 電話番号、FAX 番号は変更あり

ません。）
◆交　通：JR南武線「西国立駅」徒歩約９分

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

東京都ナースプラザ ナースバンク立川を移転します

多摩立川保健所が移転します

問  東京都ナースプラザ　 TEL  03-3359-3388　 HP  https://www.np-tokyo.jp
　   福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL  03-5320-4447　FAX  03-5388-1436

ナースバンク立川
（ユニゾ立川ビル）


