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「東京都職域連携がん対策支援事業」
「がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰」

表彰式を行いました
　２月26日（金）、イイノホール（千代田区）において、「東京都
職域連携がん対策支援事業」と「がん患者の治療と仕事の両立へ
の優良な取組を行う企業表彰」の二つの事業で、それぞれ優れた
がん対策の取組を行っている企業に対し、表彰を行いました。

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。

福祉保健局保健政策部健康推進課
＜東京都職域連携がん対策支援事業について＞

03-5320-4363
問

TEL 03-5388-1427FAX

福祉保健局医療政策部医療政策課
＜がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰について＞

03-5320-4389TEL 03-5388-1436FAX

東京都職域連携がん対策支援事業とは
　がん対策に積極的に取り組む意欲のある企業を「取組企業」に認定し、取組企業の活動を東京都が支援することで、協力
して職域におけるがん対策の取組促進を目指すものです。

がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰とは
　がんに罹患した従業員が、治療と仕事の両立が可能となる優良な取組を行っている企業を表彰するとともに、その取組を広
く周知し、他社における、がんをはじめとした傷病を抱える従業員に対する治療と仕事の両立の取組促進を目指すものです。

東京都職域連携がん対策支援事業（表彰企業8社） がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰（表彰企業7社）
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　障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び
民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共
生する社会の実現につなげることを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（障害者差別解消法）が平成28年４月に施行されます。

◆本法のポイント
　行政機関等と民間事業者において、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求め
られます。
・不当な差別的取扱いとは（行政機関等、民間事業者ともに禁止）
⇒障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けた
りすること。

・合理的配慮の提供（行政機関等は義務、民間事業者は努力義務）
⇒障害者等から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、
社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うこと。

※民間事業者は、国が分野ごとに定めた指針に従い、自ら合理的配慮の提供等を行うことになります。
※一般の方が個人的な関係で障害者と接する場合や、個人の思想、言論といったものはこの法律の規制の対象で
はありません。一方で、差別のない社会の実現に向け、広く都民の皆さんにこの法律の趣旨や内容、また、障
害について理解を深めていただくことは大変重要です。

・東京都では、都の機関における差別等に関する相談については、各局等に窓口を定めています。
また、民間事業者における差別等の相談は、様々な事業に関して日頃から指導等を行っている部
署が対応します。

◆事業者向け対応指針について
　この法律において、主務大臣は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（平成 27年
２月 24日閣議決定）に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切
に対応するために必要な指針を定めるものとされています。
　例えば、福祉事業者、医療関係事業者、衛生事業者向けには、厚生労働大臣が対応指針（ガイドラ
イン）を作成し、事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また、必要かつ合理的な
配慮を行うために必要な考え方などを示しています。

福祉保健局障害者施策推進部計画課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/sabekai.html

03-5320-4324 03-5388-1413問

HP

TEL FAX

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（障害者差別解消法）が平成28年4月に施行されます。特集

問  福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課　 TEL  03-5320-4464   FAX  03-5388-1417

　東京都では、自閉症等の発達障害
のある方や御家族の相談支援等を行
うとともに、社会全体で理解が進む
ように普及啓発に取り組んでいます。
その一環として、平成19年に国連総
会で採択された４月２日の「世界自
閉症啓発デー」には、東京ゲートブ
リッジをブルーにライトアップしま
す。
　また、平成28年度は、自閉症等の
発達障害の啓発を行うために厚生労
働省が定めた４月２日から８日の「発
達障害啓発週間」に、都庁第一本庁舎をブルーにライトアップします。
　ライトアップに使う青色は、癒やしや希望などを表しています。名所旧跡でのライトアップの取組は、
世界各国で行われており、日本でも、東京タワー、札幌市時計台、横浜マリンタワー、大阪城天守閣、
神戸ポートタワー等、各地で実施される予定です。

４月２日は「世界自閉症啓発デー」、４月２日から８日は「発達障害啓発週間」です！

東京ゲートブリッジのライトアップの様子

自閉症を知っていますか？

自閉症は、発達障害のうちのひとつです。
自閉症の人は、気持ちをうまく伝えることや、他人の言葉の意図を理解することが苦手といった
特性があります。
自閉症の人たちが社会の中で生き生きと暮らすためには、その行動や態度の意味の理解と支援が
必要です。

　東京都では、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所の開設を検討している法人を対象として、「障
害児通所支援事業所指定協議説明会」を実施することといたしました。
　平成 28 年８月１日指定分より、今後の指定協議を行うためには、東京都が実施する「指定協議説明会」
への参加が前提となりますので、平成 28 年８月１日以降に指定を考えている法人は、４月 15 日（金）
までに申込みの上ご出席くださいますようお願いいたします。（当日必着）
　８月から 11 月までの各月１日付けでの指定をお考えの法人向け説明会の申込方法等、詳細について
は、福祉保健局の HP や東京都障害者サービス情報をご覧ください。

　平成 28年度に実施する説明会（予定）
●第一回説明会：４月 22 日（金）10 時から 12 時まで（受付開始：９時 30 分から）
　対象：平成28年８月から11月までの各月、１日付けでの指定を希望する法人
●第二回説明会：８月５日（金）
　対象：平成28年12月から平成29年３月までの各月、１日付けでの指定を希望する法人
●第三回説明会：12 月７日（水）
　対象：平成29年４月から７月までの各月、１日付けでの指定を希望する法人

　 問  福祉保健局障害者施策推進部居住支援課　 TEL 03-5320-4374   FAX  03-5388-1407

平成28年８月以降に障害児通所支援事業所の開設をお考えの法人様へ
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　平成28年４月１日から、肝臓機能障害、呼吸器機能障害の認定基準が変わります。内容については下記を御覧
ください。
　なお、既に手帳をお持ちの方は認定を受け直していただく必要はありません。
○肝臓機能障害について
　認定対象が拡大され、Child－Pugh分類Bの方についても認定対象となります。

※ 上記の状態が、90日以上の間隔を置いた検査において連続して２回以上続くものであり、かつ補完的な肝機能診断、症状
に影響する病歴、日常生活活動の制限の項目のうち、各等級の基準を満たすものが該当となります。
○呼吸器機能障害について
　検査数値の算出方法及び臨床所見の評価方法が変わり、「指数」は2001年に日本呼吸器学会から「日本のス
パイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出し、「活
動能力の程度」は修正MRC（Medical Research Council）の分類に準拠して評価を行うこととなります。
※ 平成28年４月１日以降に作成された診断書・意見書による申請から、新たな認定基準の対象となります。
詳細は当センターのホームページを御参照ください。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/topics/ninteikijunminaoshi.html
問  心身障害者福祉センター障害認定課　 TEL  03-3235-2963　FAX  03-3235-2959

新基準 旧基準

各等級共通 Child－Pugh分類の合計点数が７点以上 Child－Pugh分類の合計点数が10点以上

１級及び２級

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロ
トロンビン時間、血清総ビリルビン値の項
目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む３
項目以上が２点以上の状態

血清アルブミン値、プロトロンビン時間、
血清総ビリルビン値の項目のうち１項目以
上が３点の状態

４月１日から身体障害者手帳（肝臓機能障害・呼吸器機能障害）の
認定基準が変わります

インターネット福祉保健モニターを募集しています！
　東京都では、福祉保健医療施策への建設的な御意見をいただくことを目的として、インターネット
を用いたモニター制度を実施しています。
　モニターに選考された方には、年３回程度インターネットを用いたアンケートに御回答いただきます。
　東京都の福祉保健医療施策について御意見をお持ちの方は、是非御参加ください！

応募資格  都内在住・在勤、18 歳以上の方で、ホームページの閲覧とメール機能を日本語で利
用できる方（公務員は除く。）

募集人数 120 名程度
募集期間 通年
応募方法  応募用入力フォーム（https://secure.esumi.jp/fukushi/oubo/）よりお申込みく

ださい（記入事項：氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、職業、「福祉保
健について考えること」等）。

任　　期 なし（年１回、継続意思の確認をします。）
謝 礼 等 なし
結果通知 応募者御本人にお知らせします。

問  東京都福祉保健局総務部総務課　 TEL  03-5320-4032　FAX  03-5388-1400　
HP  https://secure.esumi.jp/fukushi/oubo/

〈 ４月から若者向け電話相談を充実します 〉
悩みを抱える若者に夜間・深夜の相談を充実します。
東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
TEL  0570-087478　14 時から翌朝 5 時 30 分まで受付。年中無休
※ 0570 で始まるナビダイヤルは携帯電話の無料通話やかけ放題プランの対象外です。

　平成10年以降、都内の年間自殺者数は毎年2,400人以上となっており、深刻
な状況が続いています。特に若年層（40歳未満）の自殺者の割合は全国よりも高
くなっています。
　東京都は、毎年９月と３月の自殺対策強化月間における「自殺防止！東京キャ
ンペーン」の一環として、受付時間を延長した電話相談、大学生向けこころと
いのちの講演会（３月24日）、区市町村施設や東京メトロ車内、私鉄駅構内など
における東京都自殺相談ダイヤル周知用ポスターの掲示など、区市町村や関係
機関と連携して様々な取組を行っています。
　また、様々な問題を抱えている人が一人で悩み、追い込まれてしまうことがな
いよう、東京都をはじめ多数の関係機関が相談窓口を設け、支援を行っています。

　しかしながら、自殺を減らすためには、行政や関係機関だけが取り組むのではなく、都民一人ひと
りが、身近で悩んでいる人のサインに気付き、声をかけ、悩みを受け止め（傾聴）、必要な支援につな
げていく「ゲートキーパー」の役割も重要です。自殺者を一人でも減らすために、ご協力をお願いい
たします。

　 問  福祉保健局保健政策部保健政策課　 TEL  03-5320-4310　FAX  03-5388-1427

　３月６日（日）、新宿文化センター大ホールにおいて、
「第32回障害者のためのふれあいコンサート」を開催
しました。
　このコンサートは、障害のある方々やご家族が、オー
ケストラ等の芸術に親しむとともに、文化活動への積
極的な参加を促進することを目的として毎年開催して
います。

　今年は、第１部で和太鼓スーパーユニット
「J-Drum 東京和太鼓部」が熱い和太鼓の演奏を披
露。第２部では、東京都交響楽団が「都響シンフォ
ニック・ステージ」と題し、クラシックの名曲な
どを披露しました。
　当日は、約1,600人が来場し、出演者と会場が
一体となって演奏を楽しみました。

　 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

３月は東京都自殺対策強化月間です ～自殺防止！東京キャンペーン～

第32回障害者のためのふれあいコンサートを開催しました

福祉保健 3 月号4



　平成28年４月１日から、肝臓機能障害、呼吸器機能障害の認定基準が変わります。内容については下記を御覧
ください。
　なお、既に手帳をお持ちの方は認定を受け直していただく必要はありません。
○肝臓機能障害について
　認定対象が拡大され、Child－Pugh分類Bの方についても認定対象となります。

※ 上記の状態が、90日以上の間隔を置いた検査において連続して２回以上続くものであり、かつ補完的な肝機能診断、症状
に影響する病歴、日常生活活動の制限の項目のうち、各等級の基準を満たすものが該当となります。
○呼吸器機能障害について
　検査数値の算出方法及び臨床所見の評価方法が変わり、「指数」は2001年に日本呼吸器学会から「日本のス
パイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出し、「活
動能力の程度」は修正MRC（Medical Research Council）の分類に準拠して評価を行うこととなります。
※ 平成28年４月１日以降に作成された診断書・意見書による申請から、新たな認定基準の対象となります。
詳細は当センターのホームページを御参照ください。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/topics/ninteikijunminaoshi.html
問  心身障害者福祉センター障害認定課　 TEL  03-3235-2963　FAX  03-3235-2959

新基準 旧基準

各等級共通 Child－Pugh分類の合計点数が７点以上 Child－Pugh分類の合計点数が10点以上

１級及び２級

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロ
トロンビン時間、血清総ビリルビン値の項
目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む３
項目以上が２点以上の状態

血清アルブミン値、プロトロンビン時間、
血清総ビリルビン値の項目のうち１項目以
上が３点の状態

４月１日から身体障害者手帳（肝臓機能障害・呼吸器機能障害）の
認定基準が変わります

インターネット福祉保健モニターを募集しています！
　東京都では、福祉保健医療施策への建設的な御意見をいただくことを目的として、インターネット
を用いたモニター制度を実施しています。
　モニターに選考された方には、年３回程度インターネットを用いたアンケートに御回答いただきます。
　東京都の福祉保健医療施策について御意見をお持ちの方は、是非御参加ください！

応募資格  都内在住・在勤、18 歳以上の方で、ホームページの閲覧とメール機能を日本語で利
用できる方（公務員は除く。）

募集人数 120 名程度
募集期間 通年
応募方法  応募用入力フォーム（https://secure.esumi.jp/fukushi/oubo/）よりお申込みく

ださい（記入事項：氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、職業、「福祉保
健について考えること」等）。

任　　期 なし（年１回、継続意思の確認をします。）
謝 礼 等 なし
結果通知 応募者御本人にお知らせします。

問  東京都福祉保健局総務部総務課　 TEL  03-5320-4032　FAX  03-5388-1400　
HP  https://secure.esumi.jp/fukushi/oubo/

〈 ４月から若者向け電話相談を充実します 〉
悩みを抱える若者に夜間・深夜の相談を充実します。
東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
TEL  0570-087478　14 時から翌朝 5 時 30 分まで受付。年中無休
※ 0570 で始まるナビダイヤルは携帯電話の無料通話やかけ放題プランの対象外です。

　平成10年以降、都内の年間自殺者数は毎年2,400人以上となっており、深刻
な状況が続いています。特に若年層（40歳未満）の自殺者の割合は全国よりも高
くなっています。
　東京都は、毎年９月と３月の自殺対策強化月間における「自殺防止！東京キャ
ンペーン」の一環として、受付時間を延長した電話相談、大学生向けこころと
いのちの講演会（３月24日）、区市町村施設や東京メトロ車内、私鉄駅構内など
における東京都自殺相談ダイヤル周知用ポスターの掲示など、区市町村や関係
機関と連携して様々な取組を行っています。
　また、様々な問題を抱えている人が一人で悩み、追い込まれてしまうことがな
いよう、東京都をはじめ多数の関係機関が相談窓口を設け、支援を行っています。

　しかしながら、自殺を減らすためには、行政や関係機関だけが取り組むのではなく、都民一人ひと
りが、身近で悩んでいる人のサインに気付き、声をかけ、悩みを受け止め（傾聴）、必要な支援につな
げていく「ゲートキーパー」の役割も重要です。自殺者を一人でも減らすために、ご協力をお願いい
たします。

　 問  福祉保健局保健政策部保健政策課　 TEL  03-5320-4310　FAX  03-5388-1427

　３月６日（日）、新宿文化センター大ホールにおいて、
「第32回障害者のためのふれあいコンサート」を開催
しました。
　このコンサートは、障害のある方々やご家族が、オー
ケストラ等の芸術に親しむとともに、文化活動への積
極的な参加を促進することを目的として毎年開催して
います。

　今年は、第１部で和太鼓スーパーユニット
「J-Drum 東京和太鼓部」が熱い和太鼓の演奏を披
露。第２部では、東京都交響楽団が「都響シンフォ
ニック・ステージ」と題し、クラシックの名曲な
どを披露しました。
　当日は、約1,600人が来場し、出演者と会場が
一体となって演奏を楽しみました。

　 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

３月は東京都自殺対策強化月間です ～自殺防止！東京キャンペーン～

第32回障害者のためのふれあいコンサートを開催しました

福祉保健 3 月号4

　平成28年４月１日から、肝臓機能障害、呼吸器機能障害の認定基準が変わります。内容については下記を御覧
ください。
　なお、既に手帳をお持ちの方は認定を受け直していただく必要はありません。
○肝臓機能障害について
　認定対象が拡大され、Child－Pugh分類Bの方についても認定対象となります。

※ 上記の状態が、90日以上の間隔を置いた検査において連続して２回以上続くものであり、かつ補完的な肝機能診断、症状
に影響する病歴、日常生活活動の制限の項目のうち、各等級の基準を満たすものが該当となります。
○呼吸器機能障害について
　検査数値の算出方法及び臨床所見の評価方法が変わり、「指数」は2001年に日本呼吸器学会から「日本のス
パイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出し、「活
動能力の程度」は修正MRC（Medical Research Council）の分類に準拠して評価を行うこととなります。
※ 平成28年４月１日以降に作成された診断書・意見書による申請から、新たな認定基準の対象となります。
詳細は当センターのホームページを御参照ください。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/topics/ninteikijunminaoshi.html
問  心身障害者福祉センター障害認定課　 TEL  03-3235-2963　FAX  03-3235-2959

新基準 旧基準

各等級共通 Child－Pugh分類の合計点数が７点以上 Child－Pugh分類の合計点数が10点以上

１級及び２級

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロ
トロンビン時間、血清総ビリルビン値の項
目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む３
項目以上が２点以上の状態

血清アルブミン値、プロトロンビン時間、
血清総ビリルビン値の項目のうち１項目以
上が３点の状態

４月１日から身体障害者手帳（肝臓機能障害・呼吸器機能障害）の
認定基準が変わります

インターネット福祉保健モニターを募集しています！
　東京都では、福祉保健医療施策への建設的な御意見をいただくことを目的として、インターネット
を用いたモニター制度を実施しています。
　モニターに選考された方には、年３回程度インターネットを用いたアンケートに御回答いただきます。
　東京都の福祉保健医療施策について御意見をお持ちの方は、是非御参加ください！

応募資格  都内在住・在勤、18 歳以上の方で、ホームページの閲覧とメール機能を日本語で利
用できる方（公務員は除く。）

募集人数 120 名程度
募集期間 通年
応募方法  応募用入力フォーム（https://secure.esumi.jp/fukushi/oubo/）よりお申込みく

ださい（記入事項：氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、職業、「福祉保
健について考えること」等）。

任　　期 なし（年１回、継続意思の確認をします。）
謝 礼 等 なし
結果通知 応募者御本人にお知らせします。

問  東京都福祉保健局総務部総務課　 TEL  03-5320-4032　FAX  03-5388-1400　
HP  https://secure.esumi.jp/fukushi/oubo/

〈 ４月から若者向け電話相談を充実します 〉
悩みを抱える若者に夜間・深夜の相談を充実します。
東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
TEL  0570-087478　14 時から翌朝 5 時 30 分まで受付。年中無休
※ 0570 で始まるナビダイヤルは携帯電話の無料通話やかけ放題プランの対象外です。

　平成10年以降、都内の年間自殺者数は毎年2,400人以上となっており、深刻
な状況が続いています。特に若年層（40歳未満）の自殺者の割合は全国よりも高
くなっています。
　東京都は、毎年９月と３月の自殺対策強化月間における「自殺防止！東京キャ
ンペーン」の一環として、受付時間を延長した電話相談、大学生向けこころと
いのちの講演会（３月24日）、区市町村施設や東京メトロ車内、私鉄駅構内など
における東京都自殺相談ダイヤル周知用ポスターの掲示など、区市町村や関係
機関と連携して様々な取組を行っています。
　また、様々な問題を抱えている人が一人で悩み、追い込まれてしまうことがな
いよう、東京都をはじめ多数の関係機関が相談窓口を設け、支援を行っています。

　しかしながら、自殺を減らすためには、行政や関係機関だけが取り組むのではなく、都民一人ひと
りが、身近で悩んでいる人のサインに気付き、声をかけ、悩みを受け止め（傾聴）、必要な支援につな
げていく「ゲートキーパー」の役割も重要です。自殺者を一人でも減らすために、ご協力をお願いい
たします。

　 問  福祉保健局保健政策部保健政策課　 TEL  03-5320-4310　FAX  03-5388-1427

　３月６日（日）、新宿文化センター大ホールにおいて、
「第32回障害者のためのふれあいコンサート」を開催
しました。
　このコンサートは、障害のある方々やご家族が、オー
ケストラ等の芸術に親しむとともに、文化活動への積
極的な参加を促進することを目的として毎年開催して
います。

　今年は、第１部で和太鼓スーパーユニット
「J-Drum 東京和太鼓部」が熱い和太鼓の演奏を披
露。第２部では、東京都交響楽団が「都響シンフォ
ニック・ステージ」と題し、クラシックの名曲な
どを披露しました。
　当日は、約1,600人が来場し、出演者と会場が
一体となって演奏を楽しみました。

　 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

３月は東京都自殺対策強化月間です ～自殺防止！東京キャンペーン～
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◆  科学技術週間参加行事「知らなかった！細胞のアンテナ『糖鎖』のはなし」
日　時　４月８日 ( 金 )　13 時 30 分から 16 時 00 分まで（12 時 30 分開場予定）
会　場　板橋区立文化会館（板橋区大山東町 51- １）
内　容　（１）講演会「知らなかった！細胞のアンテナ『糖鎖』のはなし」
　　　　　　 講師：萬谷博（老化機構研究チーム研究副部長）
　　　　（２）ポスター発表
　　　　　　　全９つの研究チームが行っている研究をポスター形式で紹介します。

定　員　講演は当日先着 250 人。事前申込は不要。
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　
TEL 03-3964-3241　 FAX  03-3579-4776
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  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
※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  ①03-5320-4335　②03-5320-4334　 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

お知らせ
◆  東京都心身障害者福祉センター（本所）が移転しました
　東京都心身障害者福祉センターは、東京都飯田橋
庁舎（セントラルプラザ）及び別館（秩父屋ビル）
に移転して、引き続き業務を実施しております。詳
細は、当センターのホームページをご確認ください。
●所在地： 〒162-0823  東京都新宿区神楽河岸 1－1
　　　　　 東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）

12 ～ 15 階
●交　通： 東京メトロ（有楽町線、南北線、東西線）
　　　　　 都営地下鉄（大江戸線）飯田橋駅 B ２b

出口（セントラルプラザ１階ロビー直結）
　　　　　 ※ B ２b 出口にはエレベーターがありま

せん。地上に出るエレベーターは、有楽
町線、南北線の中央改札付近にあります。

　　　　　JR（総武線）飯田橋駅西口から徒歩２分、東口から徒歩４分
　　　　　 都バス「飯田橋駅前」（「飯 64」小滝橋車庫前～九段下）・「飯田橋」（「飯 62」小滝橋車庫前

～都営飯田橋駅前）停留所いずれも下車徒歩５分
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html
問  東京都心身障害者福祉センター調整課　 TEL  03-3235-2946　 FAX  03-3235-2968

◆  統計調査

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

にこにこエアロビクス　※１ ３月26日（土）11時～11時50分

障害児者・介護者 不要

にこにこ水中運動　※２ ３月28日（月）10時15分～10時50分

多
　摩

バランスボール　※３ ３月25日（金）13時15分～14時15分 障害児者・介護者

不要

さくらまつり　※４ ３月26日（土）13時～17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！
※２ 水の力を利用した運動を行います。28日(月)は水中ウォーキングを行います。
※３ 大小のボールを使って、バランス感覚を養いながら全身の筋力の調整に役立てましょう。
※４ 春の訪れを感じさせてくれる桜の木の下で、お祭りを楽しみましょう♪

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/

◆  東京都立精神保健福祉センターが移転しました
　東京都立精神保健福祉センターは、現地での
建替工事のため、仮庁舎に移転しました。
●移転先： 〒 110-0015　東京都台東区東上野

3-3-13　プラチナ第２ビル
●交　通：ＪＲ線 上野駅（浅草口）から徒歩10分
　　　　　東京メトロ銀座線
　　　　　稲荷町駅（１・２番出口）から徒歩５分
　　　　　 都営大江戸線　新御徒町駅（Ａ１出口）

から徒歩６分
●こころの電話相談 : TEL  03-3834-4102
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sitaya/index.html
問  東京都立精神保健福祉センター　 TEL  03-3834-4100　 FAX  03-5817-4063

みずほ銀行

レストランベア

𠮷野家下谷神社前郵便局

下谷神社

都営大江戸線

春日通り 朝日信用金庫
東京都民銀行

駐車場はありません。

永寿総合病院
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上
野

三井ガーデンホテル
東京地下鉄

常陽銀行
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元浅草郵便局
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稲荷町
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精神保健福祉センター
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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

お知らせ
◆  東京都心身障害者福祉センター（本所）が移転しました
　東京都心身障害者福祉センターは、東京都飯田橋
庁舎（セントラルプラザ）及び別館（秩父屋ビル）
に移転して、引き続き業務を実施しております。詳
細は、当センターのホームページをご確認ください。
●所在地： 〒162-0823  東京都新宿区神楽河岸 1－1
　　　　　 東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）

12 ～ 15 階
●交　通： 東京メトロ（有楽町線、南北線、東西線）
　　　　　 都営地下鉄（大江戸線）飯田橋駅 B ２b

出口（セントラルプラザ１階ロビー直結）
　　　　　 ※ B ２b 出口にはエレベーターがありま

せん。地上に出るエレベーターは、有楽
町線、南北線の中央改札付近にあります。

　　　　　JR（総武線）飯田橋駅西口から徒歩２分、東口から徒歩４分
　　　　　 都バス「飯田橋駅前」（「飯 64」小滝橋車庫前～九段下）・「飯田橋」（「飯 62」小滝橋車庫前

～都営飯田橋駅前）停留所いずれも下車徒歩５分
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html
問  東京都心身障害者福祉センター調整課　 TEL  03-3235-2946　 FAX  03-3235-2968

◆  統計調査

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

にこにこエアロビクス　※１ ３月26日（土）11時～11時50分

障害児者・介護者 不要

にこにこ水中運動　※２ ３月28日（月）10時15分～10時50分

多
　摩

バランスボール　※３ ３月25日（金）13時15分～14時15分 障害児者・介護者

不要

さくらまつり　※４ ３月26日（土）13時～17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！
※２ 水の力を利用した運動を行います。28日(月)は水中ウォーキングを行います。
※３ 大小のボールを使って、バランス感覚を養いながら全身の筋力の調整に役立てましょう。
※４ 春の訪れを感じさせてくれる桜の木の下で、お祭りを楽しみましょう♪

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/

◆  東京都立精神保健福祉センターが移転しました
　東京都立精神保健福祉センターは、現地での
建替工事のため、仮庁舎に移転しました。
●移転先： 〒 110-0015　東京都台東区東上野

3-3-13　プラチナ第２ビル
●交　通：ＪＲ線 上野駅（浅草口）から徒歩10分
　　　　　東京メトロ銀座線
　　　　　稲荷町駅（１・２番出口）から徒歩５分
　　　　　 都営大江戸線　新御徒町駅（Ａ１出口）

から徒歩６分
●こころの電話相談 : TEL  03-3834-4102
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sitaya/index.html
問  東京都立精神保健福祉センター　 TEL  03-3834-4100　 FAX  03-5817-4063

みずほ銀行

レストランベア

𠮷野家下谷神社前郵便局

下谷神社

都営大江戸線

春日通り 朝日信用金庫
東京都民銀行

駐車場はありません。

永寿総合病院

J
R
上
野

三井ガーデンホテル
東京地下鉄

常陽銀行

西町公園

元浅草郵便局
新御徒町

稲荷町

東京都立
白鴎高等学校

東京都立
精神保健福祉センター

白鴎
高校西

下谷
神社前

上野駅

浅草通り

東上野
三丁目

清
洲
橋
通
り

プラチナビル プラチナ第2ビルプラチナ第2ビル

ミニストップ

マクドナルド

東上野
保育園

台東区役所

上野警察署
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１日 東京都子供・子育て会議第５回全体会議、第10回計画
策定・推進部会（合同会議）

２日 ピアサポーター養成講座2016
東京都認知症対策推進会議認知症医療部会（第11回）

３日 第２回東京都リハビリテーション協議会
４日 ふれあいナースバンク再就職相談会
５日 都医学研都民講座（第８回）
８日 高齢者のすまいに関する施設整備費補助制度説明会
９日 第２回東京都食品安全情報評価委員会

ピアサポーター養成講座2016
11日 適正飼養講習会「ペットの行動学～問題解決のためのABC～」
12日 東京都自立支援協議会本会議（第18回）

東京都障害者就労支援協議会（第18回）
14日 保育のおしごと応援フェスタ2016＠TOKYO
15日 東京都母子保健運営協議会
16日 ピアサポーター養成講座2016

障害者福祉施設の自主製品販売イベント「Unique 
Plus Market2016」（～22日）

18日 「東京ホームタウンプロジェクト」2015年度統括イベント

19日 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～」

20日 フクシの魅力☆発見セミナー
第８回子供の心を考える都民フォーラム

22日 平成27年度自殺総合対策東京会議
23日 ピアサポーター養成講座2016

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～
食の安全都民フォーラム 食の安全都民講座第４回

25日 東京都社会福祉事業団・事例研究発表会（障害者（児）施設）
東京都エイズ専門家会議

26日 障害者福祉施設の自主製品販売イベント「Unique 
Plus Market2016」（～３月３日）
がんの早期発見及びがん患者の治療と仕事の両立支
援に関する正しい理解のためのシンポジウム
第２回東京都健康安全研究センター環境保健衛生講習会

27日 子育て応援　Tokyoプロジェクト
フクシの魅力☆発見セミナー

28日 人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
29日 第２回東京都特定機能病院連絡協議会

２
月
の
動
き

　●「妊娠したかも…と思ったら」動画を配信中
　妊婦の方に相談・受診と届
出を促す動画を配信していま
す。動画は東京都のホームペー
ジからもご覧いただけます。
HP  https://youtu.be/

S1aGWdzVQFc

　都内区市町村では、公費助成を行う妊婦健診の検査項目に、４月から新たにHIV抗体検査と子宮頸が
ん検診を追加する予定です。
【HIV抗体検査】１回目の妊婦健診で実施します。４月以降に１回目の妊婦健診を受診される方は、
３月までに交付された受診票でも公費助成の対象として検査を受けられます。
【子宮頸がん検診】原則として１回目の妊婦健診で実施します。３月中に妊婦健診の受診票を交付され
た方で、主治医と相談の上、４月以降に受診する場合は、「妊婦子宮頸がん検診受診票」の追加交付を
受ける必要があります。交付方法はお住まいの区市町村にお問い合わせください。
○妊娠かなと思ったら
　早めに医療機関を受診し、妊娠確定の診断を受けたら、お住まいの区市町村の窓口へ妊娠の届出を
しましょう。窓口では、母子健康手帳の交付や妊婦健康診査の受診票の交付、母親・両親学級などの
情報提供が受けられます。
○無事に出産をむかえるために
　妊娠・出産には何が起こるかわかりません。妊婦健診を受けることで様々な病気・異常などに早く
気づくことができ、安全な出産に向けて準備ができます。きちんと健診を受けずに出産に至るいわゆ
る「飛び込み出産」は、出産におけるリスクが把握できないため、大変危険です。定期的に妊婦健診
を受けましょう。

　　 問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL  03-5320-4372  FAX  03-5388-1406

健康と安全なお産のために定期的に妊婦健診を受けましょう！


