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誰もが地域で安心して暮らすことができる大都市東京の実現
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　3月30日（水）、都庁第一本庁舎7階大会議室において、
日常的に高齢者等と接する機会が多く、都内で広域的に活
動する16の事業者・団体と「都と事業者との連携による高
齢者等を支える地域づくり協定」の締結式を開催しました。
　事業者・団体は、高齢者と接する中で「いつもと違う」「何
かおかしい」と気付いた際に区市町村等に連絡するほか、
認知症の方を支える地域づくりや消費者被害の防止に向け
た取組等を推進します。
協定内容　
（1）事業者・団体
　�　各事業所や店舗等に協定の趣旨を周知するとともに、
以下の取組を奨励

　　◦高齢者等の見守り
　　◦認知症の方への支援
　　◦高齢者等の消費者被害の防止
　　◦その他（行方不明認知症高齢者の早期発見等）
（2）東京都
　�　区市町村に協定の趣旨を周知するとともに、事業者の
取組が円滑に進むよう支援

「都と事業者との連携による高齢者等を支える地域づくり協定」

問 福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　TEL 03-5320-4271　FAX 03-5388-1395

協定締結式を開催しました
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〈協定締結式出席事業者・団体〉
分野 事業者・団体名

金融 一般社団法人東京都信用組合協会
交通 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会
コンビニエンス
ストア

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
株式会社ファミリーマート

新聞 東京都新聞販売同業組合
多摩新聞販売同業組合

生協

東京都生活協同組合連合会
生活協同組合コープみらい
生活協同組合パルシステム東京
東都生活協同組合
生活クラブ生活協同組合

不動産
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会
公益社団法人全日本不動産協会東京都本部
特定非営利活動法人日本地主家主協会

農協 東京都農業協同組合中央会
ライフライン 東京電力株式会社



平成28年度 福祉保健局予算特 集

2 福祉保健 4月号

平成 11

（億円）
（％）

14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28（年度）
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

14.3％14.3％

16.1％16.1％

17.4％17.4％
18.2％18.2％ 18.3％18.3％ 18.6％18.6％ 18.7％18.7％

20.0％20.0％
20.8％20.8％

22.1％22.1％

22.2％22.2％ 22.5％22.5％ 22.8％22.8％ 22.9％22.9％

49,69949,699
43,76343,763

41,75941,759

41,82341,823 43,36643,366 44,13744,137 45,42245,422
46,28946,289 45,83945,839 45,23145,231 45,94345,943 47,08747,087 48,60848,608 50,93350,933

当初予算一般歳出額と、それに占める「福祉と保健」の構成比の推移

　東京都の平成28年度予算は、「『世界一の都市』の実現に向けた取組を加速化・深化させ、力強く前進
させる予算」と位置づけ、編成されました。
　福祉保健局では、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するため、
大都市特有のニーズに即した様々な取組を強化するとともに、福祉先進都市の実現に向けた施策展開を強
力に推進していくという方針で編成しました。
　この結果、福祉保健局予算は1兆1,123億6,100万円となり、東京都予算（一般会計総額7兆110億円）
に占める割合は15.9％となりました。
　また、「福祉と保健」に関する予算（福祉保健予算、病院に対する支出金など）の都一般歳出に占める割
合は、22.9％となっています。

※�一般歳出は、一般会計のうち、公債費及び特別区財政調整会計繰出金、地方消費税交付金など税の一定割合を
区市町村に交付する経費（税連動経費）などを除いた、いわゆる政策的経費のこと。

その他
122億9,827万
1.1% 障害者施策推進

1,945億3,733万
17.5%

少子社会対策
2,061億6,563万

18.5%

高齢社会対策
2,278億2,841万

20.5%

医療政策
610億4,045万
5.5%

保健政策
3,529億4,941万
31.7%

健康安全
190億8,426万
1.7%

生活福祉
384億5,724万
3.5%

総額
1兆1,124億円

総額
5兆933億円

福祉と保健
22.9%

教育と文化
21.5%

労働と経済
9.6%

生活環境
4.3%

都市の整備
17.2%

警察と消防
17.9%

企画・総務
6.5%

平成28年度福祉保健局予算（一般歳出） 平成28年度東京都予算（一般歳出）



★は新規事業を示します。

子育て推進交付金� 188億900万円
　市町村が地域の実情に応じ、創意工夫によって、子育てサー
ビス全般の充実が図れるよう、子育て推進交付金により支援
します。

子供家庭支援区市町村包括補助事業� 87億9,400万円
　区市町村が地域の実情に応じて主体的に行う子供家庭分野
における基盤整備及びサービスの充実を支援します。
（（※）は子供家庭支援区市町村包括補助事業で実施）

子育てと仕事の両立に向けた保育サービスの推進
439億4,800万円

　待機児童の解消に向け、多様な保育サービスを組み合わせ
ることにより、平成26年度からの4か年で保育サービス利用
児童数を40,000人分増加します。
　保育人材確保事業
　東京都保育士等キャリアアップ補助
　保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
　保育従事職員等資格取得支援事業
★保育士養成施設に対する就職促進支援事業
　保育体制強化事業
　認証保育所等研修事業
　子育て支援員研修
　待機児童解消区市町村支援事業
　保育所緊急整備事業
　賃貸物件による保育所整備事業
　多様な主体による保育所緊急整備事業
　認証保育所事業
　認定こども園整備事業
　小規模保育支援事業
　事業所内保育施設支援事業
　家庭的保育事業
　定期利用保育事業補助
　定期借地権利用による認可保育所等整備促進事業
　借地を活用した認可保育所等設置支援事業
　送迎保育ステーション事業（※）
　病児保育事業費補助
　病児・病後児保育促進事業（※）
　保育サービス推進事業（一部※）
　児童福祉施設等耐震化促進事業（土地借料）
　保育施設の非構造部材耐震対策支援事業
★保育従事職員等職場定着支援事業（※）

安心して子育てできる様々な取組の推進� 72億2,200万円
　安心・安全に毎日の子育てができるよう、子育て家庭を支
援するためのサービスや環境づくりを進め、社会全体で子育
て家庭を応援していきます。
　「子育て応援とうきょう会議」による気運の醸成　
★首都大学東京と連携した子供の貧困対策の推進
　不妊治療費助成
　生涯を通じた女性の健康支援事業
　妊婦健康診査受診促進事業
★女性の健康支援のための普及啓発事業
　出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）
　一時預かり事業補助
　子育てひろばの充実（一部※）
　ショートステイの充実
　都型学童クラブ運営費補助
　学童クラブ整備費補助
　学童クラブ設置促進事業等補助
　地域子育て支援研修
　放課後児童支援員認定資格研修
★子供の居場所創設事業

介護サービス基盤等の整備� 259億400万円
　本格的な高齢化社会を迎えるに当たり、在宅と施設サービ
スの基盤整備をバランスよく進めていきます。
　借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業
　特別養護老人ホーム等の整備
　介護老人保健施設の整備　
　地域密着型サービス等重点整備事業
　ショートステイの整備
　介護専用型有料老人ホームの設置促進
　地域密着型サービス等整備助成事業　等　　

介護人材の確保・定着� 41億4,200万円
　介護サービスを支える人材を安定的に確保するため、介護
人材の確保・定着に向けた取組を進めていきます。
　介護人材確保対策事業
　訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業
　潜在的介護職員活用推進事業
　東京都介護職員キャリアパス導入促進事業
★東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業
★ロボット介護機器・福祉用具活用支援モデル事業

介護保険給付費負担金
� 1,322億5,000万円
介護保険・低所得者特別対策事業
� 4,200万円
健康長寿医療センターへの支援
� 53億7,400万円
高齢社会対策区市町村包括補助事業
� 37億8,000万円

高齢者の新たなすまいの整備� 14億5,000万円
　本格的な高齢化社会を迎えるに当たり、新たなケア付きす
まい等の整備を進めていきます。
　医療・介護連携型サービス付高齢者向け住宅事業
　都市型軽費老人ホームの整備

地域包括ケア体制の推進� 18億2,200万円
　高齢者の状態に即した適切なサービスを効率的・効果的に
提供できる体制づくりを進めていきます。　
　訪問看護ステーション設置促進・運営支援事業
　訪問看護人材確保育成事業
　訪問看護師勤務環境向上事業
　訪問看護師定着推進事業
　介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業
　地域包括支援センター機能強化推進事業
　介護予防における地域リハビリテーション促進事業
　生活支援コーディネーター養成研修事業
　多様な主体の地域貢献活動による地域包括ケアの推進
　高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画改定
★新任訪問看護師就労応援事業
★暮らしの場における看取り支援事業

認知症対策の推進� 40億9,500万円
　認知症の人が住みなれた地域で生活を継続できるよう、環
境整備を進めていきます。
　認知症高齢者グループホーム緊急整備
　認知症対策推進事業
　高齢者権利擁護推進事業
　認知症疾患医療センター運営事業
　認知症支援推進センター設置事業
　認知症支援コーディネーター事業
　若年性認知症総合支援センター設置事業
★認知症初期集中支援チーム員等研修事業
★歯科医師・薬剤師・看護職員の認知症対応力向上研修事業
★認知症の人の在宅生活継続を支援するケアモデル事業　等

子育て環境の整備 予算額2,061億6,563万円

高齢者の地域生活と自立への支援 予算額2,278億2,841万円

特別な支援を要する子供と家庭への対応強化� 66億1,300万円
　児童虐待等により家庭で暮らせない子供たちへの支援やひ
とり親家庭に対する就労促進策を拡充するなど、対応の強化
を図ります。
　虐待対策コーディネーター事業（※）
★一時保護所における外部評価
　医療機関における虐待対応力強化事業
　要支援家庭を対象としたショートステイ事業（※）
★児童養護施設退所者等に対するすまい確保支援事業
　サテライト型児童養護施設事業
　法人型ファミリーホームの運営体制の充実
　養護児童グループホームの推進
★グループホーム・ファミリーホーム設置促進事業
　里親支援機関事業
　専門機能強化型児童養護施設制度
　石神井学園キャンパスの再編整備
　専門養育機能強化型乳児院制度
　乳児院の医療体制整備事業
　児童養護施設等の整備
　自立支援強化事業　
　児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業
　ジョブ・トレーニング事業（自立援助ホーム）
　ひとり親家庭支援センター事業
★養育費等相談支援推進事業　
　ひとり親家庭等生活向上事業
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★は新規事業を示します。

地域がん登録事業� 4,300万円
　都民のがんの発病から治療・死亡に至るまでの情報を収集
し、都内におけるがんの実態分析を行います。
　集計・分析した結果は効果的ながん対策の企画・評価に役
立てていきます。

　ウェルネス・チャレンジ� 1,100万円
★職域健康づくり推進事業� 3,300万円
　糖尿病・メタボリックシンドローム対策の推進� 400万円
　医療保健政策区市町村包括補助事業� 25億円
　肝炎対策� 25億2,300万円

がん予防対策の推進� 9,000万円
　がんの予防・早期発見の取組を充実させていきます。
　予防・早期発見普及啓発事業
　職域がん検診支援事業
　マンモグラフィ読影医師等養成研修
★がん検診受診啓発事業

自殺総合対策の推進� 1億4,700万円
　自殺に関する都民の正しい理解促進のための普及啓発、自
殺念慮者の早期発見・早期対応のための体制整備、自死遺族
への支援などを行います。
　自殺防止！東京キャンペーン
　こころといのちの相談・支援　東京ネットワーク
　東京都自殺相談ダイヤル

東京子育て応援事業� 2,000万円
　都の出えん及び都民や企業の寄付による基金を活用し、企
業やNPO法人などが行う先駆的、先進的な事業を支援するこ
とで、社会全体での子育て支援を進めます。

福祉人材総合支援事業� 2億3,700万円
　都、区市町村、国、事業者及び関係団体の役割分担と連携・
協力による一体的な福祉人材対策を推進するため、東京都福
祉人材対策推進機構を新たに設置し、福祉人材センターと連
携の上、多様な人材が希望する働き方で福祉職場に就業でき
るよう支援します。 　耐震化の推進� 2億7,600万円

　がん総合的高次研究の推進� 9,000万円
　都有地を活用した社会福祉施設建替え促進事業� 7,900万円
　福祉サービス第三者評価システム� 5,900万円
　社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業� 1,300万円
★元気高齢者の社会貢献活動にかかる表彰制度� 　500万円

元気高齢者地域活躍推進事業� 1億円
　高齢者の健康づくりや社会貢献等生きがい
を創出するとともに、福祉施設等でのボラン
ティアや就労を促進する区市町村の取組を支
援します。

都民の総合的な保健サービスの向上

福祉保健改革の推進等

後期高齢者医療制度� 1,267億8,000万円
　東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度
の円滑な運営に資するため、基金の設置や医療給付費の負担
等を行います。

質の高い医療サービスを支える人材の確保� 22億8,400万円
　地域や診療科（救急、小児科、産科等）の医師不足に対応
するとともに、看護師の定着や再就業支援など総合的な人材
確保対策に取り組みます。
　医師奨学金制度による医師確保対策の推進
　東京都地域医療支援ドクター事業
　医師勤務環境改善事業
　特定機能病院勤務医等負担軽減支援事業
　看護職員定着促進のための巡回訪問事業
★セカンドキャリア支援事業
　島しょ看護職員定着促進事業
　ナースプラザ運営委託
　届出制度を活用した看護職員復職支援事業

　島しょ保健医療体制の充実� 6億4,900万円
　医療施設の耐震化� 52億6,700万円

総合的ながん対策の充実・強化� 7億9,400万円
　新たな「東京都がん対策推進計画」に基づき、高度で専門
的ながん医療提供体制の確保や、患者・家族に対する相談支
援機能の充実など、がん医療対策を総合的に推進します。
　がん診療連携拠点病院事業
　東京都がん診療連携拠点病院事業
　地域がん診療病院事業
　東京都小児がん診療連携推進事業
　がん患者就労等普及啓発事業

迅速かつ適切な救急医療・災害医療の一層の充実
� 　78億3,500万円
　突発的な事故・急病などに備えた救急医療体制の充実を図
るとともに、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時の医療体
制を一層強化します。
　東京都地域救急医療センターの運営
　救急患者受入コーディネーターの配置
★救急搬送患者受入体制強化モデル事業
　救命救急センター運営費補助
　災害医療協議会等
　災害拠点病院事業
　東京都災害拠点強靭化緊急促進事業

患者中心の医療体制の充実

安心の小児医療・周産期医療体制の整備� 39億3,100万円
　安心して子供を産み、育てられるよう、医療機関等が役割
分担と連携により、リスクに応じて的確に医療を提供する小
児・周産期医療体制を構築します。
　こども救命センターの運営
　周産期医療システムの整備
　休日・全夜間診療事業（小児・周産期）
　周産期医療ネットワークグループの構築
　産科救急研修

在宅療養支援体制強化や医療連携体制構築の推進
� 52億5,000万円
　切れ目ない医療・介護サービスを受けながら暮らし続けら
れる体制を整備するとともに、疾病別の医療連携体制を構築
し、地域で安心して診療を受けられる体制を整備します。
　在宅医等相互支援体制構築事業
　在宅療養移行支援事業
　在宅療養移行体制強化事業
　在宅療養推進基盤整備事業
　区市町村在宅療養推進事業
★暮らしの場における看取り支援事業
★地域医療構想推進事業

予算額3,529億4,941万円

予算額122億9,830万円

予算額610億4,045万円
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★は新規事業を示します。

重症心身障害児（者）等の支援� 　2億4,500万円
　重症心身障害児（者）が地域で暮らす上で必要な、治療や
訓練などの療育を行うため訪問看護などの各種事業を実施し
ます。
（障害者施策推進区市町村包括補助事業においても実施）

★共生社会実現に向けた障害者理解促進事業� 3,000万円
★社会参加に関する障害者等の意識調査� 3,000万円
★東京都ICT遠隔手話通訳等モデル事業� 900万円
★障害者支援施設等人材育成事業� 600万円
　地域における精神科医療提供体制の整備� 6,600万円
　精神障害者地域生活支援� 3億3,600万円
　精神科救急医療� 11億9,100万円
★災害時こころのケア体制整備事業� 700万円
　障害者施策推進区市町村包括補助事業� 132億3,500万円

　地域生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、通所施
設やグループホーム等の設置を促進します。
　東京都障害福祉計画
　（障害者・障害児地域生活支援3か年プラン）
　（施設整備費補助）� 49億9,600万円
★グループホーム等安全対策事業� 9,000万円
　定期借地権の一時金に対する補助� 1億4,300万円
　借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業� 2,100万円
　短期入所開設準備経費等補助事業� 　2,300万円
　地域移行促進コーディネート事業� 6,300万円
　障害者地域生活移行・定着化支援事業（※）
（※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

障害者の就労支援� 3億4,700万円
　障害者が生き生きと働ける社会を実現するため、就労支援
の充実を図ります。
★「東京チャレンジオフィス」の運営
★医療機関との連携による障害者就労促進事業
　福祉・トライアルショップの展開　
　就労支援機関等スキル向上事業
★区市町村ネットワーク受注促進事業
　区市町村障害者就労支援事業（※）
（※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

障害者（児）の自立生活への支援 予算額1,945億3,733万円

居宅介護等事業� 82億4,000万円
　ホームヘルパーを派遣して、日常生活に必要なサービスを
提供することにより、自立した生活を促進します。

　福祉人材の確保・育成・定着への取組を充実します。
　福祉人材センターによる就労支援の強化� 2億円
　将来に向けた人材育成・活用プロジェクト事業� 9,600万円
　介護人材確保に向けた学校説明会の実施� 1,000万円
★福祉の仕事イメージアップキャンペーン事業� 3,500万円

地域福祉推進区市町村包括補助事業� 35億6,600万円
　区市町村が地域の実情に応じて、主体的に地域福祉分野の基盤
の整備及びサービスの充実を図ることを支援します。

　低所得者・離職者の就労・住居の確保、生活の安定に向け
て支援します。
　生活困窮者支援体制整備事業（※）
　生活困窮者自立支援事業� 5,000万円
　住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業� 6億7,700万円
　受験生チャレンジ支援貸付事業　� 　11億7,100万円
　ホームレス対策の強化� 15億8,200万円
　生活支援付すまい確保事業� 　6,400万円
★地域居住支援モデル事業� 　2,600万円
　寄りそい型宿泊所事業� 1億9,400万円
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

新しい福祉を支える基盤づくり 予算額384億5,724万円

　高齢者や障害者をはじめ、全ての人が自由に行動し社会参
加できるまちづくりを推進していきます。
　福祉のまちづくりの普及・推進� 　1,300万円
★心と情報のバリアフリーに向けた普及推進� 800万円
★心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化� 2,000万円
　情報バリアフリーに係る充実への支援（※）
　心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援（※）
（※地域福祉推進区市町村包括補助事業で実施）

発達障害者支援体制整備推進事業� 800万円
　支援機関に従事する専門的人材の育成等を実施します。
　区市町村発達障害者支援体制整備推進事業（※）
　区市町村における発達障害児の早期発見や支援体制の構築
を支援します。
　また、支援を要する成人の発達障害者に対し、社会参加や
就労などに関する取組を行う区市町村を支援します。
（※障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施）

多様化する健康危機への機敏な対応 予算額190億8,426万円

感染症対策強化事業� 3億6,100万円
　エボラ出血熱やデング熱など発生が懸念される感染症に対
して、事前の備えや発生時の対応体制を強化するとともに、
都民等へ広く感染症対策の正しい知識の普及等を図っていき
ます。
　一類感染症等対策（エボラ出血熱、MERS等）
　蚊媒介感染症対策（デング熱等）
　感染症全般に係る体制強化
　基礎研究の推進
★オリンピック・パラリンピックに向けた感染症対策

新型インフルエンザ対策� 6億円
　新型インフルエンザの発生に備えて、地域医療体制の構築
や、治療薬・医療資器材の確保、監視・検査体制の強化など
の取組を着実に推進します。
　抗インフルエンザウイルス薬・医療資器材の備蓄
　地域医療体制の強化
　基礎研究の推進
　普及啓発活動の実施
　ワクチン接種体制の構築
　患者移送体制の構築

薬物乱用防止対策� 1億7,400万円
　麻薬、覚醒剤等の乱用防止対策を推進します。また、危険
ドラッグの乱用防止に向け、監視指導や普及啓発を強化して
いくとともに、関係機関と緊密に連携し、都の地域的特性に
応じた総合的な対策を実施します。
　麻薬・覚醒剤等啓発対策
　危険ドラッグ対策

結核・エイズ対策� 6億6,200万円
　結核対策として地域の実情に応じた治療体制の確保や重点
対象者への取り組みを強化するとともに、ＨＩＶ感染に関す
る予防啓発や検査相談による拡大防止、陽性者支援などの取
組を推進します。
　結核地域医療ネットワーク推進事業
　エイズ啓発拠点事業
　多摩地域検査・相談体制の確保

放射能測定体制及び情報発信の充実�4,000万円
　空間放射線量の測定や流通食品等の放射性
物質検査を継続的に実施し、迅速に結果を公
表するとともに、都民フォーラムの開催等を
通じて放射能に関する知識を普及するなど、
情報発信に取り組みます。★食品安全情報の世界への発信� 1,500万円

　新たなアレルギー性疾患対策の展開� 4,700万円
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　「東京の福祉保健2016　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28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。

問 福祉保健局総務部企画政策課　TEL 03-5320-4019
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/shisaku/
bunyabetutorikumi/2016.html

「東京の福祉保健2016 分野別取組」を作成しました

平成28年度に展開する8分野の主な施策

第3　障害者分野

第4　生活福祉分野

第5　保健分野

第6　医療分野

第7　健康安全分野

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や家庭への対応を強化します

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
4　介護人材等の確保・育成・定着を支援します

障害者が安心して暮らせる社
会の実現を目指します

都民の生活を支える取組を推
進します

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

都民の安心を支える質の高い
医療提供体制の整備を進めま
す

多様化する健康危機から都民
を守ります

広域的な自治体としての役
割を着実に果たします

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

1　低所得者・離職者等を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

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

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・小児医療体制を確保し
ます

3�　がんを含めた生活習慣病の医療連携体制や、在宅療養環境の整備を進
めます

4　医療人材の確保、育成を支援します

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

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

第8　横断的取組

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　子供家庭分野

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　高齢者分野



▪離婚前後の法律相談の開始のお知らせ
　平成28年度より、離婚前後の子供（20歳未満）を持つ親（未婚等も含む）を対象として、離婚に伴う様々
な法的問題について、家事事件に精通した弁護士による相談を面談で行います。相談は、1時間以内
で予約制です（経験相談は3回まで）。相談料無料。
窓　　口：東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」　TEL 03-5261-1278
受付時間：9時から16時30分まで
問 東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」　TEL 03-5261-1278
　　福祉保健局少子社会対策部育成支援課　　 　TEL 03-5320-4125

▪東京都自立支援協議会本会議を開催します
日　時　5月20日（金）14時から16時30分まで
会　場　�東京都心身障害者福祉センター（〒162-0823�新宿区神楽河岸1-1�セントラルプラザ12階研修室）
内　容　�「相談支援専門員を中心とした地域の相談支援体制を考える」をテーマに、どのように人材を

育てていくのか、どのように支えあっていくのかについて意見交換を行います。また、傍聴
が可能です（人数制限あり。）。ご希望の方は5月18日（水）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、下記までご連絡ください。

問 東京都心身障害者福祉センター地域支援課　TEL 03-3235-2952　FAX 03-3235-2957

▪人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
①　近隣仲間作りと交流大会
日時　5月15日（日）13時30分から16時30分まで
会場　府中グリーンプラザ（府中市府中町1-1-1）

②　消化器系ストーマの講習会
日時　5月29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（港区芝5-18-2）

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問 日本オストミー協会東京都協議会　TEL 03-5272-3550
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413

お知らせ
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◦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
（前期）　※1

5月14日、6月11日、7月16日、9月3日の土曜日　
15時〜17時 障害児者 必要（申込期間

：4/2 〜 4/23）

水泳入門（火曜版）　※2 5月31日、6月7日・14日・21日・28日の火曜日　
12時〜12時50分 障害児者 必要（申込期間

：4/19〜5/10）
はじめよう！バドミント
ン入門　※3

5月20日、6月17日、7月15日、8月19日、9月16日、
10月21日の金曜日　18時30分〜20時30分 障害児者 必要（申込期間

：4/8 〜 4/29）

多
　
摩

ティーボール教室　※4 4月16日（土）、29日（金・祝）、5月7日（土）、14日（土）
13時〜15時

障害児者・介護者
地域住民

不要重度障害者のプールのひ
ろば　※5 5月1日（日）12時〜13時 肢体不自由児者

介護者

みんなで☆卓球　※6 5月4日（水・祝）10時〜12時 障害児者・介護者
地域住民

※1　テニスの基礎をしっかり学んで、上達を目指します。
※2　�水泳の基礎を学んで、25ｍ完泳を目指します。25ｍはなんとか泳げるけどもっと泳げるようになりたい、という方もどうぞ。
※3　バドミントンの基礎をしっかり学んで、上達を目指します。
※4　野球好き集まれ！ティーボールは固定したボールを打つので、誰でも簡単に楽しみめます。（受付は12時20分から）
※5　波の少ない、静かなプールで行います。自分に合った水中での運動を介護の方と一緒に見つけてみませんか。
※6　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！�

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/
　　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　vol.140　平成28年4月発行
印刷物規格表第 1 類　印刷番号（27）70　〒 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）　FAX 03-5388-1400

  1日  食の安全都民フォーラム　食の安全都民講座第5回
  「健康食品と上手に付き合う」
  3日   東京都地方独立行政法人評価委員会　第3回高齢者医療・研究分科会
   東京都生活習慣病検診管理指導協議会　第2回がん部会
  4日  看護教員養成研修修了式
  6日   人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト講習会）
  「オストメイト体験交流と話し合い」
  第32回障害者のためのふれあいコンサート
  8日   障害者福祉施設の自主製品販売イベント「Unique Plus 

Market2016」（～11日・14日）
   東京子育て応援事業助成団体中間報告会・平成28年

度公募説明会（第一回）
10日   東京子育て応援事業助成団体中間報告会・平成28年

度公募説明会（第二回）
  東京都児童福祉審議会第3回本委員会
11日   特別養護老人ホーム等施設整備費補助制度の概要説明会
   東京都世界結核デー記念講演会「結核はなぜなくならない

のか?!～歴史上の人物から学ぶ、あなたにも身近な結核～」

13日  第27回腎臓病を考える都民の集い
14日   東京子育て応援事業助成団体中間報告会・平成28年度公募説明会（第三回）
15日  第12回ウイルス肝炎対策協議会
16日  平成27年度東京都衛生検査所精度管理講習会
23日  東京都地域医療対策協議会
  アレルギー疾患対策検討委員会
24日   大学生向けこころといのちの講演会「悩むってあたり

まえ～目指せ！ありのままマイスター～」
25日  第1回東京都周産期医療協議会
26日  子育て応援Tokyoプロジェクトin多摩平
28日  第1回救急医療対策協議会
  第2回東京DMAT運営協議会
30日   「都と事業者との連携による高齢者等を支える地域づ

くり協定」協定締結式
   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
  東京都特殊疾病対策協議会
31日  平成27年度定年・勧奨退職者辞令交付式

３
月
の
動
き

「東京都　仕事と介護の両立支援サイト」がオープンしました！

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　 03-5320-4271　 03-5388-1395 「東京都障害者差別解消法ハンドブック～みんなで支え合い、つながる社会をめざして～」を作成しました
　東京都では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（法）の施行を踏まえ、
職員等の適切な対応に資すると共に、区市町村や民間事業者にも活用できるよう、法の趣
旨や内容、日々の活動の中で配慮すべき事項等を分かりやすくまとめた「東京都障害者差
別解消法ハンドブック～みんなで支え合い、つながる社会をめざして～」を作成しました。

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4559　FAX 03-5388-1413

　高齢者人口の増加とともに、介護を必要とする人は増え続けています。その介護をする人は、働き盛り
世代であることが多く、仕事と介護の両立が困難となり離職する「介護離職」が、企業、働く方双方にとっ
て大きな問題となっています。
　仕事と介護の両立のためには、まず情報収集が重要であることから、東京都は、経営者・人事担当者、
働く方々に向け、両立に役立つ情報を提供する専用のポータルサイトを作成しました。両立に向けた準備
や、介護に直面したときにまず行うことなどを解説していますので、ぜひご活用ください。

問 産業労働局雇用就業部労働環境課　TEL 03-5320-4651　FAX 03-5388-1469

【内容】
★ 　経営者・人事担当者、働く方それぞれに向けた内容となっています。「介護に直面する前」「介護に直面し
た後」に分け、わかりやすく解説しています。

★ 　介護を必要とする人が遠方に住んでいる場合も多いため、遠距離介護に関するページを設け、両立のポイ
ントや有識者によるコラム等を紹介しています。

★　厚生労働省や東京都福祉保健局などへのリンクも充実しています。
★　最新の東京都施策情報にアクセスできます。

　仕事と介護の両立支援のために必要な取組や、社員から仕事と介護の両立に関する相談があった場合の
対応などについて解説しています。取組をこれから始める企業の方に参考になるよう、企業の取組事例も
掲載しています。

経営者・人事担当者の方向け

　介護に直面する前に準備しておきたいこと、直面したときにまず行うことなどについて解説しています。
実際に仕事と介護を両立している方の体験談も掲載し、具体的なイメージが湧きやすく、わかりやすい内
容となっています。

働く方向け

http://www.kaigo-ryouritsu.metro.tokyo.jp/東京都 仕事と介護の両立支援サイト
〜魅力ある職場づくりを目指して〜 検索東京都　仕事と介護の両立支援サイト
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