
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。

➡

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

福祉保健 6
平成28年6月

2016

今
月
の
主
な
内
容

【特集】6月は蚊の発生防止強化月間〜たまり水から、蚊は発生します〜… …………… 2
6月は東京都HIV検査・相談月間です！……………………………………………………… 3
暑くなり始めた時期から熱中症に気をつけましょう！…………………………………… 4
「野菜メニュー店」に出かけてみませんか？／
油断大敵！食中毒〜食べる前にしっかり予防〜…………………………………………… 5
お知らせ………………………………………………………………………………………6、7
「子育て応援とうきょうパスポート事業」の協賛店を募集します!!… …………………… 8

　5月15日（日）、新宿通り〔新宿三丁目〜新宿駅東口〕にお
いて、「民生委員・児童委員活動 普及・啓発パレード」を実施
しました。当日は、都内各地域から民生委員・児童委員約3,000
人が参加しました。
　このパレードは、都内約1万人の民生委員・児童委員の存在
や活動について、広く都民にPRするため、民生委員・児童委
員の日 活動強化週間（5月12日〜 18日）に実施しているも
ので、今年が5回目となります。平成29年の民生委員制度創

設100周年を目前にした今年は、例年よりも規模を拡大してパレードを実施しました。
　当日は、吹奏楽団（四谷交通少年団、青山学院大学、東海大学、日本大学、明治学院大学、早稲田大学）
がパレードに華を添え、東京都民生委員・児童委員キャラクター ミンジーや、東京都の児童虐待防止普及
啓発キャラクター OSEKKAIくん、都内各区市町村社会福祉協議会等のキャラクターも数多く参加し、子
供から大人まで、道行く人々の注目を集めていました。

問 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　TEL 03-5320-4031　FAX 03-5388-1403

「民生委員・児童委員活動 普及・啓発パレード」を実施しました
〜 3,000人の民生委員が、新宿を歩きました! 〜

　活動強化週間を中心に、都内各地域の民生委員・児童委員
が、役所ロビー等でパネル展示や相談コーナーを設置したほ
か、地域イベントへの参加等により、様々なPR活動を展開し
ました。



特 集 ６月は蚊の発生防止強化月間
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問 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課　TEL 03-5320-4391　FAX 03-5388-1426

　今年に入り、中南米でのジカウイルス感染
症の流行や一昨年夏、約70年ぶりのデング熱
の国内発生など、蚊が媒介する感染症が話題
になっています。蚊が媒介する感染症の発生
を未然に防止するためには、日頃から都民の
皆様や施設の管理者が蚊の発生を抑制すると
ともに、蚊に刺されないような対策が必要で
す。
　そこで、蚊の発生が本格化する6月1日〜
30日を『蚊の発生防止強化月間』として集中
的な啓発活動を実施します。皆さんで協力し、
身のまわりの蚊の発生防止に取り組みましょ
う。
【月間中の広報媒体による注意喚起等の内容】
◦ラッピングバスの走行
　6月1日〜 30日に、新宿や渋谷を中心に
走行する都営バス車体に強化月間や蚊の発
生抑制を訴える広告を掲載します。
◦トレインチャンネル
　JR電車内の液晶画面に、蚊の発生抑制対
策の必要性を周知するためのCMを6月13
日〜 19日の1週間放映します。
◦その他　
　都民向けリーフレットや施設管理者向け小冊子をリニューアルして発行、駅や電車内にポスターを掲
示します。

～たまり水から、蚊は発生します～

【幼虫対策】
不要なたまり水をなくそう！！　例：植木鉢の受皿、空き缶、古タイヤ
【成虫対策】
①草むらややぶは定期的に手入れを！！
②刺されないように長袖の着用や必要に応じて忌避剤（虫避け剤）の活用を！！

蚊の防除のポイント

HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/baikaikataisaku/boushi_gekkann.html



福祉保健 6月号 3

６月は東京都HIV検査・相談月間です！
　HIV ／エイズは「自分には関係ない」…と思っていませ
んか?
　昨年、都内では435人の方が新たにHIVに感染、又は
エイズを発症しており、そのうち、20歳代と30歳代が
65.2%を占めています。
　HIV感染は、正しいコンドームの使用で予防できます。
　また、もしHIVに感染しても、感染を早く知って適切な
治療を受ければ、今までとほぼ同じ生活を送ることができ
ます。
　だから、早めの「検査・相談」が大切です。
　HIV ／エイズについて、今自分に “できること” をはじめ
ませんか。

月間中は、検査・相談体制を拡充しています！！（匿名・無料）

HIV ／エイズ啓発番組「Words of Love 〜 Let’s talk about HIV/AIDS 〜」を配信します!!

◦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）
（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）

　お笑い芸人トータルテンボスさんをMCに迎えて、ユーストリームで年4回配信します。
　詳しくは、番組 HP （http://www.wordsoflove.jp/）をご覧ください。配信日以降も、アーカイブと
You Tubeでご視聴いただけます。

※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/

第1回目　6月16日（木）22時　「HIV ／エイズの知識と検査」
ライブゲスト　ダイアモンド✡ユカイさん

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

インターネット
予約ができます

http://www.tmsks.jp

H27H26H25

419 507

２倍

梅毒が
増えています！

1,044

平成27年は過去最多
女性の20歳代と
異性間性的接触の割合が増加

東京都の梅毒情報 梅毒の検査は、都内保
健所でHIV検査と同時
に匿名・無料で実施

梅毒の情報は、
東京都感染症情報セン
ター HP

『梅毒の流行状況』、
厚生労働省HP

『梅毒に関するQ＆A』
を検索

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
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熱中症を予防するには、「暑さを避けること」と「水分補給」が大切です。
1　室温は 28 度を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう 
  　 　熱中症は、外にいる時だけではなく、室内にいる時も注意が必要です。継続して同

じ部屋にいると室温の上昇に気づきにくくなるので、特に高齢者の方や身体の具合が
悪い方は、我慢せずにエアコンや扇風機を使いましょう！

2　こまめに水分補給をしましょう
  　 　のどが渇く前に水分を補給しましょう。特に子供、高齢者、障害児、障害者の方は体

温調節が十分でないことがありますので、こまめに水分をとりましょう（ただし、持病
がある方は主治医にご相談ください。）。大量に汗をかいたときは、塩分補給も忘れずに。

3　外出時は直射日光を避け、涼しい服装で出かけましょう
  　 　帽子や日傘などを利用し、通気性がよく、吸湿・速乾性のある服装で出かけましょう。
4　その日の体調を考慮しましょう
  　 　熱中症の発生には、その日の体調が影響します。朝食抜きや寝不足、前日に深酒し

たなど体力が低下しているときは、無理をしないようにしましょう。

熱中症が疑われる場合は、次の措置をとりましょう。
①　涼しい場所へ避難させる。
②　衣服を脱がせ、身体を冷やす。
　　※　冷たい水やタオルで、首、わきの下、足の付け根を重点的に冷やしましょう。
③　自分で飲めるときは水分や塩分を与える。
　　※　自力で水が飲めない、意識がはっきりしない場合は、直ちに医療機関へ搬送しましょう。

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

暑くなり始めた時期から熱中症に気をつけましょう！
熱中症とは
● 　室温や気温が高い場所に長時間いることにより、体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温の調節機能
が働かなくなり、体温上昇、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感、けいれんや意識障害などを引き起こす病態です。
重症化すると生命に危険が及ぶこともあります。

　 　熱中症は例年、5月頃から発生し、梅雨明けの7月下旬から8月上旬に多発する傾向があります。体が暑さ
に慣れるのには時間がかかりますので、暑くなり始めた時期や、急に暑くなった日などには特に注意しましょう。

熱 中症予防のために

熱中症の対処方法

　　　　　　　 （重症度はⅠ度の軽症、Ⅱ度の中等症、Ⅲ度の重症に分類されます）
重症度Ⅰ度：手足のしびれ、めまい、筋肉のこむら返り、気分が悪い、ボーっとする
重症度Ⅱ度：頭痛、吐き気、嘔吐、体がだるい、意識が何となくおかしい
重症度Ⅲ度：意識がない、けいれん、呼び掛けに応じない、真直ぐに歩けない、身体が熱い

★　熱中症予防の一工夫　★
　　日頃から、冷蔵庫に冷却グッズやタオルを冷やして準備しておくと、いざというときに役立ちます。

熱中症予防に関する御相談はお住まいの地域の保健所、保健センターへ

熱中症の主な症状

適切な予防法や対処方法を知り、熱中症を防ぎましょう！
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油断大敵！食中毒　～食べる前にしっかり予防～

「野菜メニュー店」に出かけてみませんか？

＜このステッカーが目印＞

「野菜メニュー店」は、東京都保健所管内（多摩・島しょ地区）で取り組んでいる事業です。
特別区、八王子市及び町田市では、独自の取組を行っていますので、詳細は各区市へお問合せください。
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/ei_syo/eiyouhyoji/yasaimenu.html

　夏場は、食中毒菌が増えやすくなります。
　これからの時期、毎日のちょっとした心がけで家庭での食中毒を防ぎましょう！

問 健康安全研究センター健康危機管理情報課　TEL 03-3363-3472　FAX 03-5386-7427

〔食中毒予防の３原則〕
●�つけない！
・手、野菜などの食材、調理器具をよく洗う。
・調理器具、ふきんをこまめに消毒する。
・�肉や魚から出るドリップ（汁）を他の食品につけない。

●�ふやさない！
・�要冷蔵品や冷凍食品を買ったらすぐに持ち帰り、冷蔵
庫・冷凍庫に入れる。

・冷蔵庫に食品を詰めすぎない。
●�やっつける！
・食品の中まで十分に火を通す。
・温め直すときも十分加熱する。

東京都では、東京都健康推進プラン 21（第二次）に基づき、負担感なく生活習慣の改善に取り組め
る食環境づくりを進めています。
都民の外食利用率の高さや野菜摂取量が目標量（1人 1日当たり 350g 以上）に達していない現状

から、外食での野菜摂取量を増やすために、1日に摂りたい野菜 350g の約 1/3 量（120g）を食べら
れるお店「野菜メニュー店」の取組を行っています（詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ「とうきょ
う健康ステーション」をご覧ください。）。
外食をする時にも、野菜の多いメニューを選択したり、サラダや和え物などの野菜料理を 1品プラ

スするなどして野菜の摂取量を増やすように心がけましょう。

〔肉は十分に加熱して食べましょう！〕
焼肉などで加熱が不十分であったり、

肉を生・半生で食べたことによる食中
毒が発生しています。十分に加熱して
食べてください。特に、子供や高齢者
は重症になりやすいので、注意が必要
です。

また、肉を焼くときは、専用のはし
やトングを使いましょう。

東京都健康づくり推進キャラクター
ケンコウデスカマン

1 日の目標量（350g）
の 1/3 が食べら
れるんだね！

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4357　FAX 03-5388-1427
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▪第3回都医学研都民講座「ヒアルロン酸の科学から健康長寿を考える〜糖鎖と健康〜」
　公益財団法人東京都医学総合研究所では、下記の通り都民講座を開催いたします。
日　時　7月29日（金）14時30分から16時まで
会　場　一橋講堂（千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター 2階）
講　師　神村　圭亮（東京都医学総合研究所 研究員）、板野　直樹（京都産業大学 教授）
定　員　抽選で500名。入場無料
申込み　 7月11日（消印有効）までに往復はがきに講座名・人数（2人まで）・住所・氏名(ふりがな)・

電話番号を書き、〒156-8506 東京都世田谷区上北沢2-1-6（公財）東京都医学総合研究所普
及広報係へ。

問 公益財団法人東京都医学総合研究所　TEL 03-5316-3109　FAX 03-5316-3150

▪市民公開講座「肝臓病治療の進歩と日常生活」
日　時　7月24日（日）14時から16時まで
会　場　武蔵野公会堂ホール（武蔵野市吉祥寺南町1-6-22）JR吉祥寺駅南口から徒歩2分
講　師　泉　並木（武蔵野赤十字病院副院長）ほか。
定　員　350名。入場無料

申込み　 7月15日（金）までに、講座名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を書き、ファ
クスにて FAX 0422-32-3135武蔵野赤十字病院肝疾患相談センター宛てに
お申込み下さい。

問 武蔵野赤十字病院肝疾患相談センター　TEL 0422-32-3135　FAX 0422-32-3135
　　福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4471

▪福祉の仕事　就職フォーラム
　福祉職場への就職をサポートする大規模説明会を開催します。
日　時　7月10日（日）　12時30分から16時30分まで
会　場　東京ビッグサイト西4ホール（江東区有明3-11-1）
内　容　求人事業所ブースでの事業説明、福祉の仕事なんでも相談コーナーなど
備　考　事前申込み不要、入場無料、服装自由、履歴書不要
詳　細　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/forum.html
問 東京都福祉人材センター　TEL 03-5211-2860　FAX  03-5211-1494
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　TEL 03-5320-4049　FAX 03-5388-1403

お知らせ
▪「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
　東京都では、薬物乱用のない社会を目指し、全国で展開される「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動の一環として、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催します。
日　時　6月26日（日）　13時30分から16時まで
会　場　東京スカイツリータウン　東京ソラマチ4階スカイアリーナ
　　　　（墨田区押上1-1-2）
問 福祉保健局健康安全部薬務課
TEL 03-5320-4504　FAX 03-5388-1434
HP  東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒健康・安全施策⇒今こそストップ！薬物乱用
　　⇒「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenkou_anzen/stop/fukyu.html

実施内容
●催し物

（1）式典（主催者・来賓挨拶等）
（2）警察犬（薬物捜索犬）デモンストレーション
（3）ステージショー、トークライブ
（4）薬物乱用撲滅宣言

●啓発活動、企画展示
（1）薬物乱用防止企画展示（パネル等）
（2）啓発活動（リーフレット・グッズ配布等）
（3）国連支援募金活動
（4）着ぐるみ（「ダメ。ゼッタイ。君」、「ピーポくん」）

ダメ。ゼッタイ。君
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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

みんなでブラインドサッカー　※1 7月18日（月・祝）、平成29年1月29日（日）9時〜 12時 障害児者、家族等、地域住民
不要みんなでバドミントン　※2 7月30日（土）、9月24日（土）13時〜 16時

重度障害者のためのプール開放
※3

7月17日（日）・24日（日）、8月7日（日）・14日（日）、9月11日（日）、
10月10日（月・祝）、10月30日（日）12時〜 12時50分

身体障害児者（四肢麻痺者、
片側麻痺者）、介護者

多
　
摩

みんなでバドミントン　※4 6月20日（月）18時30分〜 20時30分 障害児者・介護者、地域住民
不要日曜広場　※5 7月3日（日）13時〜 15時 障害児者・介護者、地域住民

チャレンジスポーツ　※6
（ターゲットバードゴルフ） 7月18日（月・祝）13時〜 15時 障害児者・介護者

※ 1　交流しながら、ブラインドサッカーを体験しましょう！初心者歓迎です。
※ 2　バドミントンのゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します。
※ 3　波のない静かなプールで楽しみましょう！介助者の方には介助方法等をお教えします。参加は介助者同伴でお願いします。
※ 4　ゲームを通じて、交流を深めながら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
※ 5　月ごとに変わるテーマに合わせて、いろいろなゲームやスポーツを楽しみます。今月は「ミニ夏祭り」です！
※ 6　 やってみたいなと思っていてもなかなか機会がないという方、是非ご参加ください！協力：国立多摩スポ TBG クラブ
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/

▪平成28年12月以降に障害児通所支援事業所の開設をお考えの法人向け説明会の実施について
　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」を実施しています。
　平成28年12月から平成29年3月までの各月1日付けでの指定をお考えの法人向け説明会は、平
成28年8月5日（金）の午前10時から、都庁第一本庁舎5階の大会議場で実施いたします。説明会に
参加するためには事前の申込みが必要になります。
　参加申込みについては、7月1日から22日までメールにて受け付けます。申込みの詳細については、
福祉保健局 HP  や東京都障害者サービス情報 HP  をご覧ください。（ HP  は7月1日より公開予定）

※平成28年度　実施予定説明会
○第三回説明会：平成28年12月7日（水）
　対象：平成29年4月から7月の各月、1日付けでの指定を希望する法人

福祉保健局 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/jigyo/index.html
東京都障害者サービス情報 HP http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/LibDspList.php?catid=052-001
問 福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課　TEL 03-5320-4374

▪東京都地域医療支援ドクター（常勤医師）の募集
資　　格　地域医療に従事する意思のある、医歴5年以上で、採用予定日現在59歳以下の医師
診療科等　 周産期医療（産科・新生児科）、小児医療、へき地医療（総合・内科・外科等）、救急医療（内

科・外科等）のいずれか
採用予定日　 平成29年4月1日（欠員状況等により、採用予定日以前に採用の場合あり）
人　　員　若干名　　締　　切　8月1日（月）

HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/sonota/ishi_chiiki_iryo_shiendoctor.html
問 福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4552　FAX 03-5388-1436

詳しくは 東京都地域医療支援ドクター 検索

▪熊本地震に対する義援金の募集（平成28年6月30日（木）まで）
　東京都では、熊本地震により被害を受けた被災地への義援金を募集しています。
　義援金は口座振込みにより受付いたします。ご協力をお願いいたします。
金融機関　　みずほ銀行
支 店 名　　東京都庁出張所
店 番 号　　777

預金種目　　普通
口座番号　　1064331
口 座 名　　平成 28 年熊本地震東京都義援金

問 福祉保健局指導監査部指導調整課　TEL 03-5320-4192　FAX 03-5388-1415
詳しくは 東京都義援金 検索 HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
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10日	 アイスクリーム協会寄付目録贈呈式
14日	 看護フェスタ2016
	 目の健康講座「今話題の加齢黄斑変性」
15日	 民生委員・児童委員活動普及・啓発パレード
	 	人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「近隣

仲間作りと交流大会」
16日	 	認知症高齢者グループホーム緊急整備事業、都市型軽費老

人ホーム整備事業等の補助制度説明会
	 島しょ民生児童委員連絡協議会総会
17日	 地域医療構想策定部会
20日	 東京都自立支援協議会本会議
24日	 ハンセン病療養所慰問

25日	 第1回東京都食品安全情報評価委員会
	 東京都社会福祉審議会検討分科会（第1回）
26日	 介護老人保健施設（老健）整備事業の説明会
29日	 	人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「消化

器系ストーマの講習会」
31日	 	第1回東京都教育・保育施設等における重大事故の再発防

止のための事後的検証委員会
	 	第142回老年学・老年医学公開講座「これだ！健康長寿の

食生活」
	 東京都衛生検査所精度管理（調査）検討委員会
	 第1回東京都医療勤務環境改善支援センター運営協議会

５
月
の
動
き

「子育て応援とうきょうパスポート事業」の協賛店を募集します！！

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　東京都は、子育てを応援しようとする社会的機運の醸成を目的として、企業・店舗等が、善意により、
子育て世帯や妊婦の方に対して、様々なサービスを提供する仕組み「子育て応援とうきょうパスポート事
業」を、平成28年10月から開始する予定です。
　事業開始に先立ち、6月1日から協賛していただく企業・店舗等の募集を開始します。子育て世帯・妊
婦の方を応援したいとお考えの皆様、是非、御登録をお願いいたします。
1　子育て応援とうきょうパスポート事業の仕組み
◦�本事業に協賛する企業・店舗等（以下、「協賛店等」という。）において、中学生以下の子供のいる世帯
や妊婦の方に対して、様々なサービスを御提供していただきます。

◦�都は、子育て世帯や妊婦の方にパスポートを交付し、利用者は、協賛店等で提示することによってサー
ビスを受けられます。

◦�協賛店等は、都が配布するステッカーを掲示して頂き、都は、ホームページ等で協賛店等のPRを行います。

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　TEL 03-5320-4115　FAX 03-5388-1406

2　協賛店の登録について
◦以下のサービスを一つ以上実施していただければ、登録することができます。
　⑴　粉ミルクのお湯の提供　　　　　　⑹　ベビーカーを店内で利用可能　
　⑵　おむつ替えスペースの提供　　　　⑺　景品の提供　　　　
　⑶　トイレにベビーキープ設置　　　　⑻　ポイントの付与　　
　⑷　授乳スペースの提供　　　　　　　⑼　商品の割引
　⑸　キッズスペースの提供　　　　　　⑽　その他　利用者に資するサービス
◦申請方法等詳細は、福祉保健局� HP �をご覧ください。
　トップページ⇒子供家庭⇒子供家庭施策⇒子育て応援とうきょうパスポート事業��
　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/passport/passport01.html
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