
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。
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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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　動物愛護相談センターや動物愛護団体等が行う保護犬、保護猫の譲渡活動をより多くの方々に知ってい
ただくため、都独自の取組として、11月を「動物譲渡促進月間」とし、小池百合子知事のメッセージの発信
や譲渡事業PRイベント等、様々な取組を行っています。
　譲渡事業PRイベントは、11月2日（水）、3日（木・祝）、新宿駅西口広場イベントコーナーにて開催し
ました。保護犬や保護猫の譲渡活動に関するパネル展やアニメ「犬を飼
うってステキです―か？」の上映、パンフレットの配布を行いました。
　知事メッセージの配信スケジュールは以下のとおりです。
●知事メッセージの発信
　「ペット殺処分ゼロ」の早期実現に向けた、知事のビデオメッセージ
を街頭ビジョンや都庁舎内で配信しますので、ぜひ御覧ください。
【知事メッセージ配信スケジュール】

放映場所 放映期間
You Tube 東京都チャンネル　https://youtu.be/x1poW8cmXjs 放映中
新宿駅西口広場　デジタルサイネージ

放映中（～ 11月30日（水））都庁第一本庁舎1階、第二本庁舎1階、議会棟1階　電光掲示板
都庁第一本庁舎2階　デジタルサイネージ
●その他
　◦ 登録譲渡団体※が行っている保護犬や保護猫の譲渡会情報を東京都動物愛護相談センターのホーム

ページにて紹介します。
　　※動物愛護相談センターに登録し、譲渡事業に協力している動物愛護団体
　　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/jouto/joutodantai_joutokai_nittei.html
　◦ 東京都動物愛護相談センターの譲渡事業を紹介する動画を街頭ビジョンで配信しています（11月30日

（水）まで）。
　　◦新宿駅西口広場デジタルサイネージ 

東京都では11月を動物譲渡促進月間とします

問 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課　TEL 03-5320-4412　FAX 03-5388-1426
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　児童虐待とは、保護者によって子供に加えられた行
為で、次のように分類されますが、ほとんどの場合、
身体的虐待・性的虐待・心理的虐待・ネグレクト（養
育の放棄又は怠慢）の4種が重複して起こっています。
　昨年度、都内の児童相談所で児童虐待の通告に対応
した件数は9,909件で、この10年間で約3倍となっ
ています。
　虐待は、皆さんのちょっとした「目配り」、「気配り」
で防ぐことができます。児童虐待防止推進月間の詳細
は HP  を御覧ください。
HP http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/10/13/19.html

子供の様子…
　◦不自然な傷がある
　◦衣服や身体がいつも汚れている　など
親の様子…
　◦地域の中で孤立
　◦子供のけがや病気を放置
　◦小さな子供を置いたままで度々外出　など

■「虐待のサイン」

■子育ての悩みや困っていることは、お住まいの区市町村の子供家庭支援センター又は児童相談所へ
◦児童相談センター電話相談室
　TEL 03-3366-4152（よいこに）　FAX 03-3366-6036
　月曜から金曜：9時から21時、土曜・日曜・祝日：9時から17時（12月29日から1月3日を除く）

OSEKKAI 検索

■児童虐待に対する東京都の取組
東京OSEKKAI化計画の推進
【東京OSEKKAI化計画とは?】
◦ 皆様のOSEKKAIにより、児童虐待を未然に防止したり、早期対応に繋げる計画

をいいます。
◦ 例年の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」を活用して、推進していきます。
【OSEKKAIとは？】
◦ 「OSEKKAI」とは、子育てしている親子を、優しく・温かく見守る、行動のことをいいます。
◦ 具体的には、子育てしている保護者を、優しく見守り、いろいろな問題を抱えていると理解し、不安を

感じている保護者には、優しく声をかけたり、相談を受ける、相談場所を教えるといった行動のことです。

■オレンジリボンキャンペーン
　「オレンジリボン」には、子供の虐待を防止したいというメッセー
ジが込められています
■児童虐待防止運動キャンペーン
スポーツイベント会場入場者にOSEKKAIくんグッズを配布いたします。
　◦アメリカンフットボール　Xリーグ決勝戦
　日時　12月12日（月）17時から　場所　東京ドーム入口
　※試合観戦には別途チケットが必要です。（19時試合開始）

■「虐待かな」と思ったら迷わず、お住まいの区市町村の子供家庭支援センター又は児童相談所へ
　 通告内容が間違っていた場合でも、通告を

した人が責任を問われることはありません。
◦児童相談所全国共通ダイヤル　
　電話189番（いちはやく）

問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4205　FAX 03-5388-1406
HP 東京都福祉保健局⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒少子社会対策部⇒家庭支援課
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/syoushi/kodomokatei/index.html

児童相談センター事業課　TEL 03-5937-2305　FAX 03-3366-6034
HP 東京都福祉保健局⇒東京都児童相談センター・児童相談所
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/index.html
東京OSEKKAI化計画　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/osekkai/
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11月16日から12月15日は、東京都エイズ予防月間です！

平成28年度東京都硫黄島戦没者追悼式を行いました

平成 28年度のテーマ　
『エイズは あなたから 変えられる。』

　10月 20日（木）、第二次世界大戦の末期の激戦地で２万人あまりの尊い命が失われた硫黄島において、
「平成 28年度東京都硫黄島戦没者追悼式」が執り行われました。

　東京都は関係御遺族とともに、硫黄島で戦没された方々を慰
霊し平和を願う都民の強い決意を表すことを目的として毎年追
悼式を挙行しており、本年で 34回目の実施となります。
　追悼式は、御遺族 31 名ほか関係者が参列して「鎮魂の丘」
慰霊碑前で行われ、山岸徳男福祉保健局次長が小池百合子知事
の式辞を代読したほか、参列者が慰霊碑に白い菊を捧げました。
その後、島内の各地にある慰霊碑を回って献花し、
戦没者の御冥福をお祈りしました。

　昨年、都内では435人（1日当たり1.2人）の方が、新
たにHIVに感染、又はエイズを発症したことが分かってお
り、そのうち、20歳代と30歳代が65.2％を占め、若い世
代に多くなっています。

月  間  中  の  イ  ベ  ン  ト  情  報

月間中は検査・相談体制を拡充して
実施します！（匿名・無料）

◦ 講演会「HIV／エイズ　ともに働くとき知っておきたいこと」
　�12月14日（水）19時から21時
　会　場　コンファレンススクエア エムプラス
　�申込み　12月7日（水）（消印有効）までに、
　　　　　はがき・FAXか電子申請（QRコード）で。
◦ライブイベント“Words of Love”をユーストリームで配信
　�11月18日（金）19時から
　番組公式� HP http://www.wordsoflove.jp/
　Ｍ　Ｃ　�お笑い芸人トータルテンボス　
　ゲスト　�佐藤タイジ×堂珍嘉邦ほか
◦池袋エイズフェス’16
　�11月23日（水・祝日）11時から16時　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。

◦東京都庁のライトアップ
　�11月28日（月）から12月15日（木）　
　�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。

◦エイズパネル展示
　�11月21日（月）から11月25日（金）
　�都庁第一本庁舎1階にてエイズに関するパネルを展示し
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。

都内の検査情報については、
「東京都HIV検査情報Web」
を検索してください。

東京都HIV ／エイズ電話相談
TEL 03-3292-9090

月曜から金曜：9時から21時
土曜・日曜・祝日：14時から17時

問 福祉保健局生活福祉部計画課　TEL 03-5320-4076　FAX 03-5388-1403

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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11月16日は世界COPDデーです

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

　「世界COPDデー」は、世界各国でCOPD（慢性閉塞性肺疾患）という疾患について啓発していくことを目的として、
WHO（世界保健機関）とNHLBI（米国心臓、肺、血液研究所）の共同プロジェクトから始まった世界的な組織で
あるGOLD（Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease）が定めた日です。
　平成26年には日本における死因の第10位となっており、推計患者数は530万人（※）といわれているCOPD
ですが、あまり知られていないのが現状です。 （※NICEスタディ 2001年）

COPDの診断と治療
　思い当たる症状がある方は、呼吸器科のある病院へ。COPDは、スパイロメーターという機
器で呼吸機能検査をして診断します。
　悪化してしまった肺機能は、残念ながら完全に健康な状態に戻すことは困難です。しかし、禁
煙や薬物療法、酸素療法によって、病気の進行を遅らせたり、症状を和らげることができます。

　「もしかして、COPDかな？」と思い当たる点があれば、これ以上呼吸機能を悪化させないためにも、早めに受
診して適切な治療を受けましょう。また、周りの方にCOPDと思われる人がいたら、是非COPDについて知らせ
てあげてください。詳しくは「とうきょう健康ステーション」へ！
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/copd/index.html

今日から始めよう！糖尿病予防

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、血液中のブドウ糖濃度（血糖値）の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。（※）
※「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）から東京都分を再集計したものによる推計です。
　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。糖尿病予防に向けて、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
尿病と診断がされたら、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掛けてもらうため、東京都では毎年11月14日の世界糖
尿病デーに合わせて、ブルーライトアップの取組を行っています。
■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～」
　ミニドラマ形式で糖尿病を予防する生活習慣を紹介しています。

・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。

～ 11月14日は世界糖尿病デー ～

　COPD（慢性閉塞性肺疾患）は、有毒な粒子やガスの吸入による進行性の疾患です。主な原因
は喫煙で、他に粉塵や化学物質の吸引などが考えられます。これまで「肺気腫」や「慢性気管支
炎」と言われていた疾患も、COPDに含まれます。
　重症化すると、少し動くだけでも息切れしてしまい、酸素吸入が必要になるなど、生活に大き
く影響してしまいます。

COPDってどんな病気？

このような症状はありませんか？
　長引くせき・たん・息切れなどの症状。自己判断で、「年のせい」「風邪の治りが悪いだけ」などと思い込んでい
ませんか？
　たばこを吸っている（以前吸ってい
た）人で、右の症状のうちいくつか思
い当たる方は、COPDの可能性があり
ます。
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未成年者喫煙防止ポスターコンクール　入賞作品の決定！
　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1,418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。

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

部 学 校 名 学年 氏名 作　品

小学生の部
大田区立嶺町小学校
文教大学付属小学校
西東京市立東伏見小学校

６年
５年
５年

近江　有織
中野　　舞
丸山　　佑

絶対吸わせない　今、あなたのための　未来のあなたのため
吸わない！　未来があるから
あなたにたばこは吸わせない

中学生の部
練馬区立貫井中学校
板橋区立中台中学校
板橋区立板橋第二中学校

２年
２年
３年

野村　芽生
舟山　　嬉
松下　誠也

未成年とタバコの縁　斬るべし
たばこ、だめだよ。自分、大事にしよう。
STOP未成年者喫煙

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

２年
３年
２年

若林　望江
春日　若葉
大谷　樺乃

絶対、吸わない。
誘惑に勝って　金メダル
吸わないぞ

優秀賞（敬称略）

最優秀賞

　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。
とうきょう健康ステーショントップ⇒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）

ホームページへの掲載
日時　11月25日（金）16時30分から17時30分まで
会場　都庁第一本庁舎42階 特別会議室A

表彰式の開催

日時　�11月30日（水）9時から
　　　12月2日（金）18時まで
会場　都庁第一本庁舎1階 中央スペース

パネル展示

東京都立工芸高等学校2年
谷川　理香子 さん

世田谷区立桜丘中学校2年
阿部　有幸 さん

西東京市立保谷第一小学校6年
ギログリーカイラ 凪月 さん

小学生の部 中学生の部 高校生の部
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▪11月は乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間です
　SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故
とは異なります。SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、
SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。
　１．1歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう
　２．できるだけ母乳で育てましょう
　３．たばこをやめましょう
　都では毎週金曜日10時から16時に電話相談を実施しています

『SIDS電話相談 子供を亡くされたご家族のために：03-5320-4388』
問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4368　FAX 03-5388-1406

▪「東京都障害者施策推進協議会」委員の募集
　障害者計画・障害福祉計画等、障害者施策推進に関する事項の調査審議を行います。
資格　都内在住の20歳以上（12月20日現在）の方
任期　2年
人数　2人以内
申込　 12月20日（火）（消印有効）までに作文「障害のある人とない人が支え合う共生社会について」

（400 ～ 800字）と、別紙に「住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・職業・電話番
号・都の他の審議会参加有無」を書き、〒163-8001福祉保健局障害者施策推進部
計画課へ。
審査方法　書類審査（必要に応じて、面接を実施予定）
問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4142　FAX 03-5388-1413

▪生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）に御協力をお願いします
　厚生労働省からの委託により、在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握するため、調査を行
います。調査員が各世帯を訪問し、調査の趣旨の説明、調査の対象となるかの確認をさせていただき
ます。調査対象者がいる場合は調査票をお渡ししますので、記入及び郵送による回答をお願いします。
目的　 在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握し、制度の谷間を生まない新たな福祉法制の実

施等の検討の基礎資料とするため。
対象　 無作為に抽出した全国2,400国勢調査調査区（都内286地区）に居住する在宅の障害児・者等（障

害者手帳は持っていないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある方を含む。）
期間　12月上旬から中旬に調査員が各世帯を訪問します。
内容　 日常生活のしづらさの状況、障害の状態、障害者手帳、福祉サービスの利用状況、日常生活上

の支援の状況、日中活動の状況、外出の状況、家計の状況等
※個人を特定できる質問はなく、記入内容は、統計上の目的以外に用いられることはありません。
※調査票は、開封されずに厚生労働省へ提出され、厚生労働省が集計を行います。
問 お住まいの区市町村担当窓口
　　厚生労働省担当窓口　　　　　　　　TEL 03-5253-1111 内線3029　FAX 03-3502-0892
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4142　FAX 03-5388-1413

お知らせ

▪「2016社会福祉の手引」の音声版（DAISY版）を発行しました！
　都民や福祉実務者などの身近なハンドブックとして御活用いただいている冊
子「社会福祉の手引」の音声版（DAISY版）を発行しました。東京都の社会福祉の
各制度及び保健・医療分野の事業、福祉サービス等の利用手続、相談機関等の
最新情報を収録しています。
＜音声版（DAISY版）＞
　御利用につきましては、区市町村、区市町村立図書館、点字図書館にお問い
合わせください。
＜冊子版＞
　都民情報ルーム（都庁第一本庁舎3階北側　平日9時から18時15分）にて、
一部280円で販売しています。郵送販売、その他取扱書店については、都民情
報ルーム（TEL 03-5388-2276）へお問い合わせください。
問 福祉保健局総務部総務課　TEL 03-5320-4032　FAX 03-5388-1400



福祉保健 11月号 7

▪平成29年4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29年4月から平成29年7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12月7日（水）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、11月1日（火）から22日（火）までメールにて受け付けます（当日必着）。申
込みの詳細については、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。

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

▪東京都社会福祉審議会委員
　社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉を除く）を調査審議。
資格　都内在住の20歳以上の方で、年数回程度開催される審議会に出席できる方（公務員を除く。）。
人員　3名程度　
任期　平成29年4月1日から3年間
申込　 12月20日（火）（当日消印有効）までに作文「応募動機及びこれからの社会福祉のあり方」（600字

～ 800字）と、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、職業及び電話番号を別紙として添付し、下記、
〒163-8001東京都福祉保健局総務部企画政策課へ。審査結果は、平成29年2月頃に通知。

問 福祉保健局総務部企画政策課
TEL 03-5320-4019　FAX 03-5388-1401

◦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

チャレンジスポーツ（ソフトラク
ロス）　※1　 平成29年1月16日（月）　13時～ 15時 障害児者 必要（申込期間

：12/1 ～ 12/20）
障害者週間記念事業「ハートスポーツフェスタ」　※2 12月4日（日）※北区滝野川体育館にて開催 どなたでも 不要レッツ！車いすバスケ　※3 11月23日（水・祝）、平成29年3月5日（日）9時～ 12時 障害児者・家族等、地域住民

多
摩

知的障害者のスポーツ教室　※4 12月8日（木）18時～ 19時 知的障害児者
不要みんなでバドミントン　※5 12月15日（木）18時30分～ 20時30分 障害児者・介護者、

地域住民障害者週間記念事業　※6 12月18日（日）9時～ 17時（予定）
※１　 クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒にソフトラクロスを体験しましょう。参加には事前の申込みが必要になり

ますので、当センター受付又は HP  にて掲載しております申込書にご記入の上、 FAX、郵送又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又は HP  にてご確認ください。

※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ができるイベントです。
※３　車いすバスケに挑戦してみましょう！車いすの操作からゲームまで行います。
※４　たくさん身体を動かして、みんなでスポーツを楽しみましょう！
※５　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
※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/
　　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/

問 総務局統計部社会統計課　TEL 03-5388-2551

▪統計調査

東京都の統計総務省統計局・東京都  http://www.toukei.metro.tokyo.jp/

国民の暮らしを見つめ、よりよい社会を実現するために、
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。

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）10時から12時まで（9時30分から受付開始）
　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
 ※平成29年度に開催する説明会の日程は、現時点で未定です。
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  1日  第一本庁舎をピンク色にライトアップ（～12日）
  犬や猫の譲渡事業PRイベント
  福祉保健局業務説明会
  3日   味の素スタジアムをピンク色にライトアップ（～7日、5

日を除く）
  9日  保育士就職支援研修・就職相談会
  ピンクリボンin東京・日野2016 
  目の愛護デー「Tokyo Eye Festival」（～10日）
10日   子育て応援Tokyoプロジェクトin二子玉川「子育てつなが

るマルシェ」
  潜在的介護職員活用推進事業　トークイベント
17日  第11期第１回東京都福祉のまちづくり推進協議会
18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
20日   第5回都医学研都民講座「うつと認知症～健康長寿社会の

実現に向けて～」
  東京都硫黄島戦没者追悼式

21日   おくすり講座「薬の基本～薬局・薬剤師との上手な付き合い方～」
22日  澤穂希さんがん検診受診啓発動画放映（味の素スタジアム）
23日  ピンクリボンの湯2016
25日  東京都社会福祉審議会検討分科会（第3回・拡大）
26日  東京都児童福祉審議会第9回専門部会（家庭的養護の推進）
28日  老人共同墓地慰霊祭
  東京都南方地域戦没者追悼式
   「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（第1回）
  都立板橋看護専門学校戴帽式
29日  味の素スタジアムにおける児童虐待防止キャンペーン
  澤穂希さんがん検診受診啓発動画放映（味の素スタジアム）
  ヘルプマークPR動画放映（味の素スタジアム）
30日  第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー
   ピンクリボンin東京2016　PRイベント　がん対策とう

きょう・みなと2016
  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会

10
月
の
動
き

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　都民の皆様に、がん検診の大切さを理解し、受診していただくための動画を作成しました。澤さんからのメッセー
ジをご覧いただき、大切な人のためにも、がん検診の受診をお願いします。
内　　容　◆「家族のためにがん検診」バージョン（15秒）
　　　　　◆「あなたに受けてほしい」バージョン（15秒）
放映場所　◆都内大型ビジョン　12月12日（月）～ 12月25日（日）
　　　　　　�アルタビジョン（新宿）、池袋パルコビジョン（池袋）、シブヤテレ

ビジョン２（渋谷）、伊勢丹立川ビジョン（立川）　など都内14箇所
　　　　　◆YouTube東京都チャンネル（公開中）
　　　　　　「家族のためにがん検診」バージョン　https://youtu.be/bq31QhMVE6Q
　　　　　　「あなたに受けてほしい」バージョン　https://youtu.be/-4xjTkDDN58
◦詳しくは東京都健康推進課� HP 「とうきょう健康ステーション」をご覧ください。
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/gan/torikumi-tomin/douga/index.html

　65歳未満で発症する若年性認知症は、働き盛りで発症するため、本人の就労継続、家族の経済的問題、多重介
護など、支援の窓口・制度が多岐にわたります。
　そのため、東京都は、ワンストップの相談窓口として東京都若年性認知症総合支援センターを目黒区に設置し、
若年性認知症の人と家族等が地域で安心して暮らせるよう、総合的な支援を行ってきました。
　このたび、若年性認知症の人への支援を一層充実させるため、多摩地域に新たなセンターを開設しましたので
御利用ください。

１　東京都多摩若年性認知症総合支援センター（新設）
　（1）電話による相談　TEL 042-843-2198（平日9時から17時まで）
　（2）ファクス・Eメールによる相談　FAX 042-843-2199　Eメール jakunen@moth.or.jp
　（3）直接面談　場所　日野市大坂上1-30-18　大竹ビル2F（JR中央本線「日野駅」徒歩3分）
　　　電話にて日時の予約を行ってください。
２　東京都若年性認知症総合支援センター
　（1）電話による相談　TEL 03-3713-8205（平日9時から17時まで）
　（2）ファクス・Eメールによる相談　FAX 03-6808-8576　Eメール jyakunen@ikiikifukushi.jp
　（3）�直接面談　場所　目黒区碑文谷5-12-1　TS碑文谷ビル1F・3F（東急東横線「学芸大学駅」徒歩10分）
　　　電話にて日時の予約を行ってください。
　　　※�御都合に合わせてどちらのセンターにも相談いただけますが、相談内容によっては来所や訪問により支

援させていただくこともあるため、お住まいの近くのセンターを御利用いただくことをお勧めします。

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4363　FAX 03-5388-1427

問 福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　TEL 03-5320-4276　FAX 03-5388-1395

澤 穂希さんのがん検診メッセージ動画を作成しました！

若年性認知症総合支援センターに御相談ください

　若年性認知症の人や家族等からの相談に、若年性認知症専門の支援コーディネーターが対応します。また、
地域包括支援センターや医療機関等の専門機関からの相談については、必要な助言を行うとともに、相互に連
携しながら若年性認知症の人への支援を行います。

若年性認知症総合支援センターとは
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