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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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《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」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
◦屋外ビジョンCMの放映（新宿、渋谷（2か所）、池袋、秋葉原、有楽町、立川地区の7か所）

今
月
の
主
な
内
容

福祉保健局長年頭あいさつ…………………………………………………………………… 2
第8回全国若年認知症フォーラムin 東京・目黒／

「子供の心を考える都民フォーラム」開催のご案内 ……………………………………… 3
Tokyo健康ウオーク2016を開催しました！！／
第65回東京都社会福祉大会を開催しました ……………………………………………… 4
平成28年度東京都社会福祉事業団 事例研究発表会のご案内／

「医療と福祉110番」を開設します／
点字で税額などをお知らせします…………………………………………………………… 5
お知らせ……………………………………………………………………………………… 6、7
東京ホームタウンプロジェクト 2016年度総括イベント「東京ホームタウン大学」 … 8

はたちの献血キャンペーン!!

問 福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4506　FAX 03-5388-1437

　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
都民の皆さんに向けて「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、長い間保存できず、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。献血へのご理解とご協力をお願いいたします。

～二十歳の君がつなげる命～ 平成29年1月1日から2月28日まで

平成 28年度
献血キャンペーンポスター

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　 HP http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/
携帯電話モバイルサイト　　 HP http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/mo
※「献血　東京」で検索してください。 検索献血�東京

献血キャラクター
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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～

　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、団塊の世代が75歳以
上になる2025年をピークに人口は減少に転じるもの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、現在、「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」、「東京都障害者計画・第4期東京都障害福祉計画」に基づき、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を促進すると
ともに、障害者差別解消のための取組を進めています。特に保育については、昨年12月に発
表した「都民ファーストでつくる『新しい東京』～ 2020年に向けた実行プラン～」におい
て、多様な保育サービスを組み合わせて、2019年度末までに利用児童数を7万人分増やし、
待機児童解消を目指すという政策目標を定めました。
　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や心と
情報のバリアフリーに向けた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、
「東京都保健医療計画」、「東京都健康推進プラン21（第二次）」に基づき、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、昨年７月に策
定した「東京都地域医療構想」では、2025年の病床数と在宅医療の必要量を推計するとと
もに、東京の特性を活かした切れ目のない医療連携システムの構築など4つの基本目標と施
策の方向性等を示しました。
　健康安全分野では、新型インフルエンザ、デング熱、ジカウイルス感染症やエボラ出血熱
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。また、動物愛護については、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会までに「殺
処分ゼロ」を目指し、終生飼養の推進や保護動物の譲渡拡大などに取り組んでいます。
　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。

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。
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第8回全国若年認知症フォーラムin東京・目黒

問 【都民フォーラムについて】
　　東京都立小児総合医療センター　子ども家族支援部門　都民フォーラム担当
　　〒183-8561　府中市武蔵台2-8-29 　TEL 042-300-5111
　　【子供の心診療支援拠点病院事業について】
　　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

「子供の心を考える都民フォーラム」開催のご案内
　東京都では、平成20年度から、発達障害や児童虐待、いじめ、ひきこもりなど、様々な子供の心の問題に関わ
る地域の関係者等を支援するため、「子供の心診療支援拠点病院事業」を実施しており、その一環として都民の皆
様向けにフォーラムを開催しています。
　今年度は、「子どもたちの放課後」をテーマに、先駆的な活動を展開している団体をお招きし、講演やディスカッ
ションを行うフォーラムを開催します。
　参加希望の方は、下記の申込方法によりお申し込みください。
日　　時　2月19日（日）13時30分から16時30分まで
会　　場　都庁第一本庁舎５階大会議場（新宿区西新宿2-8-1　最寄駅：JR新宿駅・都営大江戸線都庁前駅）
テ ー マ　「子どもたちの放課後」
プログラム　＜第1部　講演会＞
（予定）　　 �様々な困難の中にある子どもたちの放課後のために、先駆的な活動を展開している団体を招いて、

その活動の実態や問題を語っていただき、今後の在り方を模索します。
　　　　　　演者：全国放課後連※� 事務局次長　真崎尭司
　　　　　　　　　※正式名称（障害のある子どもの放課後保障全国連絡会）
　　　　　　　　　放課後NPOアフタースクール� 代表理事　　平岩国泰
　　　　　　　　　居場所作りプロジェクト　だんだん・ばぁ� 代表　　　　加藤雅江
　　　　　＜第2部　ディスカッション＞
　　　　　　第1部の演者全員によるディスカッションを行います。
　　　　　　コーディネーター：東京都立小児総合医療センター� 副院長　　　田中哲
対 象 者　都内在住・通勤・通学をされている高校生以上の方
募集定員　500名（先着順）　※参加無料
申込方法　いずれかの方法でお申し込みください。
　　　　　◦ホームページ
　　　　　　�「東京都子供の心診療支援拠点病院事業」（ HP https://kodomo-no-kokoro.jp/）から専用フォー

ムに必要事項を入力の上、お申し込みください。
　　　　　◦往復はがき
　　　　　　�往復はがきの裏面に参加希望者の①住所②氏名③電話番号を、返信はがきの宛名面に①郵便番号②

住所③氏名をご記入の上、下記都民フォーラム担当宛てにお申し込みください。
申込期限　2月10日（金）（必着）

　若年性認知症の課題を整理し、最新のケア情報を提供するとともに、地域の事例から「認
知症とともに暮らす社会」を考えることを目的に、「若年認知症フォーラム」を開催します。
　参加希望の方は、下記の申込方法によりお申し込みください。
日　時　2月26日（日）11時から17時30分まで
会　場　めぐろパーシモンホール
　　　　�（大ホール）都立松沢病院院長�齋藤正彦先生による講演「若年認知症を理解し

よう」／厚労省、東京都、東京都若年性認知症総合支援センターによるプレ
ゼンテーション／パネルディスカッション「早期発見と集中支援」「支援のか
たち　目黒の現場から」

　　　　�（小ホール）医療機関、家族会、支援者団体のブース出展／ワークショップ／
本人、家族の座談会／認知症カフェ開催

　　　　�ロビーでは東京都若年性認知症総合支援センター他による相談テーブルが開
設されます。

定　員　先着1,200人
参加費　500円（資料代）
申込み　�名前、住所、電話番号、参加人数を記入の上、 FAX �03-5368-1956まで。2月24日（金）締切。

問 NPO法人若年認知症サポートセンター　
　　TEL 03-5919-4186まで（月水金10時から17時まで）　FAX 03-5368-1956
　　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



4 福祉保健 1月号

第65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

　12月16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
績のあった方などについて、34名7団体を表彰しました。
　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磯野輝夫氏、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ひの手話サークルの活動内容を紹介しました。

　11月23日（水・祝）、大
腸がん検診の受診を広く呼
びかけるため、ウオーキン
グイベント「Tokyo健康ウ
オーク2016」を開催しま
した。約1,600名の参加者
が武蔵野総合体育館を出発
し、秋色に染まる武蔵野・
三鷹のコース（12㎞又は7㎞）を、大腸がんクイズラリーを楽しみながら
歩きました。
　また、斎藤博医師とゲストの金哲彦さんによるトークショーでは、大腸が
んに関する知識や検診の有効性等についてお話があり、大腸がん検診への理
解を深めることができました。東京都は、今後も大腸がん検診の推進により
死亡率の減少を目指し、検診受診率向上のための啓発に取り組んでいきます。
　なお、1月23日（月）から26日（木）まで都庁第一本庁舎1階中央アートワー
クにて、大腸がんに関するパネル展を行いますので、ぜひご覧ください。

受賞者の方々（敬称略）

磯野 輝夫／糸井 美恵子／香川 真里／金井 冨美子／久保原 大／桑原 信子／佐久間 昭二／すみれの会／中川 洋／八王
子市シニアクラブ連合会／藤村 美貴子／渕江第一小学校P・T・A成人教養部／ゆうわ会／池田 清彦／大川 富美／太田 政
美／岡山 賢治／笹本 良子／椎名 信貴／鈴木 敏之／鈴木 祐子／高橋 恒雄／津島 知津子／馬場 美喜夫／福田 恭子／藤
田 伍郎／正岡 里鶴子／真下 恵子／丸目 久仁枝／八木澤 敏一／山川 比登美／山田 恵子／吉上 恵子／上原 泰男／大
野 昭臣／寺本 亮洞／橋本 欣三郎／安村 長生

ひの手話サークル／朗読サークル「ひの」／台東区友愛訪問員協議会

◦大腸がんは、早期発見・早期治療により95％以上が治るといわれています。
◦早期のがんでは自覚症状がないため、検診を毎年受診することが大切です。

大腸がん検診を受けましょう！

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

　便潜血検査（便中の微量の血液を調べる検査）は、便を採取するだけなので、非常に簡単で、体への負
担もありません。この検査は、死亡率を減らすことが証明されている検査方法です。便
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40歳になったら、1 年に1 回、大腸がん検診を！

＊対象年齢は40歳以上です＊
◦問診
◦便潜血検査（2日法）

検診の内容 検診が受けられる場所
◦お住まいの区市町村での検診
◦職場での検診
　（実施の有無は、職場にご確認ください。）
◦人間ドックなど

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

を開催しました！！
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問 主税局相談広報班　
TEL 03-5388-2924　
FAX 03-5388-1302

2　サイトについて
URL：http://kurumiru.metro.tokyo.jp
内容：�「KURUMIRU」における販売商品の

情報等

平成28年度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

　東京都社会福祉事業団では、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。

【障害者（児）施設】
１日時　1月31日（火）10時から16時30分まで
　　　　※開場　9時30分　
２会場　野方区民ホール（中野区立区民ホール）
　　　　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　南口より徒歩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
３開催内容　
（1）基調講演
　��題目：�「障害者の人権を守る支援について（仮題）」
　��講師：�ルーテル学院大学総合人間学部教授�

西原雄次郎氏　
（2）事例発表
　��障害者（児）施設6事例

【児童養護施設】
１日時　�2月22日（水）10時から16時30分まで�

※開場　9時30分　
２会場　新宿区角筈区民ホール
　　　　新宿区西新宿4-33-7
　　　　京王線�初台駅東口より徒歩10分
　　　　�都営大江戸線�都庁前駅A5出口より徒歩10分
３開催内容
（1）基調講演
　��題目：�「虐待を受けた児童への生活援助の具体的

実践（仮題）」�
　��講師：�大正大学心理社会学部教授　玉井邦夫氏
（2）�石神井学園連携型専門ケア機能モデル事業報告
（3）事例発表
　��児童養護施設3事例

【参加申込方法】　事業団� HP （http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm）よりお申し込みください。
　参加申込〆切　◦障害者（児）施設　1月26日（木）　◦児童養護施設　2月10日（金）
　※参加費は無料です。

【その他】　詳細については、当事業団� HP  をご覧ください。

　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」「問合せ先」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班
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29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。

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

（納税通知書）

納
税
通
知
書
と
併
せ
て
封
入（点字シール）

添　付

三つ折り

（お知らせ…墨字の上に点
字が打ってある）

納税通知書の点字対応イメージ図（フロー）

HP  http://www.tokyo-msw.com/news/rinrin/files/2017/rinrin_chirashi_2016_01.pdf
問 福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4441　FAX 03-5388-1436

「医療と福祉110番」を開設します
　医療ソーシャルワーカーによる医療や福祉に関する無料電話相談を行います。突然の病気でどうしたらいいか
分からない方や妊娠・育児で悩んでいる方、介護の問題等でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

相 談 期 間　2月7日（火）から12日（日）までの10時から16時まで
相談ダイヤル　TEL 03-6907-1781又は�TEL 03-6907-1782
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お知らせ
▪福祉の仕事　就職フォーラムin立川
　立川市を中心に、多摩地域に事業所がある約25法人（高齢・障害・児童分野等）が参加して、福祉の仕事の
相談・面接会を実施します。また、同会場では実際に福祉の職場で働いている各分野の現役職員によるセミナー
及び資格取得や就職活動に役立つ情報を提供します。福祉の職場への転職を希望する方はもちろん、身近な
地域でお仕事をお探しの方や福祉の仕事に興味のある方はぜひお越しください！
日　時　2月11日（土・祝）12時30分から16時まで（受付は15時30分まで）
会　場　立川グランドホテル4階
内　容　出展法人ブースでの事業説明、就職セミナー、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（面接ご希望の方は、履歴書をお持ちください。）
詳　細　東京都福祉人材センター HP をご覧ください。
HP http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/20160116-tenshoku-tama.html
問 東京都福祉人材センター多摩支所　TEL 042-595-8422　FAX 042-595-8432
　　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

▪看護職の皆様のための就職相談会「ふれあいナースバンク」を開催します
　看護職員を求めている都内施設の看護管理者や採用担当者と直接会って、様々な施設の情報を詳しく聞き、
自分に合った職場を見つけることができる絶好の機会です。事前申込み・履歴書等不要で、服装も自由です。
お子さま連れでも大丈夫。ぜひお気軽にお越しください。
日　時　2月3日（金）13時30分から16時まで
会　場　ナースバンク東京
内　容　�就業を希望する看護職（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就職相談会（参加費無料）
問 東京都ナースプラザ　TEL 03-3359-3388　FAX 03-3359-3360　 HP http://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

▪精神保健福祉相談事業講演会
　なぜ、自死の少ない街には立ち話をするひとが多いのか
　『こころの病』を持つ人は390万人と増加傾向にあり、国民の5大疾病の一つにもなっています。
　また、年間約2万5千人の方が自ら命を絶ち、その原因の一つに『こころの病』があると言われています。
多大な残業やいじめによるこころの病からの自死。残された家族や友人にはその死が重く心にのしかかりま
す。大切な人を守るために何が必要なのか、講師とともに考えてみませんか？都民の皆様、教育、企業の皆
様等、多くの方々のご参加をお待ちしております。
日　時　2月24日（金）14時から16時15分まで
会　場　第一本庁舎5階大会議場
定　員　500人（申込み不要）
講　師　森川すいめい（精神科医）
※　�ご来場の際には、庁舎1階受付にて入庁手続を行っていただく必要があります。
※　�手話通訳、要約筆記、車いすスペース等の配慮が必要な場合は、地域生活支援センターあさやけ�
（TEL 042-345-2077）へ1月31日（火）までにご連絡ください。

※　状況によっては、希望された要望に対応できない場合があります。
問 地域生活支援センターあさやけ　TEL 042-345-2077　FAX 042-345-1734
　　NPO法人わくわくかん　　　　　TEL 03-3598-3337　FAX 03-3902-9996
　　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

▪東京都自立支援協議会本会議を開催します
日　時　2月16日（木）13時から15時30分まで
場　所　心身障害者福祉センター 12階研修室（〒162-0823　新宿区神楽河岸1-1　セントラルプラザ）

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、第四期
のまとめ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2月10日（金）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、お早めに下記までご連絡ください。
問 心身障害者福祉センター地域支援課　TEL 03-3235-2952　FAX 03-3235-2957
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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 1月29日（日）　9時～ 12時 障害児者・家族等、

地域住民 不要
にこにこ水中運動　※２ 1月23日（月）　10時15分～ 10時50分 障害児者・介護者

多
摩

レクリエーションスポーツ
（ユニカール）※３

1月24日（火）、31日（火）　
13時～ 14時30分 障害児者・介護者

不要水中運動　※４ 1月21日（土）、2月2日（木）　12時～ 13時 障害者・介護者
ノルディックウォーキング　※５ 1月30日（月）　12時～ 13時 障害児者

※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　水中ウォーキングを行います。水の力を利用して運動しましょう。
※３　ユニカールをみんなで楽しみましょう！
※４　音楽に合わせてプールの中でエクササイズをしたり、ウォーキングやレクリエーションなどを行います。
　　　水中で楽しく身体を動かしましょう！
※５　人気上昇中のスポーツです。これからやってみたいという方にお勧めです。
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/
　　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/

▪東京都地域保健医療協議会委員の募集
　多摩地域の各二次保健医療圏（南多摩保健所圏域（日野市、多摩市、稲城市、八王子市及び町田市）を除く。）
で、保健医療サービスの在り方等を検討する委員を公募。
資　格　多摩地域在住の20歳以上の方（要件有り）
人　数　各圏域3名以内
任　期　2年（平成29年4月1日から平成31年3月31日まで）
申込み　�2月10日（金）（消印有効）までに、作文（テーマ有り・1,200字以内）・住所・氏名・年齢・性別・職業・

電話番号を書き該当圏域保健所へ送付。南多摩保健所圏域は別途案内。詳細は HP で。
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/koubo28.html
問 多摩地域の保健所　
　　福祉保健局保健政策部保健政策課　TEL 03-5320-4334　FAX 03-5388-1427

▪人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「オストメイトの体験交流会」
日　時　2月12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　FAX 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

▪福祉職場サポート業務研修
　地域の介護職場で補助的業務（清掃、配膳、話し相手、見守り等）の就業体験に参加してみませんか。
対　象　介護職場への就業に興味、関心のある都内在住の方
期　間　2月28日（火）までの最大3日間
体験施設　都内の特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設
詳　細　申込方法、施設一覧等の詳細は HP または下記問合せ先へ。
HP http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/supportgyoumu.html
問 東京都社会福祉協議会　TEL 03-6261-3925　FAX 03-6256-9690

▪福祉職場入門研修
　介護職場で働くための基本を学ぶ3日間
対　象　介護職場への就業に興味、関心のある都内在住の方
日　時　2月6日（月）から3月16日（木）のうち3日間（計18時間、8回実施）
場　所　6会場（新宿、練馬、錦糸町、立川、府中、八王子）
定　員　各回30名（受講料無料）
申込み　電話又は申込書（ HP で入手）をファクスで福祉職場入門研修事務局（研修会場：三幸福祉カレッジ）へ
　　　　TEL 03-3343-2916　 0120-294-350　FAX 03-3343-2912
HP http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/nyumon.html
問 東京都社会福祉協議会　TEL 03-6261-3925　FAX 03-6256-9690
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第一本庁舎が赤色にライトアップ（11月28日～12月15日）
 2日	 保育士就職支援セミナー（～4日）
 3日	 障害者の法律（福祉）特別電話相談（～4日、6日～9日）
 4日	 第2回福祉業界合同採用試験
 5日	 第36回ふれあいフェスティバル
 7日	 第3回障害児通所支援事業所指定協議説明会
 8日	 健康食品取扱事業者講習会
 9日	 	東京都自立支援協議会セミナー「人をつくる・地域をつくる」

―障害者(児)相談支援の充実のために―
	 	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

「知って安心、測ってナットク！基礎から学ぼう　放射線」
	 	都医学研都民講座（第6回）「思春期・青年期のこころの健

康と成長を支えるもの」
10日	 保育士就職支援研修・就職相談会
12日	 東京ドームにおける児童虐待防止キャンペーン
	 第8回東京都子供・子育て会議
13日	 	「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3回）
14日	 	東京都エイズ予防月間講演会「HIV／エイズ　ともに働くと

き知っておきたいこと」

15日	 	第12回東京都福祉保健医療学会シンポジウム「がんと共に
生きる」

	 	「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4回）

16日	 	第65回東京都社会福祉大会
17日	 	子育て応援Tokyoプロジェクトin日の出
18日	 	保育士就職支援研修・就職相談会
19日	 	「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5回）
	 東京都児童福祉審議会
20日	 	アジア感染症対策プロジェクト第8回共同調査研究会議	

（～21日）
	 東京都医療勤務環境改善支援センター運営協議会
	 第13回東京都ウイルス肝炎対策協議会
26日	 自殺総合対策東京会議ハイリスク者等対策分科会
	 東京都動物愛護管理審議会
	 第2回東京都周産期医療協議会　周産期搬送体制検証部会
27日	 東京都特殊疾病対策協議会疾病部会

12
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。

問 「東京ホームタウンプロジェクト」事務局（認定NPO法人 サービスグラント内）
TEL 03-6419-4021　FAX 03-6419-3885　Eメール tokyo@servicegrant.or.jp

東京ホームタウンプロジェクト 2016年度総括イベント「東京ホームタウン大学」
高齢化に対応した地域づくりを応援するイベントを開催します。

　「団塊の世代」が75歳以上になる2025年、東京は本
格的な超高齢社会となります。
　東京都は、超高齢社会に対応するため、「いくつになっ
てもいきいきと暮らせるまちをつくる」を合言葉に、人
がつながり、安心して暮らせる地域づくりを応援する「東
京ホームタウンプロジェクト」を実施しています。今年
度の活動を振り返り、多様な主体の参加による地域貢献
活動を一層活性化していくためのイベントを開催します。
　東京ホームタウンプロジェクト　 HP http://hometown.metro.tokyo.jp

1 開催日時　2月4日（土）13時から17時まで
2 開催場所　専修大学　神田キャンパス（千代田区神田神保町3-8）1号館及び7号館
3 対　　象　�地域福祉の活動に取り組むNPO・地域団体のみなさま／地域貢献活動に関心を持つ企業・

団体・個人のみなさま／社会福祉協議会・行政関係者のみなさま
4 内　　容　1限目 ／基調対談　（定員　500名）　　1号館

「人口減少・超高齢社会における地域コミュニティとは？」「地域住民やボランティア組織等
のインフォーマルな多様な主体の参加によって地域社会を支える仕組みとは？」東京の抱え
る課題を見つめ、その解決に必要な社会システムの在り方に迫るとともに、新たな発想を探
ります。
（出演者）　�樋口恵子（東京家政大学女性未来研究所長・NPO法人高齢社会をよくする女性

の会理事長）
　　　　　大森�彌（東京大学名誉教授・NPO法人地域ケア政策ネットワーク代表理事）
（聞き手）　後藤千恵（NHK放送文化研究所メディア研究部�副部長・NHK解説委員）
2限目 ／分科会　（定員　中講義室150名～ゼミ室30名）　1号館及び7号館
高齢化に対応した地域づくりに関する多様なテーマを設け、地域住民・NPO・ボランティア・
企業など多様な主体の参加を進めていくための取組について討議します。ご関心に合わせて、
分科会をお選びください。
（出演者）　平成28年度のプロジェクト参加団体等

5 申込み方法　「1限目／基調対談」のみ事前申込が必要となります。（定員　500名）
※　先着順、定員に達し次第申込みを締め切らせていただきます。
下記� HP �にアクセスの上、本イベントのページからお申し込みください。
HP http://hometown.metro.tokyo.jp

「東京ホームタウンプロジェクト」
ロゴマーク

検索東京ホームタウン
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