
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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「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

問 ＜東京都職域連携がん対策支援事業について＞
　　福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4363　FAX 03-5388-1427
　　＜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＞
　　福祉保健局医療政策部医療政策課　TEL 03-5320-4389　FAX 03-5388-1436

　3月6日（月）、千代田区イイノホールにおいて、「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。

東京都職域連携がん対策支援事業（表彰企業９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）

アクサ生命保険株式会社
田島ルーフィング株式会社
田中科学機器製作株式会社
東京トラック運送株式会社
株式会社ナカノフドー建設

株式会社情報実業
株式会社ミノファーゲン製薬
ヤスマ株式会社
株式会社龍角散

【大企業部門】
　アフラック
　日本航空株式会社
【中小企業部門】
　株式会社日本綜合経営協会

【大企業部門】
　株式会社アデランス
　京王電鉄株式会社
　GEヘルスケア・ジャパン株式会社
　東京急行電鉄株式会社

優良賞 奨励賞 優良賞 奨励賞

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、
それを参考に、他社において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が促進されることを目指すものです。

　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。

東京都職域連携がん対策支援事業とは
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HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/shisaku/shingi_gijiroku/
ikengusin/20ki.html

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

　2月14日（火）、東京都社会福祉審議会（委員長：髙橋紘士一般財団法人高齢者住宅財団理事長）から、「地
域包括ケアを支える人材の在り方と役割～領域や世代を超えた支え合いの実現のために～」について、意
見具申がありました。
　前期の意見具申（平成26年2月）では、東京における地域包括ケアシステムの構築に向けて「福祉・医
療人材の確保策などについて、更なる議論が必要」であり、「専門人材だけでなく、地域住民も含めた広い
意味での「人材」についてトータルな検討が求められている」ことが指摘されました。
　このため、今期の審議会では、専門職からボランティア、互いに助け合う住民等まで、地域包括ケアを
支える「人材」の在り方と役割、新たな仕組み等について、現場の実態や既存の先進的な取組、東京の大
都市特性や地域の多様性も踏まえ、幅広に検討が行われました。

「地域包括ケアを支える人材の在り方と役割
～領域や世代を超えた支え合いの実現のために～」

≪意見具申の概要≫

地域包括ケアを実現するためには、サービス提供を担う人材について、フォーマルサービス、インフォー
マルサポート共に、いかに確保、育成、定着を図っていくのかが鍵

基本的な課題認識

意見具申のポイント

フォーマルサービス インフォーマルサポート
【人材の確保】
◦小学校から高齢者までの全世代型の確保策実施
◦潜在有資格者や転職者が就労しやすい条件整備
◦イメージアップに向け職場環境の正確な情報発信
【人材の育成】
◦専門性の向上と専門性を評価する仕組みづくり
◦定着率向上のためのマネジメント層の意識づけ
【人材の定着】
◦育児休業等から復帰しやすくする職場環境づくり
◦ICTやIoTの活用による効率性の向上や負担軽減
【その他】
◦高齢者など多様な人材の活躍可能な場の創出

【ボランティアや地域住民の力を引き出す方策】
◦専門職と地域住民によるフラットな関係での協働
◦民生委員や自治会等の地域の既存資源の活用
◦SNS等も活用した各地域における活動の見える化
【フォーマルとインフォーマルを結び付ける人材】
◦コーディネート役の人材の重要性と養成の必要性
◦専門職の関与で地域活動の活性化とレベル向上
【その他】
◦�社会福祉法人、企業活動、教育部門など、東京で
活動する様々な主体の専門性やノウハウの還元
◦�地域住民が専門性を修得したり、専門職が地域の
コア人材として活躍していく等の人材の循環

各主体に期待される行動
【事業者】普段から地域との関わりを持ち、地域の一員として活動することで助け合いや人材確保を実現
【専門職】専門性の向上を図ると同時に、従来の活動範囲を超え、住民の一人として地域での幅広い活躍
【地域住民】地域の課題を「自分ごと」と捉え、他の住民や組織と協働しながら積極的に様々な活動に参加
【区市町村】地域単位で計画を立てた施策展開、地域住民の生活を包括的に支援できる仕組みの構築
【東京都】既存施策を絶えず評価・検証し、民間の知恵も積極的に取り入れ、人材対策施策を立案し実行

★先進的な事例の紹介

大都市東京にふさわしい、領域や世代、対象者の区別を超えた地域包括ケアシステムの実現
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「子供の生活実態調査」結果の概要（中間のまとめ）について

児童養護施設等退所者の実態調査結果について

HP http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/02/23/21.html
問 福祉保健局少子社会対策部計画課　TEL 03-5320-4200　FAX 03-5388-1406

HP http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/02/24/09.html
問 福祉保健局少子社会対策部育成支援課　TEL 03-5320-4122　FAX 03-5388-1406

　東京都では、今後の子供・子育て支援施策の参考とするため、子供と子育て家庭の生活状況などに関する「子
供の生活実態調査」を実施し、調査結果の概要（中間のまとめ）を取りまとめました。
〈調査の概要〉
　（1）小中高校生等調査
　　　①調査対象　�都内の4自治体（墨田区・豊島区・調布市・日野市）に在住の小学5年生、中学2年生、16-17歳�

（高校2年生及び高校に在籍していない同年齢の子供を含む。）の子供本人とその保護者
　　　②調査対象数　19,929世帯
　　　③抽出方法　住民基本台帳により、対象年齢層の者全てを抽出
　　　④調査方法　郵送法（一部ウェブ回答）
　　　⑤有効回答数　子供　8,367票�（有効回答率42.0％）、保護者　8,429票�（有効回答率42.3％）
　　　⑥調査期間　平成28年8月5日から9月7日まで
　　　⑦主な調査項目　子供の就学状況、学習状況、生活状況、保護者の就業状況、子供との関わり方など
　（2）若者（青少年）調査
　　　①調査対象　�都内の3自治体（新宿区・足立区・八王子市）に在住の15歳から23歳までの若者（青少年）

本人とその保護者
　　　②調査対象数　2,200世帯
　　　③抽出方法　住民基本台帳による層化二段無作為抽出
　　　④調査方法　訪問留置訪問回収法
　　　⑤有効回答数　若者　1,056票　（有効回答率48.0％）、保護者　1,022票　（有効回答率46.5％）
　　　⑥調査期間　平成28年5月14日から6月13日まで
　　　⑦主な調査項目　子供の就学・就業状況、生活状況、保護者の就業状況、公的支援の利用状況など
※本調査は、首都大学東京（都市教養学部人文・社会系　阿部彩研究室）と連携して実施しております。

　東京都では、平成22年度に児童養護施設などを退所した方に対するアンケート調査を実施し、施設退所（措置解除）
時の支援や、退所後（措置解除後）の生活・就労に関する課題、退所者のニーズを把握し施策に活用してきました。
前回調査から5年が経過し、自立支援に関する現状と課題を把握するとともに、前回調査と比較することによりこれ
までの取組について検証するため、今回、児童養護施設等を退所（措置解除）した方を対象に実態調査を実施しました。
調査対象
◦児童養護施設、自立援助ホーム、児童自立支援施設、養育家庭、ファミリーホームの退所者
◦回答者数637人（回答率32.4％）
調査結果のポイント
全体的な傾向

◦退所後、進学した者の割合は約４割で、前回調査と比べてやや増加
◦退所後、進学した者のうち、中途退学した割合は約2割で、前回調査と同程度
◦現在の雇用形態は、正規雇用者45.2%、非正規雇用者46.8%
児童養護施設

◦�施設職員が大いに支えになったという回答は、自立支援コーディネーター（※1）配置施設が約6割、未配置施
設が約5割
◦退所後に職場との関係調整について支援を受けた割合が約4割で、前回調査と比べて大幅に増加
　※1　児童養護施設において、児童の自立支援や退所後の支援を行う職員（事業開始24年度）
自立援助ホーム
◦�職場の人間関係や心身のストレスが理由で転職した割合は、ジョブ・トレーナー（※2）配置施設が約3割、未
配置施設が約5～ 6割
　※2　自立援助ホームにおいて、主に退所児童等へ就労定着支援を行う職員（事業開始25年度）

養育家庭
◦措置解除（おおむね18歳）の際に養育家庭が支えになったと回答した割合はほぼ100％
◦養育家庭への委託が解除された後、約3割が養育家庭で生活
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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～
　東京都の自殺者数は、平成10年に急増し、以降はおおむね
2,500人から2,900人の横ばいで推移していましたが、平成23
年をピークに減少傾向に転じ、平成27年には2,290人となって
います。しかし、依然として毎年2,000人以上の尊い命が失わ
れています。
　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、電話相談の受付時間
の延長、民間団体等と合同で行う街頭キャンペーン、こころと
いのちの講演会（3月8日（水））の開催、区市町村や各私鉄駅構
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。

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

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～

℡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。
３月27日（月）から31日（金）までは、24時間受け付けます！

　3月1日（水）から、東京都の自殺
総合対策に関する情報を集約した
ホームページ「東京都こころといの
ちのほっとナビ～ここナビ～」を開
設しています。
　「ここナビ」では、悩み別の相談
窓口や自殺対策についての基礎知識
等、様々な情報がパソコンやスマー
トフォンから簡単に検索できます。
　ぜひご利用ください！

HP �http://www.fukushihoken.
metro.tokyo.jp/kokonavi/

「東京都こころといのちのほっとナビ～ここナビ～」を開設

東京都自殺相談ダイヤル周知用ロゴマーク

厚生労働省いのち支えるロゴマーク
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東京の保育の今が分かるホームページ「とうきょう保育情報」をご活用ください！

HP �福祉保健局トップページ⇒子供家庭⇒とうきょう保育情報
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/tokyo_hoiku/index.html
問 福祉保健局少子社会対策部保育支援課　TEL 03-5320-4128　FAX 03-5388-1406

インターネット福祉保健モニターを募集しています！
　東京都の福祉保健医療施策分野への建設的な意見を頂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ご回答いただきます。
　東京都の福祉保健医療施策についてご意見をお持ちの方は、ぜひご参加ください！

　東京都は、都内の保育サービス情報を分かりやすくまとめたホームページを公開してい
ます。東京都公式ホームページのトップに専用のアイコンがありますので、クリックして
みてください。
HP http://www.metro.tokyo.jp/index.html

　皆さんが知りたい情報にすぐアクセスできるよう、チャートを使っ
た案内ページが開きます。

とうきょう保育情報掲載内容
　◆保育サービスを使いたい（都民の方向け）
　◆保育所をつくりたい（事業者の方向け）
　◆保育所で働きたい（保育士の方向け）
　◆都の施策を知りたい（全般）

　チャート①「色々な子育て支援情報を知りたい」場合は、

　とうきょう子育てスイッチがおすすめです。都内の子育て支援に
関する情報や保育所の空き情報などをご覧になれます。

HP �福祉保健局トップページ⇒福祉保健の基盤づくり⇒福祉保健施策⇒インターネット
福祉保健モニター⇒インターネット福祉保健モニターの募集について

　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/shisaku/monitor/bosyuu.html
問 福祉保健局総務部総務課　TEL 03-5320-4032　FAX 03-5388-1400

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

募集人数　100名程度
募集期間　通年
応募方法　�応募用入力フォーム（ HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/shisaku/

monitor/bosyuu.html）よりお申し込みください。
　　　　　�（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」（400字程度）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　応募者ご本人にお知らせします。
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▪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50歳位までの方）

②保健師：神津島村、御蔵島村、八丈町
　※詳細は必ず事前にご確認ください。
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_2016_03_01.html
問 福祉保健局保健政策部保健政策課
TEL ①03-5320-4335　②03-5320-4334　FAX 03-5388-1427
Eメール S0000282@section.metro.tokyo.jp

▪都医学研都民講座「認知症－予防も備えもしましょう－」
日　時　4月26日（水）14時30分から16時（13時30分開場）
場　所　医学総合研究所2階講堂（京王線上北沢駅徒歩12分、八幡山駅徒歩18分）
演　題　「認知症－予防も備えもしましょう－」
　　　　順天堂大学医学部附属順天堂医院�先任准教授�本井ゆみ子
定　員　100名（事前申込後抽選、入場無料）
申　込　�往復はがきか�Eメール�で（1通につき2名まで）。はがきは氏名（2名希望の場合は両名）・郵便番号・

住所・日中の連絡先の電話番号を記入し、「第1回都民講座（4月26日）」と明記してお申し込
みください。返信用はがき表面にも郵便番号・住所・氏名を必ず記入してください。

　　　　�Eメール�は氏名、連絡先を明記の上、申込専用アドレスtomin@igakuken.or.jpまでお申し込み
ください。件名に「第1回都民講座申込」とご記入ください。

申込先　〒156-8506　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�宛
申込締切　4月10日（月）消印有効
問 公益財団法人東京都医学総合研究所　TEL 03-5316-3109

▪科学技術週間参加行事「『細胞』を知り、『老化』を考える」
日　時　4月19日（水）　12時30分から16時まで（12時30分開場予定）
場　所　�板橋区立文化会館（東武東上線大山駅北口�徒歩約3分、都営地下鉄三田線板橋区役所前駅A3�

出口�徒歩約7分）
内　容　（1）�ポスター発表12時30分から16時まで�

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。
　　　　（2）�講演会13時30分から14時40分まで　※手話通訳あり�

演題：「『細胞』を知り、『老化』を考える」�
演者：藤田泰典（東京都健康長寿医療センター研究所老化機構研究チーム研究員）

定　員　講演は当日先着250名（事前申込不要、入場無料）
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html
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

▪点訳・朗読奉仕員指導者養成講習会
対　象　�点訳か朗読（音訳）の知識と経験があり、受講後、都内で活動できる方　※課題・試験有
期　間　7月6日（木）から平成30年2月15日（木）14時から16時（点訳は原則火曜日・朗読は原則木曜日）
定　員　点訳30人・朗読20人
申込書の請求　�5月1日（月）から5月31日（水）（当日必着）までに希望講習名・住所・氏名（ふりがな）

を書き、92円切手を貼った返信用封筒を同封して日本盲人会連合点字図書館（〒169-
8664　新宿区西早稲田2-18-2）へ。

申　込　所定の申込書で6月9日（金）（当日必着）までに同館へ。
問 日本盲人会連合点字図書館　TEL 03-3200-6160　FAX 03-3200-7755
　　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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▪檜原村職員（保健師）募集
資　格　保健師免許及び正看護師資格取得者で昭和42年4月2日以降に生まれた方
人　員　1名
採　用　平成29年度
試験日　後日申込者に通知
HP http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
問 檜原村役場総務課　TEL 042-598-1011　FAX 042-598-1009

▪東京都社会福祉事業団契約職員（福祉職）の募集
職種・人数　福祉職20名程度
勤　　務　交代制勤務（夜勤、早番、遅番、日勤、宿日直等）
雇用期間　3年（平成29年4月1日から平成32年3月31日まで）
　　　　　※雇用期間中に契約職員から正規職員への採用選考があります。
勤 務 先　事業団が運営する児童養護施設、福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設
資　　格　�介護福祉士、保育士、児童指導員任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資

格を有している方、訪問介護員養成研修1級課程又は2級課程、介護職員初任者研修課程、
実務者研修課程のいずれかの研修課程を修了した方

　　　　　※1　�小学校・中学校・高等学校の教育職員免許状をお持ちの方は、児童指導員任用資格
を有しています。

　　　　　※2　�平成29年3月31日までに資格取得見込（研修修了見込）の方も応募可能です。
申込方法　所定の申込書で下記担当までお申し込みください。
　　　　　※1　申込書は当法人� HP �から取得できます（ご希望の方は郵送も可）。
　　　　　※2　お申込みは随時受け付けています。
試 験 日　随時
試験会場　東京都社会福祉事業団事務局（新宿区大久保3-10-1-201）
　　　　　詳細は当法人� HP �か下記担当までお電話でお問い合わせください。
HP http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm
問 東京都社会福祉事業団事務局（採用担当）　〒169-0072　新宿区大久保3-10-1-201
TEL 03-5291-3605　FAX 03-5291-3616

◦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25日（土）　11時〜 11時50分
障害児者・家族等、地域住民 不要

あそびのひろば　　※2 3月26日（日）　13時〜 14時30分

多
　
摩

さくらまつり　※3 3月25日（土）　13時〜 17時（予定） 障害児者・介護者、地域住民
不要

介護予防運動教室　※4 3月27日（月）　12時〜 13時 中高年障害者・介護者

※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　トランポリンやソフトブロックなど、たくさんの遊具を利用して全身を使って遊びましょう！
※３　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♪
※４　様々な運動や測定をしながら健康の維持増進を図り、介護予防につなげましょう！

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/
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  1日  脳卒中の早期発見及び予防に関するシンポジウム
  東京都へき地医療対策協議会
  2日  第1回東京都周産期医療協議会
  3日  ふれあいナースバンク就職相談会
  第2回東京都障害者差別解消支援地域協議会
  4日   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」
  6日  子育て応援とうきょう会議（第12回 全体会議）
  第1回救急医療対策協議会
  7日  東京都動物愛護管理審議会
  東京都認知症対策推進会議　認知症医療部会（第13回）
  第14回東京都ウイルス肝炎対策協議会
  8日  第3回東京都食品安全情報評価委員会
  東京都障害者就労支援協議会（第20回）
  9日  自殺総合対策東京会議
  東京都母子保健運営協議会
10日  保育士就職支援セミナー（～12日）
   都民アレルギー講演会「アトピー性皮膚炎と上手に付き合

うために子供から大人まで役立つ知識を学ぼう！」
11日  福祉の仕事就職フォーラムin立川

   適正飼養講習会「高齢ペットとの暮らし方～愛犬・愛猫の
シニア期に備えて～」

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

14日  第八期東京都障害者施策推進協議会第1回総会
  第64回東京都社会福祉審議会（総会）
16日   東京子育て応援事業　平成29年度公募説明会（第1回、第2回）
  東京都自立支援協議会本会議
   第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会「第2回専門部会」
   都医学研都民講座（第8回）「現代社会と睡眠障害～よい眠

りをとるために～」
17日  第25回東京都認知症対策推進会議
19日   第9回子供の心を考える都民フォーラム「子どもたちの放課後」
20日  東京子育て応援事業　平成29年度公募説明会（第3回）
  東京都特殊疾病対策協議会
21日  東京都エイズ専門家会議
22日  東京都社会福祉事業団事例研究発表会（児童養護施設）
24日   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」
26日　第8回全国若年認知症フォーラムin東京・目黒

２
月
の
動
き

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!

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

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

　毎年4月2日は、国連が定める「世界自閉
症啓発デー」です。
　また、4月2日から8日は、厚生労働省が
定める「発達障害啓発週間」として、日本各
地で自閉症等の発達障害を啓発する活動が行
われております。
　東京都では、自閉症等の発達障害のある方
やご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、普及啓発の一環とし
て東京ゲートブリッジ及び都庁第一本庁舎を
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、日本でも各地で実施され
る予定です。
（1）東京ゲートブリッジのライトアップ
日時　4月2日（日）日没から24時まで
場所　東京ゲートブリッジ
（2）都庁第一本庁舎のライトアップ
日時　�4月2日（日）から8日（土）18時から23時まで
場所　都庁第一本庁舎
※世界自閉症啓発デー日本実行委員会公式サイト
HP http://www.worldautismawarenessday.jp/

都庁舎のライトアップの様子

　自閉症は、発達障害のうちの一つです。
　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。

自閉症を知っていますか？

東京ゲートブリッジのライトアップの様子
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