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　６月 25日（日）、池袋西口公園にて「6・26国際麻薬乱用撲滅
デー」都民の集いを開催しました。
　このイベントは、全国で展開される「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動（運動期間：6月 20日から 7月 19日まで）の一環として開
催したものです。
　会場では、パフォーマンスガールズユニット９nine（ナイン）
によるステージショーや薬物乱用撲滅宣言、警察犬（薬物捜索
犬）によるデモンストレーション、薬物に関するパネル展示、乱
用防止のための啓発用リーフレット・グッズの配布などを行い
ました。
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　会場となった池袋西口公
園は、都内有数の繁華街であ
る池袋にあり、行き交う多く
の人々に対して、薬物乱用防
止のメッセージを強力に発
信することができました。

福祉保健局長による挨拶

９nine による薬物乱用撲滅宣言 警察犬（薬物捜索犬）デモンストレーション



肝炎ウイルス検診を受けましょう

肝炎ウイルスは、肝臓がんの主原因です。
　全国のがんによる死亡者のうち、肝臓がんは第 5位で、年間約 3万人が亡くなって
います。
　その肝臓がんの原因の約 8割を、Ｂ型肝炎ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルスが占めています。
　感染していても自覚症状がないことも多いため、感染に気付いていない人が多くいます。
○ウイルス性肝炎とは？
　ウイルスの感染により肝臓が炎症を起こすことをいいます。
　特に B型・C型肝炎ウイルスは、感染した人が、治療を受けずにそのまま放置する
と、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんに進行する可能性があります。
○なぜ検査が必要なの？
　肝炎ウイルスに感染しているかは、肝炎ウイルス検査を受けない限り分かりません。
　肝炎の症状は、全身のだるさ・食欲不振・吐き気・黄疸などですが、症状が軽かったり、無症状のまま進行して
しまっていたりすることもあります。そのため、症状がなくても感染の有無についての検査が必要です。
○どんな検査？どこで受けることができるの？
　B型・C型肝炎ウイルスの検査は、お住まいの区市町村で、無料で受けられます。
　検査は採血のみのため、短時間で済み、検査結果は数週間でお知らせできます。
　実施時期や場所等については、お住まいの区市町村又は最寄りの保健所にお問い合わせください。

　薬物事犯の検挙人数は、引き続き高い水準にあります。特に、大麻事犯では 30 歳
代以下の検挙人員が年々増加して全体の 8 割以上を占めており、若年層の薬物情勢は
深刻な状況です。
　このたび、東京都では、薬物乱用防止意識を向上させるため、若い世代を対象とし
た啓発用ＤＶＤ、ポスター及びリーフレットを作成しました。危険ドラッグや大麻な
どの薬物乱用の危険性や乱用による影響、誘われた時の断り方について、分かりやす
く学べる内容となっています。
【ＤＶＤ】
○本編（約 20分）
　若い世代が親しみやすいよう、実写とマンガを交え、「薬物の種類」、「薬物乱用の
社会的影響」、「断るコツ」について紹介します。
○スポット動画（15秒、30秒及び 60秒）
　街頭ビジョン、You Tube 東京都チャンネルなどで配信しています。福祉保健局  　 「みんなで知ろう危険ドラッ
グ」からも視聴できます。
【ＤＶＤ、ポスター、リーフレット】
　都内全ての高校・大学に配布します。
　その他、普及啓発や貸出用教材として活用します。ポスター及びリーフレットは、福祉保健
局　　「みんなで知ろう危険ドラッグ」からダウンロードできます。
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～7月28日は「日本肝炎デー」、7月24日から30日は「肝臓週間」～

肝炎ウイルス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
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/etc/kanen/

 03-5320-4363 03-5388-1427

　
問 福祉保健局健康安全部薬務課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/no_drugs/effort/index.html 

 03-5320-4504 03-5388-1434

啓発用DVD・ポスター・リーフレットを作成しました！

東京都肝炎ウイルス
検診事業キャラクター
「かんぞうくん」

啓発ポスター

特 集

2 福祉保健 7月号

夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」
 

「献血」のことを知ってほしい

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

～献血がつなぐ　命と優しさを～
　7月 1日から 31日までの 1か月間、「愛の血液助け合い運動」を実施して
います。本キャンペーンでは、都営地下鉄、区市町村、学校等でのポスターの掲
示や献血功労者厚生労働大臣表彰及び感謝状、並びに献血功労者知事感謝状
の受賞者の決定、東京都職員献血等を行い、広く都民の皆様に献血へのご理
解、ご協力を呼びかけています。

　血液には有効期間があり、長い間保存することはできず、人工的に造ることもできません。輸血
用の血液は、献血に頼るしか方法がなく、皆様のご協力が必要です。

◆献血の種類◆
　＜400ミリリットル・200ミリリットル献血（全血献血）＞
　　全血献血は、血液中の全ての成分を献血していただく方法です。
　＜成分献血＞
　成分採血装置を使用して血小板や血しょうといった特定の成分だけを採血し、体内で回復に時
間のかかる赤血球は再び体内に戻す方法です。成分献血は、献血者の身体への負担も軽く、多くの
血しょうや血小板を献血していただける特長があります。

◆400ミリリットル献血と成分献血をお願いする理由◆
　人間の血液は、血液型が同じでも微妙に異なっています。輸血量が同じであれば、少ない献血者
からの血液を輸血した方が、血液を介する感染の危険性も少なく、輸血を受ける方の体への負担が
軽いことが分かっています。よって、400ミリリットル献血や、一度に多くの血小板製剤や血しょ
う製剤を作ることができる成分献血への協力をお願いしています。

～輸血時の安全性を高める 400ミリリットル・成分献血にご協力を！～

◆献血の前に◆
　献血される方、輸血を受ける方の安全のため、解熱剤などを服薬中の方や海外から帰国（入国）し
て 4週間以内の方など、献血をご遠慮いただく場合があります。また、献血後には水分補給や休憩
を取ることや、献血直後のスポーツ・喫煙・飲酒等は控えることなど、注意点もあります。詳細は、
東京都赤十字血液センター　　をご覧ください。
《注意：HIV検査を目的とした献血はできません。》

◆献血しよう！◆
　都内 14 か所の献血ルームで受け付けています。また、主要駅前等では、献血バスにより献血を
行っています。実施日時、場所等の詳細は、東京都赤十字血液センター　　をご覧ください。

http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/　
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4 福祉保健 7月号

平成29年度東京都子育て支援員研修（第2期）の受講生を募集します！

　「子ども・子育て支援新制度」においては、地域の子育て支援の担い手となる多くの人材が求められています。
　東京都では、第１期に引き続き、子育て支援の担い手となる人材を養成する、東京都子育て支援員研修を実施し
ます。たくさんのご応募を、お待ちしております（本研修は、東京都が東京都福祉保健財団に委託し、実施します。）。

●子育て支援員とは
　東京都などが実施する研修を修了し、子育て支援の分野で働く上で必要な知識や技能を身に付けていると認めら
れる方のことです。
　東京都では、本研修の修了者を、全国で通用する「子育て支援員」として認定します。子育て支援員として認定
された方は、家庭的保育や小規模保育、学童クラブ、子育てひろばなどで活躍することが期待されています。

●研修概要
１　対象者　都内に在住又は在勤（保育などの子育て支援関係）の方で、地域において保育や子育て支援などの仕

事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業などの職務に従事することを希望する方
２　研修コース　①地域保育コース　②地域子育て支援コース　③放課後児童コース　④社会的養護コース
３　研修日程　10 月 16 日（月）からコースごとに順次開始します（受講コースによって、日程や場所が異なり

ます。）。
４　受講費用　研修受講料は原則として無料です。ただし、テキスト代や交通費、昼食代、健康診断費用（見学実

習があるコースのみ）などの実費は自己負担となります。
５　申込方法　7 月 28日（金）（消印有効）までに、所定の申込書（区市町村窓口又は下記　   で入手可）を郵送（簡

易書留）で以下の宛先に提出してください。※定員を超過した場合は、受講できない場合もございます。
６　申込先　〒163-0719　新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 19階
　　　　　　公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 子育て支援員担当

『心のバリアフリー』普及啓発ポスターコンクールの募集

　児童・生徒がポスターの制作を通じて、心のバリアフリーについて考える機会とするとともに、都民への普及啓
発を推進することを目的として、『心のバリアフリー』普及啓発ポスターコンクールを実施します。
１　募集テーマ　「すべての人を大切にできるまち～心のバリアフリーがあふれる東京～」
２　応募資格　都内在住又は在学の小学 4年生から 6年生及び中学生
３　作品の規格等　原則として、Ｂ3判の用紙を縦に使用してください。彩色・画材は自由です。
４　応募先　〒163－8001　新宿区西新宿 2-8-1　
　　　　　　福祉保健局生活福祉部福祉のまちづくり担当「ポスター担当」宛て
５　締切り　9 月 11日（月）必着
６　選考　入賞作品は東京都が選考し、原則として、小学生及び中学生の各部門につき最優秀作品 1 点、優秀作

品 5点を決定します。
７　入賞作品の使用　入賞作品は、ポスターとして活用するほか、都庁舎で展示するなど、普及啓発のために使用

することがあります。
応募の詳細は、福祉保健局　   をご確認ください。

　
問 福祉保健局少子社会対策部計画課

福祉保健局トップページ⇒子供家庭⇒子供家庭施策⇒平成29年度東京都子育て支援員研修（第2期）のご案内
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/kosodateshieninkensyuu01.html
東京都福祉保健財団
http://www.fukushizaidan.jp/111kosodateshien/index.html

 03-5320-4121 03-5388-1406
東京都福祉保健財団  03-3344-8533 03-3344-8593

　
問 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課

福祉保健局トップページ⇒福祉保健の基盤づくり⇒福祉のまちづくり⇒「『心のバリアフリー』
普及啓発ポスターコンクール」について
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/machizukuri/kokoro_poster.html

03-5320-4047 03-5388-1403

未成年者喫煙防止ポスターコンクール作品募集

東京都難病相談・支援センターを移転しました

　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、都内の小中学生・高校生を対象に、ポスターを募集します。
１　募集テーマ　未成年者の喫煙防止をテーマとし、以下のアからウのいずれかを題材にしてください。
　　ア　たばこを吸わない決意
　　イ　たばこを吸わないでいようとの友達への呼びかけ
　　ウ　誘われてもたばこを断る勇気をもつ大切さ
２　応募資格
　　小学生の部　都内在住又は在学の小学４年生から６年生
　　中学生の部　都内在住又は在学の中学生
　　高校生の部　都内在住又は在学の高校生
３　作品の規格　Ｂ3判程度のサイズ（B4以上、四つ切まで）用紙を縦に使用
　　　　　　　してください。
４　応募先　〒163-8001　新宿区西新宿 2-8-1　
　　　　　　福祉保健局保健政策部健康推進課　「ポスター担当」宛て
５　締切り　9 月 13日（水）消印有効
６　選考　10 月下旬に、小学生・中学生・高校生の各部門につき最優秀作品
　　　　1点、優秀作品 3点を決定します。
７　入賞作品の使用　入賞作品は、都庁舎で掲示する等、未成年者喫煙防止の
　　　　　　　　　普及啓発のために活用することがあります。
応募の詳細は、福祉保健局　   「とうきょう健康ステーション」をご確認ください。

　東京都は、難病患者等に対する相談・支援、地域交流活動の促進などを行う拠点施設として、東京都難病相談・
支援センターを開設しています。
　このたび、当センターの療養相談窓口等が、東京都広尾庁舎（渋谷区広尾 5-7-1）から、移転しました。
　なお、ピア相談及び患者・家族交流会については、東京都広尾庁舎において、引き続き実施します。
１　移転先　順天堂大学医学部附属順天堂医院１号館２階（文京区本郷 3-1-3）
　　　　　　（ＪＲ線・東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩５分）
２　開所時間　平日 10時から 17時まで
３　主な事業内容
　　（１）難病療養相談及び就労相談（電話及び面接）

　難病相談支援員（看護師、ソーシャルワーカー）による療養相談、難病患者就労コーディネーターによ
る就労相談を行います。
　相談受付時間　 平日 10時から 16時まで　　　03-5802-1892（直通）　
　※面接による相談は、事前予約が必要です。

　　（２）難病医療相談会の開催　
　　難病専門医が個別に医療相談を行います。

　　（３）難病医療講演会の開催
　難病専門医による講演会を開催します。
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問 福祉保健局保健政策部疾病対策課 03-5320-4477 03-5388-1437

平成 28年度中学生の部最優秀作品

　
問 福祉保健局保健政策部健康推進課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html　

03-5320-4356　 03-5388-1427
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平成29年度東京都子育て支援員研修（第2期）の受講生を募集します！

　「子ども・子育て支援新制度」においては、地域の子育て支援の担い手となる多くの人材が求められています。
　東京都では、第１期に引き続き、子育て支援の担い手となる人材を養成する、東京都子育て支援員研修を実施し
ます。たくさんのご応募を、お待ちしております（本研修は、東京都が東京都福祉保健財団に委託し、実施します。）。

●子育て支援員とは
　東京都などが実施する研修を修了し、子育て支援の分野で働く上で必要な知識や技能を身に付けていると認めら
れる方のことです。
　東京都では、本研修の修了者を、全国で通用する「子育て支援員」として認定します。子育て支援員として認定
された方は、家庭的保育や小規模保育、学童クラブ、子育てひろばなどで活躍することが期待されています。

●研修概要
１　対象者　都内に在住又は在勤（保育などの子育て支援関係）の方で、地域において保育や子育て支援などの仕

事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業などの職務に従事することを希望する方
２　研修コース　①地域保育コース　②地域子育て支援コース　③放課後児童コース　④社会的養護コース
３　研修日程　10 月 16 日（月）からコースごとに順次開始します（受講コースによって、日程や場所が異なり

ます。）。
４　受講費用　研修受講料は原則として無料です。ただし、テキスト代や交通費、昼食代、健康診断費用（見学実

習があるコースのみ）などの実費は自己負担となります。
５　申込方法　7 月 28日（金）（消印有効）までに、所定の申込書（区市町村窓口又は下記　   で入手可）を郵送（簡

易書留）で以下の宛先に提出してください。※定員を超過した場合は、受講できない場合もございます。
６　申込先　〒163-0719　新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 19階
　　　　　　公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 子育て支援員担当

『心のバリアフリー』普及啓発ポスターコンクールの募集

　児童・生徒がポスターの制作を通じて、心のバリアフリーについて考える機会とするとともに、都民への普及啓
発を推進することを目的として、『心のバリアフリー』普及啓発ポスターコンクールを実施します。
１　募集テーマ　「すべての人を大切にできるまち～心のバリアフリーがあふれる東京～」
２　応募資格　都内在住又は在学の小学 4年生から 6年生及び中学生
３　作品の規格等　原則として、Ｂ3判の用紙を縦に使用してください。彩色・画材は自由です。
４　応募先　〒163－8001　新宿区西新宿 2-8-1　
　　　　　　福祉保健局生活福祉部福祉のまちづくり担当「ポスター担当」宛て
５　締切り　9 月 11日（月）必着
６　選考　入賞作品は東京都が選考し、原則として、小学生及び中学生の各部門につき最優秀作品 1 点、優秀作

品 5点を決定します。
７　入賞作品の使用　入賞作品は、ポスターとして活用するほか、都庁舎で展示するなど、普及啓発のために使用

することがあります。
応募の詳細は、福祉保健局　   をご確認ください。

　
問 福祉保健局少子社会対策部計画課

福祉保健局トップページ⇒子供家庭⇒子供家庭施策⇒平成29年度東京都子育て支援員研修（第2期）のご案内
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/kosodateshieninkensyuu01.html
東京都福祉保健財団
http://www.fukushizaidan.jp/111kosodateshien/index.html

 03-5320-4121 03-5388-1406
東京都福祉保健財団  03-3344-8533 03-3344-8593

　
問 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課

福祉保健局トップページ⇒福祉保健の基盤づくり⇒福祉のまちづくり⇒「『心のバリアフリー』
普及啓発ポスターコンクール」について
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/machizukuri/kokoro_poster.html

03-5320-4047 03-5388-1403

未成年者喫煙防止ポスターコンクール作品募集

東京都難病相談・支援センターを移転しました

　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、都内の小中学生・高校生を対象に、ポスターを募集します。
１　募集テーマ　未成年者の喫煙防止をテーマとし、以下のアからウのいずれかを題材にしてください。
　　ア　たばこを吸わない決意
　　イ　たばこを吸わないでいようとの友達への呼びかけ
　　ウ　誘われてもたばこを断る勇気をもつ大切さ
２　応募資格
　　小学生の部　都内在住又は在学の小学４年生から６年生
　　中学生の部　都内在住又は在学の中学生
　　高校生の部　都内在住又は在学の高校生
３　作品の規格　Ｂ3判程度のサイズ（B4以上、四つ切まで）用紙を縦に使用
　　　　　　　してください。
４　応募先　〒163-8001　新宿区西新宿 2-8-1　
　　　　　　福祉保健局保健政策部健康推進課　「ポスター担当」宛て
５　締切り　9 月 13日（水）消印有効
６　選考　10 月下旬に、小学生・中学生・高校生の各部門につき最優秀作品
　　　　1点、優秀作品 3点を決定します。
７　入賞作品の使用　入賞作品は、都庁舎で掲示する等、未成年者喫煙防止の
　　　　　　　　　普及啓発のために活用することがあります。
応募の詳細は、福祉保健局　   「とうきょう健康ステーション」をご確認ください。

　東京都は、難病患者等に対する相談・支援、地域交流活動の促進などを行う拠点施設として、東京都難病相談・
支援センターを開設しています。
　このたび、当センターの療養相談窓口等が、東京都広尾庁舎（渋谷区広尾 5-7-1）から、移転しました。
　なお、ピア相談及び患者・家族交流会については、東京都広尾庁舎において、引き続き実施します。
１　移転先　順天堂大学医学部附属順天堂医院１号館２階（文京区本郷 3-1-3）
　　　　　　（ＪＲ線・東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩５分）
２　開所時間　平日 10時から 17時まで
３　主な事業内容
　　（１）難病療養相談及び就労相談（電話及び面接）

　難病相談支援員（看護師、ソーシャルワーカー）による療養相談、難病患者就労コーディネーターによ
る就労相談を行います。
　相談受付時間　 平日 10時から 16時まで　　　03-5802-1892（直通）　
　※面接による相談は、事前予約が必要です。

　　（２）難病医療相談会の開催　
　　難病専門医が個別に医療相談を行います。

　　（３）難病医療講演会の開催
　難病専門医による講演会を開催します。
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　難病相談支援員（看護師、ソーシャルワーカー）による療養相談、難病患者就労コーディネーターによ

問 福祉保健局保健政策部疾病対策課 03-5320-4477 03-5388-1437

平成 28年度中学生の部最優秀作品

　
問 福祉保健局保健政策部健康推進課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html　

03-5320-4356　 03-5388-1427
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東京都職員Ⅰ類Ｂ（保健師）の募集

東京都職員Ⅱ類（福祉職）業務説明会の開催
　東京都職員Ⅱ類（福祉職）の募集にあたり、福祉保健局内の配属予定先（児童自立支援施設、児童相談所一時
保護所、北療育医療センター及び府中療育センター）における業務内容について理解を深めていただくため
に、業務説明会を開催します。
　当日は個別相談会も実施します。興味・関心をお持ちの方は、お気軽にご参加ください。
日時　7月 30 日（日）10時から 16時まで（9時 30 分受付開始）
会場　都庁第一本庁舎 5階大会議場
内容　各職場の業務紹介、先輩職員からのメッセージ、個別相談会等
申込　7 月 24 日（月）必着で　  又は　  でお申し込みください。
　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。

東京都職員Ⅱ類（福祉職）の募集
～児童、障害児（者）支援の最前線で共に働きませんか？～

選考日　１次選考：9月 10 日（日）、２次選考：10月 22 日（日）
受験資格　保育士、社会福祉士、介護福祉士、児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員のいずれかの 
　　　　　資格取得又は取得見込で、平成 30年 4月 1日現在、20歳以上 36歳未満の方
採用予定日　平成 30年 4月 1日（原則）
人　員　20名（予定）
勤務先　児童自立支援施設、児童相談所一時保護所、北療育医療センター及び府中療育センター
申　込　　8月 23 日（水）締切り（郵送は 8月 18 日（金）消印有効）
　　　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。

東京都保健師業務説明会の開催
　東京都の保健師活動について理解を深めていただくために、業務説明会を開催します。当日は個別相談会
も実施します。興味・関心をお持ちの方は、お気軽にご参加ください。
日時　7月 29 日（土）13時から 17時まで（12時 30 分受付開始）
会場　都庁第一本庁舎 5階大会議場
内容　東京都の保健師活動紹介、先輩保健師からのメッセージ、個別相談会等
申込　7月 26 日（水）必着で　  又は　  でお申し込みください。
　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。

03-5388-1400

問
E-mail　
福祉保健局総務部職員課
S0000191@section.metro.tokyo.jp

　 03-5320-4023
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

03-5388-1400
　

問 福祉保健局総務部職員課　 03-5320-4023
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/fukushiboshu.html

03-5388-1400

問
E-mail　
福祉保健局総務部職員課
S0000191@section.metro.tokyo.jp

　 03-5320-4023
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/index.html

　

03-5388-1400問
E-mail　
福祉保健局総務部職員課　
S0000191@section.metro.tokyo.jp

　 03-5320-4023

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/
oshirase/fukushisetsumeikai.html

　

試験日　１次試験：9月 10 日（日）、２次試験：10月 14 日（土）・15日（日）
資　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和 53年 4月 2日から平成 8年 4月 1日までに生まれた方
採用予定日　平成 30年 4月 1日（原則）
人　員　7名（予定）
勤務先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申　込　8月 25 日（金）締切り（郵送は 8月 23 日（水）消印有効）
　　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。
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6 福祉保健 7月号

東京都職員Ⅰ類Ｂ（保健師）の募集

東京都職員Ⅱ類（福祉職）業務説明会の開催
　東京都職員Ⅱ類（福祉職）の募集にあたり、福祉保健局内の配属予定先（児童自立支援施設、児童相談所一時
保護所、北療育医療センター及び府中療育センター）における業務内容について理解を深めていただくため
に、業務説明会を開催します。
　当日は個別相談会も実施します。興味・関心をお持ちの方は、お気軽にご参加ください。
日時　7月 30 日（日）10時から 16時まで（9時 30 分受付開始）
会場　都庁第一本庁舎 5階大会議場
内容　各職場の業務紹介、先輩職員からのメッセージ、個別相談会等
申込　7 月 24 日（月）必着で　  又は　  でお申し込みください。
　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。

東京都職員Ⅱ類（福祉職）の募集
～児童、障害児（者）支援の最前線で共に働きませんか？～

選考日　１次選考：9月 10 日（日）、２次選考：10月 22 日（日）
受験資格　保育士、社会福祉士、介護福祉士、児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員のいずれかの 
　　　　　資格取得又は取得見込で、平成 30年 4月 1日現在、20歳以上 36歳未満の方
採用予定日　平成 30年 4月 1日（原則）
人　員　20名（予定）
勤務先　児童自立支援施設、児童相談所一時保護所、北療育医療センター及び府中療育センター
申　込　　8月 23 日（水）締切り（郵送は 8月 18 日（金）消印有効）
　　　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。

東京都保健師業務説明会の開催
　東京都の保健師活動について理解を深めていただくために、業務説明会を開催します。当日は個別相談会
も実施します。興味・関心をお持ちの方は、お気軽にご参加ください。
日時　7月 29 日（土）13時から 17時まで（12時 30 分受付開始）
会場　都庁第一本庁舎 5階大会議場
内容　東京都の保健師活動紹介、先輩保健師からのメッセージ、個別相談会等
申込　7月 26 日（水）必着で　  又は　  でお申し込みください。
　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。

03-5388-1400

問
E-mail　
福祉保健局総務部職員課
S0000191@section.metro.tokyo.jp

　 03-5320-4023
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

03-5388-1400
　

問 福祉保健局総務部職員課　 03-5320-4023
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/fukushiboshu.html

03-5388-1400

問
E-mail　
福祉保健局総務部職員課
S0000191@section.metro.tokyo.jp

　 03-5320-4023
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/index.html

　

03-5388-1400問
E-mail　
福祉保健局総務部職員課　
S0000191@section.metro.tokyo.jp

　 03-5320-4023

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/
oshirase/fukushisetsumeikai.html

　

試験日　１次試験：9月 10 日（日）、２次試験：10月 14 日（土）・15日（日）
資　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和 53年 4月 2日から平成 8年 4月 1日までに生まれた方
採用予定日　平成 30年 4月 1日（原則）
人　員　7名（予定）
勤務先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申　込　8月 25 日（金）締切り（郵送は 8月 23 日（水）消印有効）
　　　　詳細は、下記のお問合せ先にご連絡いただくか、福祉保健局　  をご覧ください。
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東京都障害者スポーツセンター

専門点訳奉仕員養成講習会（英語・理数・楽譜）
対象　視覚障害福祉に対する理解と熱意、点訳に関する知識と経験があり、受講後に都内で活動できる方
講習期間　10 月 4日（水）から平成 30年 3月 7日（水）まで（各 10回）
講習内容　①英語コース（水曜日 9時 30分から 11時 30分まで）、②理数コース（木曜日 14時から 16　
　　　　　時まで）、③楽譜コース（水曜日 13時 30分から 15時 30分まで）
定員　各 10名、課題提出試験及び選考試験あり
申込　9月 15日（金）（必着）までに、所定の申込書及び提出課題を郵送又は持参で日本盲人会連合点字
　　　図書館（〒169-8664 新宿区西早稲田 2-18-2）へお申し込みください。
　　　申込書及び課題は、8月 1日（火）から 9月 8日（金）（必着）までに、住所・氏名・希望コース名
　　　を記載した返信用封筒（必ず 92円切手添付）を同封して、日本盲人会連合点字図書館へ郵送又は来
　　　館により請求してください。

東京都社会福祉事業団正規職員（福祉職）の募集
職種・人数　福祉職 100名程度
採用予定日　平成 30年 4月 1日
勤　務　交代制勤務（夜勤、早番、遅番、日勤、宿日直等）
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保有
　　　　している方、又は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・高等学校の教員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 30年 3月 31日までに資格取得見込（研修終了見込）の方も応募可能です。
　　　申込方法　8月 9日（水）まで（郵送は 8月 7日（月）消印有効）に、所定の申込書で下記担当までお申し込みください。
※３　申込書は東京都社会福祉事業団　  から取得できます（ご希望の方は郵送も可）。
　　　試 験 日　8月 26日（土）又は 27日（日）   試験会場　東京都社会福祉保健医療研修センター（文京区小日向 4-1-6）
　　　詳細は東京都社会福祉事業団　  又は下記担当までお電話でお問い合わせください。

※１　車いす操作からゲームまでを行います。ご家族、お友達、ご近所の方とご一緒にどうぞ！        
※２　トランポリン、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　初めて出場する方も安心して参加できるテニスの大会です。参加には事前の申込が必要になりますので、当センター受付又は　　にて掲載しております申
　　　込書にご記入の上、　 、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　　にてご確認ください。       
※４　お友達を誘ってたくさんボールを蹴りましょう！　協力：東京都知的障害者サッカー連盟　        
※５　インドアペタンクに挑戦してみましょう！　        
※６　毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥夏休みの最後にみんなで楽しみましょう！　　　　　　        
問 東京都障害者総合スポーツセンター
　　　 http://tsad-portal.com03-3907-5631　 03-3907-5613　
東京都多摩障害者スポーツセンター　　

　　　 042-573-3811　 042-574-8579　 http://tsad-portal.com

問 日本盲人会連合点字図書館
福祉保健局障害者施策推進部計画課　

　 03-3200-6160
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/koza/tenyaku.html

03-3200-7755
　 03-5320-4147 03-5388-1413　

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
 　

http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm

　 03-5291-3605 03-5291-3616　

肝炎市民公開講座「肝臓病を克服するポイント」
日時　7月 30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）
定員　先着 350名、参加無料
講師　武蔵野赤十字病院院長　泉並木、同消化器科部長　黒崎雅之ほか　
申込　7月 24日（月）までに、講座名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号をご記入の上、　  にてお申し 
　　　込みください。
問 武蔵野赤十字病院肝疾患相談センター
福祉保健局保健政策部疾病対策課　

　 0422-32-3135 0422-32-3135
　 03-5320-4471　 　　

開催名 開催日 ・ 時間 対象者 申込

総　
合

レッツ！車いすバスケ ※１ ７月２３日、９月３日、１２月３日、１月２８日の日曜日　９時～１２時 障害児者
家族等
地域住民

不要
あそびのひろば ※２　　　　　 ８月１１日 (金・祝 )、９月１８日 (月・祝 )、１１月２３日 (木・祝 )、

２月１１日 (日 )　１３時３０分～１５時

第 31回はばたきテニス大会 ※３ ９月１６日 (土 )、１７日 (日 )
※首都大学東京荒川キャンパス庭球場にて実施 障害児者 必 要 ( 申込期間：

7／16～8／15）

多　
摩

サッカー教室 ※４ ７月２２日（土）１０時～１２時 知的障害児者

不要インドアペタンク ※５ ８月８日（火）、１５日（火）　１３時～１４時３０分 障害児者・介護者

納涼祭 ※６ ８月２６日（土）１３時～２０時（予定） 障害児者・介護者
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●実施期間　
　８月 31日（木）まで　※実施期間は各店舗によって異なる場合があります。

●実施内容
・夏休みキャンペーンにご賛同いただいた協賛店が、夏休み限定の商品の割引や景品の提供、限定プランの実
施等、サービスの提供やメッセージの発信により、皆様の子育てを応援します！
　ぜひ「子育て応援とうきょうパスポート」を活用して、ご家族でお楽しみください！！
・キャンペーンに参加している協賛店等の名称やサービス内容は、子育て応援とうきょうパスポート運営サ
イト（以下、「運営サイト」という。）でご確認できます（随時更新中）。

●子育て応援とうきょうパスポートとは

＜どんなサービスが受けられるの？＞
　協賛店では、商品の割引や粉ミルクのお湯の提供等、様々なサービスを提供します。
　利用の際、パスポートや年齢確認書類等の提示を求められることがあります。

＜パスポートの入手方法は？＞
　運営サイトで必要事項を入力すると、デジタルパスポートを入手できます。紙パスポート付きのチラシも、
各区市町村庁舎等でお配りしています。

＜どんなお店で使えるの？＞
　協賛店として登録されている、都内の飲食店や商店等で使用できます。各店舗に貼ってある協賛ステッ
カーが目印となります。所在地やサービス内容等は、運営サイトで検索が可能です。

＜協賛店も募集中！＞
　子育て世帯に温かいサービスを提供してくださる企業・店舗等の皆様も随時募集しています。
　子育てを応援したいとお考えの皆様、ぜひ運営サイトよりご登録ください！

2日

11日
14日

15日

18日
20日
21日

第 146回老年学・老年医学公開講座「認知症、
でも大丈夫」
難病・重度障害者コミュニケーション支援講座
ハンセン病普及啓発行事　映画『あん』上映会
感染症を媒介する蚊対策講習会
都医学研都民講座（第 2回）「遺伝病の発症と
症状を予測する」
第 1回福祉業界合同採用試験
第八期東京都障害者施策推進協議会第 2回総会
海外渡航者や外国人患者を診療するための医療
機関向け研修会

24日

25日
26日

28日
30日

肝炎市民公開講座「放っておけない肝臓病～
あなたの肝臓、大丈夫？～」
「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
平成 29年度食の安全調査隊　第 1回「こう
して起こった食中毒」
第 1回東京都地域福祉支援計画策定委員会
第 1回東京都高齢者保健福祉計画策定委員会
第 4回障害者への理解促進及び差別解消のた
めの条例制定に係る検討部会
　

「子育て応援とうきょうパスポート」
夏休みキャンペーンを実施します！！

　「子育て応援とうきょうパスポート事業」は、中学生以下のお子様や妊娠中の方がいる世帯の皆様が、企業や店
舗で様々なサービスを利用できる仕組みです。
　このたび、より多くの皆様にご利用いただくため、下記のとおり夏休みキャンペーンを実施することにしました。
　夏休みでお出掛けが増える時期に、ぜひご活用ください！！

　
問 福祉保健局少子社会対策部計画課
http://kosodate.pass.metro.tokyo.jp/

 03-5320-4115 03-5388-1406

夏休みキャンペーンを実施します！！


