
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
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　8月 15日（火）、文京シビックホール大ホールにおいて平成 29年度東京都戦没者追悼式が執り行われ、ご遺族、来
賓など 724人が参列されました。
　小池百合子知事は、先の大戦で亡くなられた全ての御霊に対し、都民を代表して哀悼の誠を捧げ、「私は、この式典
に臨み、戦没された方々の祖国への想いを改めて深く心に刻み、世界の諸都市と手を携え、世界平和の実現と人類繁
栄への貢献に積極的に取り組んでまいります。」と式辞を述べました。
　参列者が黙とうした後、天皇陛下のおことば（放送）に続いて、都議会議長、東京都遺族連合会会長、戦没者遺族代表
が追悼のことばを述べました。中国でお兄様が戦死した小林盛利さんは、「戦後 72 年の時がたっても戦争がもたら
した過去の史実を風化させることなく、次の世代に語り継いでいくことが諸霊に報いる私達の務めでもあります。」
と述べられました。また、曽祖父が戦死された小学 5年生、一栁海音さんは、「ぼくは、今日を機会に、戦争のことを調
べたりして、戦争のことをもっと知り、平和のために役立つことを考えていきたいと思います。」と述べられました。

東京都戦没者追悼式
～戦後72年　戦没者を
　追悼し平和を祈念する日～
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不妊検査等に係る助成事業を開始します！／
10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります …………………………………… 8
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ピンクリボン in 東京2017を開催します！
　10月は乳がん月間です。東京都では月間中、区市や関係団体と連携し、乳がん検診の普及啓発イベン
トを実施します。ぜひお越しください！

ピンクリボンイベント

①文京区共催イベント
日時：10 月 2日（月）10時から 14時まで
場所：文京シビックセンター地下 2階区民ひろば
　　　（文京区春日 1-16-21）

②府中市共催イベント
日時：10 月 10日（火）10時 30分から 12時まで
場所：府中市市民活動センター「プラッツ」
　　　第 2会議室 /第 3会議室
　　　（府中市宮町 1-100）

《内容》
・専門医による講演会
・乳がん検診に係るトークショー
　（医師、乳がん経験者）
・ブース出展
・乳がん触診モデル体験　等

　都内公衆浴場にて、乳がんや乳がん自己
触診の方法についてお伝えするミニ講義
を開催します。
①日時：10 月 19日（木）
　場所：ふくの湯
　　　　（文京区千駄木 5-41-5）
②日時：10 月 29日（日）
　場所：立川湯屋敷　梅の湯
　　　　（立川市高松町 3-13-2）
③日時：11 月 5日（日）
　場所：万年湯
　　　　（新宿区大久保 1-15-17）

ピンクリボンの湯

　乳がんになる人は、30歳代から増え、50歳代まで
の働き盛りの世代に多く、この年代の女性のがん死
亡原因のトップとなっています。
　乳がんは、早期発見・早期治療により、90%以上
の人が治るといわれています。40 歳になったら 2 年
に 1度、定期的に乳がん検診を受けるとともに、毎月
1回の自己触診の習慣をつけましょう。
　乳がん検診は、お住まいの区市町村の住民検診や、
職場の検診、人間ドックなどで受けられます。
　乳がん検診や東京都の取組についての詳細は、「受
けよう！がん検診」でご検索ください。 

40歳になったら、2年に1回、乳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 03-5320-4363 03-5388-1427

　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/gan/



９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、以下のとおり、様々な取組を行って
います。本キャンペーンについては、福祉保健局　　をご覧ください。

福祉保健 9月号 3
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03-5388-1427問 福祉保健局保健政策部保健政策課　  03-5320-4310

　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/torikumi/campain/campain_2909.html

●特別電話相談

●こころといのちの講演会「若者の自殺予防を考える」

●東京都こころといのちのほっとナビ～ここナビ～

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。

日　時：9 月 30日（土）14時から 17時まで
会　場：問会　場：問 東京福祉大学　池袋キャンパス 9号館（地下 1階）
内　容：第一部　◆講演「生きていく力とは？－若者の居場所、生きがい－」
　　　　　　　　　鈴木　康明　氏（東京福祉大学心理学部長　教授）
　　　　　　　　◆区市町村の取組事例紹介「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト事業
　　　　　　　　　豊島区
　　　　第二部　大学生によるパネルディスカッション
定　員：約 150名（先着順）
申　込：9月 22日（金）締切り　申込方法は福祉保健局　　をご覧ください。　申込方法は福祉保健局　　をご覧ください。　申込方法は福祉保健局　　をご覧ください。
企　画・運営協力：東京福祉大学・大学院、東京福祉大学心理学部鈴木康明研究室
　  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji　  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji　  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji1/kouenkai.html

　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「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。
　  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kokonavi/　  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kokonavi/　  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kokonavi/
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ピンクリボン in 東京2017を開催します！

ピンクリボンイベント ピンクリボンの湯

40歳になったら、2年に1回、乳がん検診を受けましょう！
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　大腸がん検診は４０歳以上が対象です。
　早期のがんでは自覚症状がないため、４０歳になっ
たらがん検診を毎年受けることが大切です。また、
便を採取するだけの便潜血検査（便中の微量の血液
を調べる検査）なので、大変簡単で、体への負担も
ありません。

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

～晩秋の東京を歩いて楽しく知ろう　大腸がん検診の大切さ～

参加者
募集！
参加者
募集！

■開催日時：12 月 3日（日）　※12㎞コースは 10時、6㎞コースは 11時スタートです。
■集　　合：板橋区立小豆沢野球場
■ゲ ス ト：荻原次晴さん（スポーツキャスター）、
　　　　　　勅使川原郁恵さん（元ショートトラックスピードスケート日本代表）
■コ ー ス：12 ㎞（板橋区立小豆沢野球場→赤羽自然観察公園、
　　　　　　旧中山道仲宿他→板橋区立小豆沢体育館）
　　　　　　6㎞（板橋区立小豆沢野球場→赤羽自然観察公園、
　　　　　　国立スポーツ科学センター他→板橋区立小豆沢体育館）
■参 加 費：500 円（小学生以下は無料）
■募　　集：2,000 人（先着順）　　
■そ の 他： ①医師とゲストによるトークショー
　　　　　　②無料大腸がん検診（ウオーキング参加者で希望する 40歳以上の方）
　　　　　　③参加特典あり
　　　　　　④プレイベントを実施（詳細はWebへ）
■申込方法： ①申込専用　    0570-550-846（平日 10時から 17時 30分まで）（スポーツエントリー内）
　　　　　　②Web    　　http://www.tokyo-kenkowalk.jp/
■問合せ先：Tokyo 健康ウオーク 2017事務局（スポーツエントリー内）
                        0120-711-951（平日 10時から 17時 30分まで）

ご存知ですか？　いま、大腸がんの死亡数が増え続けています。

だからこそ、年に１度の
大腸がん検診を受けましょう。

大腸がんは、
男性のがん死亡原因第３位、
女性のがん死亡原因第１位です。

男性のがん
死亡原因

第３位

女性のがん
死亡原因

第1位
自覚症状が
なくても

40歳を過ぎたら
年１度の検診を！

早期発見・
早期治療すれば

95％以上
が完治します。

荻原次晴さん 勅使川原郁恵さん

①申込専用　    0570-550-846（平日 10時から 17時 30分まで）（スポーツエントリー内）

                        0120-711-951（平日 10時から 17時 30分まで）

東京都シルバーパス更新手続きはお済みですか？

東京都福祉保健基礎調査
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～晩秋の東京を歩いて楽しく知ろう　大腸がん検診の大切さ～

参加者
募集！
参加者
募集！

ご存知ですか？　いま、大腸がんの死亡数が増え続けています。

だからこそ、年に１度の
大腸がん検診を受けましょう。

大腸がんは、
男性のがん死亡原因第３位、
女性のがん死亡原因第１位です。

男性のがん
死亡原因

第３位

女性のがん
死亡原因

第1位
自覚症状が
なくても

40歳を過ぎたら
年１度の検診を！

早期発見・
早期治療すれば

95％以上
が完治します。

東京都シルバーパス更新手続きはお済みですか？

東京都福祉保健基礎調査

　平成 29年 9月 30日が有効期限のピンク色のシルバーパスをお持ちの方で、更新を希望される方は、9月中に手　平成 29年 9月 30日が有効期限のピンク色のシルバーパスをお持ちの方で、更新を希望される方は、9月中に手
続きを行ってください。8月下旬に東京バス協会から届いた「更新手続きのご案内」を確認し、必要書類をご用意の
上、更新会場にお出掛けください。

○対象者・費用

○必要書類
■全員（次の全て）
　シルバーパス更新申込書、現在ご使用中のシルバーパス、本人確認書類（保険証又は運転免許証等）
■②及び③のⒶ方（次のいずれか 1つ）
　ア「29年度介護保険料納入（決定）通知書」の所得段階区分が「1」から「6」のいずれかのもの
　※1　品川区、目黒区、世田谷区、武蔵野市、福生市、あきる野市は「7」まで、八丈町は「9」まで
※2　「7」段階（品川区、世田谷区は「8」）の方でも合計所得金額が 125 万円以下の可能性があります。合計所得
　　　金額欄において 125 万円以下であることを確認するか、合計所得金額欄の記載がない下記の区市町村
　　　については住民税課税証明書（原則有料）でご確認ください。
　　　文京区、品川区、足立区、江戸川区、三鷹市、稲城市、西東京市、瑞穂町、檜原村、島しょ（八丈町を除く。）
　イ「29年度住民税課税／非課税証明書」
　ウ「生活保護受給証明書（生活扶助）」
■③のⒷの方
　「更新申込書」が所得確認書類も兼ねているため、所得確認書類は不要

　東京都では、子供・子育て支援施策推進のための基礎資料を得るため、調査を行います。住民基本台帳から無作為　東京都では、子供・子育て支援施策推進のための基礎資料を得るため、調査を行います。住民基本台帳から無作為
に抽出した 6,000 世帯のご自宅に調査員がお伺いしますので、調査へのご協力をよろしくお願いいたします。
目　的　都内に居住する子供を養育している世帯の生活実態や子育ての状況などを把握することにより、子供・子
　　　　育て支援施策推進のための基礎資料を得るため 
対　象　①　都内に居住する小学生までの子供を養育する 4,800 世帯
　　　　②　都内に居住する 20歳未満の子供を養育するひとり親 1,200 世帯
　　　　③　上記①、②の世帯の子供の養育者 10,800 人
期　間　10月 11日（水）から 11月 10日（金）まで 
内　容　世帯の状況、育児休業制度、子育てに関して感じること、地域における子育て、　
　　　　家族のコミュニケーション、夫婦の家事・育児分担　など

福祉保健 9月号 5

問 福祉保健局総務部総務課 03-5320-4011　 03-5388-1400

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課 03-5320-4177　 03-5388-1395

問（一社）東京バス協会・シルバーパス専用電話
03-6757-0077（10月11日（水）まで開設）　
03-5308-6950（土・日・祝日除く、9時から17時まで）

① 29年度住民税課税者 20,510 円
② 29年度住民税非課税者 1,000 円
③ 29年度経過措置対象者
Ⓐ 29 年度住民税課税で、28年の合計所得金額※が 125 万円以下の方
※　今年度から、不動産売却に係る特別控除額 (28 年分 )を控除します。
Ⓑ 28 年度経過措置のうち、平成 17 年度の住民税が非課税であったことにより 1,000 円
でパスの発行を受けた方

1,000 円

対 象 者 費 用
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「福祉業界　合同採用試験」を開催します

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 35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や資格取
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　10 月 9日（月・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（立川市曙町 2-14-16、立川駅北口から徒歩 2分）
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。）

問 東京都福祉人材センター
福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課

03-5211-2860
03-5320-4049

http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/goudousaiyou.html
03-5211-1494
03-5388-1403

問 東京都福祉人材センター多摩支所
福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課

042-595-8422　
03-5320-4049

042-595-8432
03-5388-1403

問 公益社団法人東京都眼科医会
福祉保健局保健政策部疾病対策課

03-3353-8383　　
03-5320-4506　 03-5388-1437

一度の試験に合格するだけで都内の複数の福祉事業所と面接ができる「福祉業界　合同採用試験」を開催します。
試験は、小論文と適性検査のみ。合格者は、給与や待遇面で一定の基準をクリアした高齢・障害・児童分野等の優良
事業所の面接を受けられます。採用後も法人の枠を超えた合同研修への参加や法人間での人事交流もできるなど、
一人一人の職業生活をしっかりサポートします。福祉業界への就職を希望している方は、ぜひご参加ください。

日　　時　10月 1日（日）9時 50 分開始
会　　場　ベルサール新宿セントラルパーク 1階
　　　　　新宿区西新宿 6-13-1　住友不動産新宿セントラルパークビル 1階
　　　　　JR 線、京王線、小田急線、丸の内線、新宿線、大江戸線「新宿駅」から徒歩 15分
　　　　　大江戸線「都庁前駅」から徒歩 4分、「西新宿五丁目駅」から徒歩 5分
内　　容　小論文、適性検査
受験申込期間　9月 19 日（火）まで
詳　　細　東京都福祉人材センター　　をご覧ください。

目の愛護デー事業「Tokyo Eye Festival 2017」
日　時　10月 7日（土）12時から 18時まで
　　　　10月 8日（日）11時から 17時まで
会　場　新宿駅西口広場イベントコーナー
内　容　目の障害に関するイベント（事前申込不要、入場無料）

＜主なコーナー＞
　○視野障害体験コーナー　
　　緑内障、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、網膜剥離などの視野障害を映像で体感。
　○眼科Ｑ＆Ａコーナー
　　眼に関する質問を眼科医師が受けます。
　○白内障コーナー
　　白内障を患ったらどうなるか、手術後の視力回復の模様を体感。
　　　　　　　　　※その他、眼の病気や眼鏡、コンタクトレンズに関するミニ講演、
　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。　　　　　　　　　　視能訓練士コーナーなどがあります。
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東京都障害者スポーツセンター

資　格　採用予定日現在、満 60歳未満で、看護師の免許を有し、看護師として 5年以上業務に従事した人で専
任教員として必要な研修・講習を修了した方（平成 30年 3月に修了見込の方を含む。）
※上記資格要件を満たしていない場合でも、大学・大学院において「教育に関する科目」を必要な単位
数取得している場合には、資格要件を満たす場合があります。詳細は、福祉保健局　   掲載の採用選
考案内をご覧ください。

人　員　若干名（予定）
勤務先　福祉保健局所管の都立看護専門学校
採用予定日　平成 30年 4月 1日（原則）
試験日　10月 29 日（日）
申　込　10月 18 日（水）まで（郵送は 10月 16 日（月）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。

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 福祉保健局総務部職員課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

※１　屋内外で楽しめるノルディックウォーキング。大空の下でロングウォーキングを楽しみましょう！
※２　初めて出場する方も安心して参加できるバドミントンの大会です。       
※３　初めて出場する方も安心して参加できるターゲットバードゴルフの大会です。
(※１～３　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　　にて掲載しております申込書にご記入の上、   、(※１～３　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　　にて掲載しております申込書にご記入の上、   、(※１～３　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　　にて掲載しております申込書にご記入の上、   、(※１～３　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　　にて掲載しております申込書にご記入の上、   、(※１～３　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　　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。)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。)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　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、ぜひご参加ください！　協力：ショートテニス同好会   
※５　ティーボールなど屋外で行う種目を用意しています。みなさんで一緒に楽しみましょう。　
※６　プールの中でウォーキングやレクリエーションを行います。ヌードルを使って、水の抵抗や浮力を感じてみましょう。   
            問      問 東京都障害者総合スポーツセンター      東京都障害者総合スポーツセンター

03-5320-4023　 03-5388-1400

問 総務局統計部社会統計課　 03-5388-2551

都立看護専門学校専任教員の募集

統計調査のご案内

問 檜原村役場総務課 042-598-1011 042-598-1009

資　格　保健師免許及び正看護師資格取得者で昭和 52年 4月 2日以降に生まれた方
人　員　若干名
採　用　平成 29年度　
試験日　後日申込者に通知

檜原村職員（保健師）募集

総務省統計局・東京都

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/
東京都の統計 検索

開催名 開催日・ 時間 対象者 申込

総　
合

ノルディックハイキング教室※ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月7日（火）　13時15分～15時45分1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月7日（火）　13時15分～15時45分1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※北区飛鳥山公園にて実施。雨天中止。1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※北区飛鳥山公園にて実施。雨天中止。1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害児者

必 要 ( 申込期間：
9/26 ～ 10/17)

第 28回はばたきバドミントン大会※ 2 11月12日（日）　
※首都大学東京荒川キャンパス体育館にて実施

必 要 ( 申込期間：
9/12 ～ 10/12)

第 16回はばたきターゲットバードゴルフ大会※3　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　10月8日（日）　13時～15時3　　　　　　　　　　　　　　　10月8日（日）　13時～15時3　　　　　　　　　　　　　　　 必 要 ( 申込期間：
9/18 ～ 10/17)

多　
摩

チャレンジスポーツ（ショートテニス）※ 4 10月8日（日）　13時～15時
障害児者・介護者

不要屋外レクリエーション※ 5 10月14日（土）　13時～15時

水中運動※ 6 10月15日（日）　12時～13時 障害者・介護者
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不妊検査等に係る助成事業を開始します！
　東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な不妊治療を開始することができるよう、
不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療に対する費用の助成を開始します。
助成の内容
　保険医療機関にて行った「不妊検査」及び「一般不妊治療」に要した費用について、5万円を上限に助成します。
　※助成回数は夫婦 1組につき、1回に限ります。
対象者（次の全てに該当する方で、原則として平成 29年 4月 1日以降に不妊検査を受診した方）
　1　検査開始日において法律上の婚姻関係にある夫婦であること
　2　検査開始日における妻の年齢が 35歳未満の夫婦であること
　3　検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
　4　保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること
助成対象期間　検査開始日から 1年間
助成開始適用年月日　平成 29年 4月 1日
申請方法　必要書類（①申請書、②医療機関が作成する証明書、③戸籍謄本、④住民票の写し）をそろえて、郵送で
　　　　　申請してください。
申込先　〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1　福祉保健局少子社会対策部家庭支援課不妊検査担当
受付開始年月日　10 月 2日（月）から
申請期限　　原則として検査開始日から 1年以内
平成 29年度における特例　平成 28年 4月 2日以降に不妊検査を開始した方についても特例があります。

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります
　共同募金は、地域に根ざした在宅福祉サービスの充実やボランティア活動支援な
ど、地域の様々な福祉活動のほかに、災害支援にも役立てられています。
　今年も皆様のご協力をお願いします。

問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/index.html

 03-5320-4366 03-5388-1406

問 社会福祉法人東京都共同募金会
福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課

 http://www.tokyo-akaihane.or.jp/
03-5292-3182
03-5320-4045

03-5292-3189
03-5388-1403

第 1回東京都食品安全審議会
東京都がん対策推進協議会　第 2回がん医療検討部会
食の安全調査隊　第 4 回「家庭でできる食中毒予防
のポイント②」
第八期東京都障害者施策推進協議会　第 2回専門部会
東京都がん対策推進協議会　第 2回相談・情報検討部会
東京都子供・子育て会議　第 9 回全体会議、第 13
回計画策定・推進部会（合同会議）
第 5回東京都保健医療計画推進協議会改定部会
東京都認知症対策推進会議　認知症医療部会（第 14回）
東京都戦没者追悼式
夏休み動物セミナー「夏休みこども見学会」
東京都がん対策推進協議会　第 2回緩和ケア検討部会
第 6回東京都保健医療計画推進協議会改定部会
夏休み動物セミナー「犬とともだちになろう！」

保育士就職支援セミナー（～ 20日）
第 1回食の安全都民講座
第 2回子育て協動セミナー
第 5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
第 1回東京都リハビリテーション協議会
「東京子育て応援事業」事業者募集（第 2回）
公募説明会及び助成団体成果報告会
第 7回東京都保健医療計画推進協議会改定部会
第 26回東京都認知症対策推進会議
第 1 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」
第 1回東京都地域医療構想調整部会
第 8回東京都保健医療計画推進協議会改定部会

4日
7日
8日

9日

10日

15日
18日

19日

21日

24日
27日

29日
30日

31日


