
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
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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

 　

3
平成30年3月

2018

　３月２日（金）、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 2 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」
「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

「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

福祉保健福祉保健福祉保健福祉保健

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　　　03-5320-4363　　 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について】
福祉保健局医療政策部医療政策課　　　03-5320-4389　　 03-5388-1436

【特集】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～…………………………………………………………2
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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

　がんに罹患した従業員が治療と仕事を両立できる優良な取
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、都内の事業者が両立支援の取組を積極的に行うことを
目指しています。

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：14社）

東京都職域連携がん対策支援事業
（表彰企業：8社）

優良賞 奨励賞
・アクサ生命保険株式会社
・株式会社アークテック
・東京トラック運送株式会社

・株式会社情報実業
・株式会社シンカーミクセル
・田島ルーフィング株式会社
・医療法人社団天宣会汐留健診クリニック
・株式会社ミノファーゲン製薬

優良賞 奨励賞
【大企業部門】
・伊藤忠商事株式会社
・大和証券株式会社
・テルモ株式会社
・医療法人社団同友会
・株式会社ベネッセコーポレーション
【中小企業部門】
・株式会社横引シャッター
・ライフネット生命保険株式会社
　

【大企業部門】
・アデコ株式会社
・伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
・ジブラルタ生命保険株式会社
・大日本住友製薬株式会社
・株式会社ツムラ
・株式会社ベルウェール渋谷
【中小企業部門】
・森平舞台機構株式会社



　東京都では、働きやすい職場づくりに取り組む「TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言事業所」の情報を公表し
ています。
　人材育成に力を入れる職場、頑張りに応じてキャリアアップできる職場、仕事と育児・介護の両立を応援する
職場など、あなたに合った働きやすい職場がきっと見つかるはず！
　就職活動中の学生の方をはじめ、求職中の方、福祉の仕事に興味のある方は、ぜひご活用ください。

◎求人票だけでは分からない「働きやすさ」に関する様々な情報を公表しています
　・仕事と育児・介護の両立や超過勤務縮減に向けた取組内容
　・平均有給休暇取得率、月平均の夜勤回数・時間外労働時間数
　・初任時の月次給与額（新卒、中途採用）、入職 3年目の年収
　・研修体系の整備状況とその内容
　・キャリアパスの概要と階層ごとの年収
　・職員からのメッセージ　等

◎公表先
　「ふくむすび」（東京都福祉人材情報バンクシステム）
で公表しています。
　　　https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.jp/

～あなたに合った職場がきっと見つかる～
TOKYO働きやすい福祉の職場宣言情報を公表しています！

　平成 29年度特定不妊治療費助成金は 3月 31日（土）（消印有効）が申請期限です。
　特定不妊治療費助成制度は、医療保険が適用されない特定不妊治療に要する費用の一部を助成する制度です。
特定不妊治療以外の方法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦で、前年の夫
婦合算の所得が 730万円未満の方が対象です。
　平成 29 年 12 月末日までに治療が終了した分は 4 月 1 日以降受理できませんので、該当の方は申請書類を至
急ご提出ください。
　ただし、平成30年1月から3月までに治療が終了したもので、3月31日までに申請書類が提出できない場合は、
4月 1日（日）から 6月 30日（土）（消印有効）までの期間に限って申請が可能です。
　また、例年期限近くに申請が集中しますので、申請書類の受理後、決定までに 3か月程度かかります。

特定不妊治療費助成金の申請期限について

福祉保健 3月号 3

☆「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業所」とは？
　働きやすい職場づくりに取り組むことを宣言する、高齢・児童・障害分野※の事業所です。働きやすさの
指標となる項目を明示した東京都独自の「働きやすい福祉の職場ガイドライン」を踏まえ、人材育成、キャ
リアアップ、ライフ・ワーク・バランス等、働く人にやさしい職場づくりに取り組んでいます。
※障害分野は平成 30年 8月以降に公表予定です。

問 公益財団法人東京都福祉保健財団　　　　　03-3344-8552　　 03-3344-8594
福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　　　03-5320-4049　　 03-5388-1403

問
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html
福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　　　03-5320-4362　　 03-5388-1406

特 集

2 福祉保健 3月号

　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 28年には 2,045 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、様々な取組を行っています。本キャンペーンの詳細は、福祉保健局　　をご覧ください。
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/torikumi/campain/campain_3003.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/

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～

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

●特別電話相談

●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～

TEL0570-087478
14 時から翌朝 5時 30分まで受付、年中無休
3月 26日（月）から 30日（金）までは、24時間受け付けます！
※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。
※そのほかの相談先は、福祉保健局　　をご覧ください。

　東京都では、自殺者数における若年層の割合が全国と比較して高いことから、若年層に対
する自殺防止対策を強化するため、３月 19日（月）から 31日（土）までの間、LINE を活用し
た自殺相談を行います。
　一人で悩まないで、あなたの声を LINE で聴かせてください。
　■実施日時：3月19日（月）から31日（土）17時から22時まで
　■LINE アカウント名：相談ほっと LINE＠東京
　詳細は、福祉保健局　　をご覧ください。
　　　           　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji1/linesoudan.html

●東京都でLINE相談を始めます！

イラスト：細川貂々



　東京都では、働きやすい職場づくりに取り組む「TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言事業所」の情報を公表し
ています。
　人材育成に力を入れる職場、頑張りに応じてキャリアアップできる職場、仕事と育児・介護の両立を応援する
職場など、あなたに合った働きやすい職場がきっと見つかるはず！
　就職活動中の学生の方をはじめ、求職中の方、福祉の仕事に興味のある方は、ぜひご活用ください。

◎求人票だけでは分からない「働きやすさ」に関する様々な情報を公表しています
　・仕事と育児・介護の両立や超過勤務縮減に向けた取組内容
　・平均有給休暇取得率、月平均の夜勤回数・時間外労働時間数
　・初任時の月次給与額（新卒、中途採用）、入職 3年目の年収
　・研修体系の整備状況とその内容
　・キャリアパスの概要と階層ごとの年収
　・職員からのメッセージ　等

◎公表先
　「ふくむすび」（東京都福祉人材情報バンクシステム）
で公表しています。
　　　https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.jp/

～あなたに合った職場がきっと見つかる～
TOKYO働きやすい福祉の職場宣言情報を公表しています！

　平成 29年度特定不妊治療費助成金は 3月 31日（土）（消印有効）が申請期限です。
　特定不妊治療費助成制度は、医療保険が適用されない特定不妊治療に要する費用の一部を助成する制度です。
特定不妊治療以外の方法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦で、前年の夫
婦合算の所得が 730万円未満の方が対象です。
　平成 29 年 12 月末日までに治療が終了した分は 4 月 1 日以降受理できませんので、該当の方は申請書類を至
急ご提出ください。
　ただし、平成30年1月から3月までに治療が終了したもので、3月31日までに申請書類が提出できない場合は、
4月 1日（日）から 6月 30日（土）（消印有効）までの期間に限って申請が可能です。
　また、例年期限近くに申請が集中しますので、申請書類の受理後、決定までに 3か月程度かかります。

特定不妊治療費助成金の申請期限について

福祉保健 3月号 3

☆「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業所」とは？
　働きやすい職場づくりに取り組むことを宣言する、高齢・児童・障害分野※の事業所です。働きやすさの
指標となる項目を明示した東京都独自の「働きやすい福祉の職場ガイドライン」を踏まえ、人材育成、キャ
リアアップ、ライフ・ワーク・バランス等、働く人にやさしい職場づくりに取り組んでいます。
※障害分野は平成 30年 8月以降に公表予定です。

問 公益財団法人東京都福祉保健財団　　　　　03-3344-8552　　 03-3344-8594
福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　　　03-5320-4049　　 03-5388-1403

問
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html
福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　　　03-5320-4362　　 03-5388-1406

特 集

2 福祉保健 3月号

　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 28年には 2,045 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、様々な取組を行っています。本キャンペーンの詳細は、福祉保健局　　をご覧ください。
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/torikumi/campain/campain_3003.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/

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～

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

●特別電話相談

●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～

TEL0570-087478
14 時から翌朝 5時 30分まで受付、年中無休
3月 26日（月）から 30日（金）までは、24時間受け付けます！
※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。
※そのほかの相談先は、福祉保健局　　をご覧ください。

　東京都では、自殺者数における若年層の割合が全国と比較して高いことから、若年層に対
する自殺防止対策を強化するため、３月 19日（月）から 31日（土）までの間、LINE を活用し
た自殺相談を行います。
　一人で悩まないで、あなたの声を LINE で聴かせてください。
　■実施日時：3月19日（月）から31日（土）17時から22時まで
　■LINE アカウント名：相談ほっと LINE＠東京
　詳細は、福祉保健局　　をご覧ください。
　　　           　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji1/linesoudan.html

●東京都でLINE相談を始めます！

イラスト：細川貂々



4 福祉保健 3月号

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　　　03-5320-4115　　 03-5388-1406

　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「子育て応援とうきょう
パスポート」。このたび、子育て中の外出に役立つアプリの配信
をスタートしました。ぜひご利用ください。

●子育て応援とうきょうパスポートアプリの概要
　粉ミルクのお湯の提供や商品の割引などのサービスを提供している、2,000 店を超える協賛店のほか、赤ちゃん・
ふらっと※事業登録施設や小児救急医療機関、自転車の一時駐輪場といった、子育て中の外出に役立つ様々な場所
を検索することができます。
※「赤ちゃん・ふらっと」は、赤ちゃんや幼児を連れたママやパパがおむつ替えや授乳などを行えるスペースの愛称です。

●子育て応援とうきょうパスポートとは
　

●ダウンロード方法
　お持ちのスマートフォン及びスマート
デ バ イ ス（AndroidOS:4.0 以 上、
iOS:8.0 以上）に、Google Play 及び
App Store からアプリを無料でダウン
ロードできます。
※本アプリのサービス内容はネット接続が必
　要となります。通信料は、利用者のご負担
　となります。
　　 https://kosodate.pass.metro.tokyo.jp/app.html

子育て応援とうきょうパスポートアプリの配信をスタートしました！

子育て中の外出などに役
立つ情報を検索できます。

地図機能を用いて現在地周辺
の協賛店などを検索できます。

デジタルパスポートの取
得・表示ができます。

　子育てを社会全体で応援するため、企業や店舗等が、中学生以下のお子様又は妊娠中の方がいる世帯に、商品
の割引や粉ミルクのお湯の提供などの様々なサービスを善意で提供する仕組みです。

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
の提供など、様々なサービスを提供します。
　ご利用の際、パスポートと併せて健康保険
証など、年齢確認書類の提示を求められるこ
とがあります。

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。協賛店として登録いただくことで、アプリや運営サイト
に子育てを応援するお店として掲載されます。
　子育てを応援したいとお考えの皆様、運営サイトからぜひご登録ください。
　　https://kosodate.pass.metro.tokyo.jp/

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
や商店などで使用できます。各店舗に貼って
ある協賛ステッカーが目印
です。
　各協賛店による実施サー
ビスや住所などは、アプリ
や運営サイトで検索するこ
とができます。

　
紙パスポート デジタルパスポート

協賛ステッカー

　
福祉保健 3月号 5

問 福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課　　　03-5320-4464　　 03-5388-1417　

　東京都及び都内の各区市町村では、子供の年齢や困りごとの内容に合わせて様々な子育て支援を行っています。
　このたび、東京都は、東京の子育てに関する情報について分かりやすくまとめた「とうきょう子育て応援ブック」
を作成しました。
◎とうきょう子育て応援ブックの概要
　６章構成（A5判・32ページ）で、子育ての“困った”をサポートする情報を掲載
しています。QRコードも掲載しており、地域の子育て支援の情報が検索できます。
　①子供の居場所を探したい（子育てひろば、学童クラブなど）
　②子育てをサポートしてほしい（一時預かり、ファミリー・サポート・センターなど）
　③子供の勉強をみてほしい（学習支援、地域未来塾など）
　④お金のサポートを受けたい（各種手当・貸付制度など）
　⑤仕事を探したい（ハローワーク・マザーズハローワーク、東京しごとセンターなど）
　⑥相談したい（子供家庭支援センターなど）
◎発行部数
　20万部
◎配布場所
　都内公立小学校に通う小学 1年生の保護者の方に学校を通じて配布しています。
　また、都内区市町村の子育て支援担当部署、都庁第一本庁舎及び第二本庁舎の 1・2 階案内コーナーなどでも配
布しています。福祉保健局　　からも閲覧できますので、ぜひご覧ください。

子育て情報を分かりやすく紹介！「とうきょう子育て応援ブック」を作成しました

　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います。
　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。
◎東京ゲートブリッジのライトアップ
　日時　4月 2日（月）日没から 24時まで
◎都庁第一本庁舎のライトアップ
　日時　4月 2日（月）から 8日（日）18時から 23時まで
世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（公式サイト）
　　http://www.worldautismawarenessday.jp/

　

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！

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　　　03-5320-4200        03-5388-1406
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/ouenbook.html

自閉症を知っていますか？
　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。

東京ゲートブリッジのライトアップの様子

都庁舎のライトアップの様子



4 福祉保健 3月号

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　　　03-5320-4115　　 03-5388-1406

　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「子育て応援とうきょう
パスポート」。このたび、子育て中の外出に役立つアプリの配信
をスタートしました。ぜひご利用ください。
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　粉ミルクのお湯の提供や商品の割引などのサービスを提供している、2,000 店を超える協賛店のほか、赤ちゃん・
ふらっと※事業登録施設や小児救急医療機関、自転車の一時駐輪場といった、子育て中の外出に役立つ様々な場所
を検索することができます。
※「赤ちゃん・ふらっと」は、赤ちゃんや幼児を連れたママやパパがおむつ替えや授乳などを行えるスペースの愛称です。

●子育て応援とうきょうパスポートとは
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iOS:8.0 以上）に、Google Play 及び
App Store からアプリを無料でダウン
ロードできます。
※本アプリのサービス内容はネット接続が必
　要となります。通信料は、利用者のご負担
　となります。
　　 https://kosodate.pass.metro.tokyo.jp/app.html

子育て応援とうきょうパスポートアプリの配信をスタートしました！
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　子育てを応援したいとお考えの皆様、運営サイトからぜひご登録ください。
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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
や商店などで使用できます。各店舗に貼って
ある協賛ステッカーが目印
です。
　各協賛店による実施サー
ビスや住所などは、アプリ
や運営サイトで検索するこ
とができます。
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　②子育てをサポートしてほしい（一時預かり、ファミリー・サポート・センターなど）
　③子供の勉強をみてほしい（学習支援、地域未来塾など）
　④お金のサポートを受けたい（各種手当・貸付制度など）
　⑤仕事を探したい（ハローワーク・マザーズハローワーク、東京しごとセンターなど）
　⑥相談したい（子供家庭支援センターなど）
◎発行部数
　20万部
◎配布場所
　都内公立小学校に通う小学 1年生の保護者の方に学校を通じて配布しています。
　また、都内区市町村の子育て支援担当部署、都庁第一本庁舎及び第二本庁舎の 1・2 階案内コーナーなどでも配
布しています。福祉保健局　　からも閲覧できますので、ぜひご覧ください。

子育て情報を分かりやすく紹介！「とうきょう子育て応援ブック」を作成しました

　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います。
　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。
◎東京ゲートブリッジのライトアップ
　日時　4月 2日（月）日没から 24時まで
◎都庁第一本庁舎のライトアップ
　日時　4月 2日（月）から 8日（日）18時から 23時まで
世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（公式サイト）
　　http://www.worldautismawarenessday.jp/

　

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！
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http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/ouenbook.html

自閉症を知っていますか？
　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。

東京ゲートブリッジのライトアップの様子

都庁舎のライトアップの様子



■大賞　4団体・1個人
　三井住友海上火災保険㈱【産業】
　社会福祉法人竹清会【医療・福祉】
　東京女子医科大学【教育】
　NPO法人プラチナ美容塾【地域】
　市川順子　氏【個人】
■優秀賞　5団体・1個人
　アフラック【産業】、
　富士ゼロックス多摩㈱【産業】
　順天堂大学【教育】、東京大学【教育】
　NPO法人男女共同参画おおた【地域】
　山﨑恵　氏【個人】
■特別賞　1団体
　由井電気工業㈱【産業】

受賞者 取組概要

大賞　＜医療・福祉分野＞
社会福祉法人竹清会
※特別養護老人ホーム等の介護事業

　理事長を中心に定期的に「女子会」を開催し、女性職員の意見
や提案を経営に反映。個人の状況に合わせた配置転換や柔軟な勤
務条件で母子家庭などの就業を支援。職員の離職率も大幅に減少。

大賞　＜地域分野＞
特定非営利活動法人
プラチナ美容塾

　高齢者施設等でメークなどを行う美容ボランティア活動を通じ
女性活躍の場を提供。美容で健康寿命に貢献。シニア男性や学生
等を巻き込んだ多世代ボランティアへ拡大。明るい笑顔のシニア
を増やす。

優秀賞　＜個人部門＞

㈱Capybara 代表取締役

　自身の子育てと仕事の両立に悩んだ経験を基に、母親が子供と
一緒に過ごしながら仕事をできるよう、在宅でできる仕事を提供。
子供を預けて働くという選択肢だけでなく、多様な働き方を創出。

6 福祉保健 3月号

問 生活文化局都民生活部男女平等参画課　　　03-5388-3189　　　03-5388-1331

　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！

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　50名
募集期間　通年
応募方法　応募用入力フォーム（　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/shisaku/monitor/bosyuu.html）
　　　　　からお申込みください。
　　　　　（記入事項：氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、職業、「東京の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、継続意思を確認します。）
謝 礼 等　なし
結果通知　応募者ご本人にお知らせします。

インターネット福祉保健モニターを募集しています！

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

　東京都生活文化局では、全ての女性が意欲と能力に応じて多様な生き方を選択できる社会の実現に向け、女性
の活躍推進に取り組む企業や団体、個人を表彰しています。
　4 回目となる平成 29 年度は、産業分野、医療・福祉分野、教育分野、地域分野から 10 団体、個人部門から 2
名が選ばれ、小池百合子知事から賞状等を贈呈しました。
　受賞者の中から、高齢者福祉や子育てに関する取組をご紹介します。

平成29年度東京都女性活躍推進大賞受賞者が決定しました



■大賞　4団体・1個人
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募集人数　50名
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お知らせ

https://www.fukushi-forum.jp
東京都福祉人材センター   03-5211-2860　　　03-5211-1494
福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課 03-5320-4049　　　03-5388-1403

福祉の仕事　就職フォーラム
　福祉業界の 114 法人が出展する大規模合同就職説明会を開催します。
日時　4月 8日（日）12時 30 分から 16時 30 分まで
会場　東京国際フォーラム　展示ホール E-1
内容　各出展法人ブースでの事業説明、福祉業界セミナー、福祉の仕事相談コーナーなど
備考　事前申込み不要、入場無料、履歴書不要、服装自由
詳細　「福祉の仕事　就職フォーラム」特設サイトをご覧ください。

東京都多摩障害者スポーツセンター改修に伴う仮移転
　東京都多摩障害者スポーツセンターは、改修工事のため 3月 10 日（土）から全面休館となっています。工
事期間中は、仮移転先施設として味の素スタジアム内の体育施設で運営します（運営期間：4月 10 日（火）
から平成 31年 5月頃まで）。
　詳細については、当センターへお問合せいただくか、　　にてご確認ください。
①休館期間　3 月 10 日（土）から平成 31年 6月頃まで（予定）
②仮移転先施設
　場　　所　味の素スタジアム内の室内施設（調布市西町 376-3）
　最寄り駅　京王線飛田給駅
　運営開始　4月 10 日（火）から
　電話番号　　　042-440-2238（電話の開局は 3月 23 日（金）から）

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 52年 4月 2日以降に生まれた方
人　員　若干名
採　用　平成 29年度内
試験日　後日申込者に通知

認知症とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業報告会
認知症の人と家族が暮らせるまちをつくる
～「高島平こころとからだの健康調査」研究成果と今後の展望～

　平成 28・29 年度東京都委託事業「認知症とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業」では、認知
症になっても安心して暮らせるまちや地域のあり方を探るべく、板橋区高島平地区で地域住民、関係団体の
皆様の協力を得ながら調査と地域づくりを行ってきました。この報告会では、本事業のこれまでの成果と今
後の展開についてご報告します。
日時　3月 22 日（木）14時 30 分から 16時 30 分まで（14時開場）
会場　板橋区立文化会館　大ホール
定員　当日先着 1,200 名（申込み不要）
内容　認知症になっても安心して暮らせる社会に向けたモデル事業の成果報告など

問 　

東京都健康長寿医療センター　　　03-3964-3241（内線4222）　　 　問 　

檜原村役場総務課　　　042-598-1011　　　042-598-1009問 　

　

　

http://tsad-portal.com
東京都多摩障害者スポーツセンター　　　042-573-3811　　　042-574-8579問 　
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平成30年4月から、区市町村とともに、東京都も国民健康保険の保険者となります

問

　心身障害者福祉センター多摩支所は、改修工事のため、仮庁舎にて業務を実施しております。詳細は、当センター
のホームページ等をご確認ください。
所在地　〒190-0012　立川市曙町 3-7-10（都営曙町三丁目アパートの 1・2階）
交　通　JR 中央線・南武線ほか各線立川駅北口から徒歩約 15分
　　　　多摩モノレール立川北駅から徒歩約 15分
　　　　JR 南武線西国立駅から徒歩約 10分

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html
心身障害者福祉センター多摩支所　　　042-521-1100　　　042-522-2260

心身障害者福祉センター多摩支所が移転しました

▶東京都が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険の運営
に中心的な役割を担い、制度を安定化させます。
▶区市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料（税）率の決定、賦課・徴収、保健事
業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。

東京都と区市町村それぞれの役割

▶平成 31年 10 月の一斉更新から、新
しい被保険者証等には、都道府県名
が表記されます。
▶都内で転居した場合、高額療養費の
多数回該当が通算されます。
※各種申請・届出の窓口や保険料（税）
の納付先は、これまでどおり区市町
村となります。

被保険者に関する主な変更点

問 福祉保健局保健政策部国民健康保険課　　　03-5320-4164　　　03-5388-1409
　※各種申請・届出、保険料（税）の納付等については、お住まいの区市町村にお問合せください。

き
動
の
月
２

2 日
3日

5日

6日

8日
9日
10日
13日

14日

16日

若年性認知症企業向けセミナー
ハンセン病問題に関するシンポジウム～人権フォーラム
2018in 東京～
第 149回老年学・老年医学公開講座「がんになっても寿命を
まっとうできる時代がきた」
第 11回東京都子供・子育て会議
犬や猫の譲渡事業 PRイベント（～ 18日）
高齢者施設に関する施設整備費補助制度説明会（土地所有者向け）
東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡協議会
第 2回東京都へき地医療対策協議会
第 3回東京都医療審議会
飲食店向け「食物アレルギー対策講習会」
東京都母子保健運営協議会
保育士就職支援セミナー（～ 12日）
第 22回東京都障害者就労支援協議会
東京都児童福祉審議会　第 5回専門部会
第 2回東京DMAT運営協議会
東京都社会福祉事業団事例研究発表会（障害者（児）施設）
第 11期東京都福祉のまちづくり推進協議会　第 7回専門部会
第 15回東京都認知症対策推進会議　認知症医療部会
精神保健福祉相談事業講演会「精神疾患の早期発見・早期治療
と最新の治療」

18日

19日

20日
21日
22日

23日

24日

25日
27日

子供の心を考える都民フォーラム
人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「新規オストメ
イトの講修とグループ討議」
第 9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 2回東京都食品安全情報評価委員会
第 8回都医学研都民講座「肝臓病からの解放に向けて」
第 4回子育て協働セミナー
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」
第 5回東京都医療費適正化計画検討委員会
第 2回自殺総合対策東京会議
東京都社会福祉事業団事例研究発表会（児童養護施設）
第 22回東京都がん対策推進協議会
第 5回東京都高齢者保健福祉計画策定委員会
第 3回東京都感染症予防医療対策審議会
東京ホームタウンプロジェクト 2017年度総括イベント「東京ホー
ムタウン大学」
難病患者就労等サポート事業（難病患者交流イベント）
第 2回東京都自立支援協議会本会議

被保険者

東京都

区市町村

・保険証の発行
・保険料（税）率の決定

・医療費等の支払いに
　必要な費用を、全額
　交付

・申請、届出
・保険料（税）の納付

・保険料（税）等を元
　に、東京都が定めた　
　納付金を支払う


