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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

福祉保健

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。

今
月
の
主
な
内
容

「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。
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問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4361　FAX 03-5320-1427
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

　本条例の目的は、屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実現するため、
「人」に着目した都独自の新しいルールを構築していくことです。
◆子供を守る取組
　敷地内禁煙（屋外に喫煙場所設置可）
　学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機　等
　�ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等については、屋外喫煙場所の設置を不可とします。
　この他、以下の取組を実施します。
　◦児童・生徒への禁煙教育（喫煙・受動喫煙の健康影響に関する教育）を徹底します。
　◦ホテル・飲食店などの喫煙可能な場所（喫煙室など）への子供の立ち入りを禁止します。
◆従業員を守る取組
　原則屋内禁煙（禁煙又は喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室設置）

◦施行時期
　�　都・都民・保護者の責務等については、条例公布の日から6か月以内の規則で定める日、病院・行政機関な
どの敷地内禁煙及び、喫煙の可否を示す店頭標示ステッカーの掲示の義務化については、2019年9月までの間
において規則で定める日、全面施行については、2020年4月を予定しています。

➡

多数の者が利用する施設等
　�老人福祉施設・運動施設・ホテル・事務所・船舶・
鉄道・従業員がいる飲食店は原則屋内禁煙とします。

従業員がいない飲食店は、事業者が屋内の全部また
は一部を喫煙をすることができる場所として定める
ことができます。

★詳細については、 HP �をご覧ください。
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夏の献⾎キャンペーン「愛の⾎液助け合い運動」特 集

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

〜救いたい あなたの未来 私から〜
献血への継続的なご理解・ご協力をお願いします

　7月を「愛の血液助け合い運動」実施月間とし、都民の皆様に向けて献血へのご
協力をお願いしています。
　血液は人工的に造ることが出来ず、長期間保存することも出来ないため、献血に
よって継続的に血液を確保する必要があります。ところが、献血者は年々減少傾向
にあり、特に若い世代の献血者が減ってきています。
　皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

　都内13か所の常設施設の献血ルームと、不定
期に稼働している献血バスで受け付けています。
　都内の献血ルーム受付時間及び献血バス運行
情報については、東京都赤十字血液センターの
ホームページをご覧ください。
東京都赤十字血液センター 
HP https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/

　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
血液を輸血したほうが、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
わかっています。そのため、400mL献血や成分献血へのご協力をお願いしています。

◆献血の前に◆
　献血される方、輸血を受ける方の安全のため、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の
注意点もあります。詳しくは東京都赤十字血液セン
ターホームページをご覧ください。
《注意：HIV検査を目的とした献血はできません》

どこで献血できるの？

献血には、どんな種類があるの？

輸血時の安全性を高める400mL・成分献血にご協力を！

　献血には下記の種類があり、種類によって採血量が異なります。
　また、献血して頂ける方と輸血を受ける方の健康を守るため、様々な基準や制限が設けられています。
≪400mL・200mL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。
　採血にかかる時間は400mL・200mL献血は10 ～ 15分程度、成分献血は45 ～ 90分程度です。
　献血後は、休憩場所で十分に水分を取り、しばらく休憩をしていただきます。
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　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型肝炎ウイルス及び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。

　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。夏休みの機会
を活用し、積極的な応募をお待ちしています！
１ 募集テーマ 　「未成年者の喫煙防止」をテーマとし、以下の（１）から（４）までを題材にしてください。
　（１）未成年者がたばこを吸わない決意
　（２）�未成年者の友達がたばこを吸わないよう

呼びかける内容
　（３）�未成年者が喫煙を誘われても断る勇気を

もつ大切さ
　（４）受動喫煙の健康への影響を周知する内容
２ 応募資格 　�都内在住または在学の小学４年生

から高校３年生までの児童・生徒
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
４ 応募方法 　�作品裏面に氏名（ふりがな）、住所、

電話番号、学校名及び学年を記入
して、折り曲げずに下記まで郵送
してください。

　　　　　　　 〒157-0076　世田谷区岡本三丁目37番６号
　　　　　　　 株式会社スチュワード内　「ポスター担当」　　※持参はご遠慮願います。
５ 締　　切 　平成30年９月12日（水）当日消印有効
■�その他詳細な応募方法等は福祉保健局 HP「とうきょう健康ステーション」をご覧ください。

●ウイルス性肝炎とは？
　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わかりません。
　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。

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

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4361　FAX 03-5388-1427
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html

肝炎ウイルス検診を受けましょう

未成年者喫煙防止ポスターコンクールの作品を募集します

〜 7月28日は「日本肝炎デー」、7月23日〜 7月29日は「肝臓週間」〜

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」

検 索肝炎ウイルス検診を受けましょう

昨年度最優秀作品

小学生の部 中学生の部 高校生の部
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　困っている人を見かけたら声をかける、年齢や
障害などに応じた支援をするなど、「心のバリアフ
リー」の気持ちをもって行動することが大切です。
　さまざまな人が一緒に暮らしていることに気づい
て行動することで、だれもが暮らしやすい社会の実
現することができます。
　「心のバリアフリー」を広めるためのポスターを
お待ちしています。

　平成30年7月から「視覚障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
　なお、既に手帳をお持ちの方は認定を受け直す必要はありません。

問 福祉保健局生活福祉部計画課　TEL 03-5320-4047　FAX 03-5388-1403
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/machizukuri/kokoro_poster.html

『心のバリアフリー』普及啓発ポスターコンクールの作品を募集します

７月から「視覚障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わりました

問 心身障害者福祉センター障害認定課　TEL 03-3235-2963　FAX 03-3235-2959
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/
　　sintaisyougaininteikijyun.html

平成30年６月まで 平成30年７月から

視力障害 両眼の視力の和で認定 良い方の眼の視力で認定

視野障害

ゴールドマン型視野計による
認定基準のみ

ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、
現在、普及している自動視野計でも認定可能に
（認定基準を明確化）　

２級～４級については、
視能率による損失率によって認定

・視能率、損失率という用語を廃止
・�視野角度、視認点数を用いたより明確な基準に
より認定

※新たな認定基準の対象は、平成30年７月１日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請からと
なります。ただし、平成30年６月末までに作成された診断書・意見書については、平成31年６月末まで
に申請すれば従来の基準で認定されます。
　詳細は HP をご参照ください。

１ 募集テーマ 　『気づき』がまちを変えていく
　　　　　　　　�～心のバリアフリーがあふれる東京～
　　　　　　　　テーマに沿った「作品」とともに、「標語」を入れてください。
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 　B3判程度の用紙を原則として縦に使用してください。彩色・画材は自由です。
４ 応 募 方 法 　�作品の裏に氏名（ふりがな）・学年・学校名・学校の住所・電話番号・担当教諭名を記入して、

折り曲げずに以下まで送付してください。
　　　　　　　　〒163-8001　新宿区西新宿2-8-1
　　　　　　　　東京都福祉保健局生活福祉部計画課「福祉のまちづくり担当」宛て
５ 締　　　切 　８月27日（月）から９月10日（月）まで（必着）

練馬区立八坂小学校（６年）
工藤　千佳 さん

平成29年度 最優秀賞（小学生の部）

大田区立石川台中学校（１年）
矢田　莉子 さん

平成29年度 最優秀賞（中学生の部）



福祉保健 7 月号 5

　6月24日（日）、歌舞伎町シネシティ広場にて「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、ものまね芸人ホリさんによるステージ
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、
薬物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。
　会場となった歌舞伎
町シネシティ広場は、
都内有数の繁華街であ
る新宿区歌舞伎町にあ
り、行き交う多くの都
民に対して、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。

問 福祉保健局健康安全部薬務課　TEL 03-5320-4504　FAX 03-5388-1434

「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催しました

　東京都では、全ての女性が意欲と能力に応じて多様な生き方が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。
　平成30年度は、以下のとおり、同賞の候補者を募集しますので、奮って御応募ください。
　受賞者の取組については、都のWebサイトや各種広報、新聞や就職情報サイト等のメディアにて広く
発信していきます。
対　　象　�①都内に本社又は主たる事業所を置き、女性の活躍推進について、顕著な功績を上げた団体等

（産業分野、医療・福祉分野、教育分野、地域分野）
　　　　　�②都内に居住又は在勤し、女性の活躍推進について、顕著な功績を上げた個人で、区市町村等

の推薦を受けた方
募集期間　平成30年8月31日（金）まで
詳　　細　応募要領を生活文化局� HP �よりご覧ください。
贈 呈 式　平成31年1月中旬（予定）

問 東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課　TEL 03-5388-3189　FAX 03-5388-1331
HP http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/danjo/jokatsu/taisho.html

平成30年度「東京都女性活躍推進大賞」候補者を募集します
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◦難病患者就労等サポート事業（難病患者交流イベント）
　東京都では、難病患者、家族等が集まり、カフェのような雰囲気で交流、情報交換及び相談をする
ことができる難病患者交流イベントを行っています。
日時　7月28日（土）午前10時から午後6時まで（入退出自由）

場所　豊島区東池袋1-6-4伊藤ビル　アットビジネスセンター池袋駅前別館　4階
対象　どなたでもお越しいただけます。
申込　申込不要、参加無料
問 福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4477　FAX 03-5388-1437
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/zaitakunanbyo/cafe.html

お知らせお知らせ

◦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？～
試 験 日　1次選考　9月2日（日）　2次選考　10月7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31年4月1日現在、20歳以上36歳未満の方。
採用予定日　平成31年4月1日（原則）
人　　員　17人
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、府中療育センター
申　　込　8月15日（水）まで（郵送は8月10日（金）消印有効）
　　　　　詳細は、以下のお問合せ先に連絡いただくか、福祉保健局� HP �をご覧ください。
問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/fukushiboshu.html

〈東京都福祉保健局福祉職（Ⅱ類）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、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29日（日）10時～ 15時（9時30分受付開始）
会場　東京都第一本庁舎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23日（月）までに�FAX 又は�Eメール�でお申し込みください。
　　　詳細は、以下のお問合せ先に連絡いただくか、福祉保健局� HP �をご覧ください。
問 東京都福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400

Eメール S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/fukushisetsumeikai.html

◦東京都職員Ⅰ類B「保健師」の募集
試験日　1次試験　9月9日（日）　2次試験　10月13日（土）・14日（日）
資　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和54年4月2日～平成9年4月1日生まれの方
採用予定日　平成31年4月1日（原則）
人　員　6人
勤務先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申　込　8月24日（金）まで（郵送は8月22日（水）消印有効）
　　　　詳細は、以下のお問い合せ先に御連絡いただくか、福祉保健局� HP �を御覧ください。
問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400

Eメール S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

〈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、お気軽に御参加ください。
日時　7月28日（土）13時～ 17時（12時30分受付開始）
会場　東京都庁第一本庁舎５階大会議場
内容　東京都保健師の業務紹介、先輩保健師からのメッセージ、個別相談会等
申込　7月25日（水）までに�FAX 又は�Eメール�で事前にお申し込みください。
　　　詳細は、以下のお問合せ先に御連絡いただくか、福祉保健局� HP �を御覧ください。
問 東京都福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400

Eメール S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/index.html
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◦専門点訳奉仕員養成講習会（英語・コンピューター・触図）
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、受講後都内で活動で

きる方
講習期間　平成30年10月3日から平成31年3月7日まで（各10回）　
講習内容　①英語コース（水曜日9時半～ 11時半）②コンピューターコース（水曜日10時～ 12時）
　　　　　③触図コース（月曜日14時～ 16時）　
定　　員　各10人　課題提出試験及び選考試験有　
申　　込　�9月7日（当日必着）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）へお申込みください。
　　　　　�申込書及び課題は、8月1日（水）から8月31日（金）（当日必着）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
に郵送又は来館により請求してください。

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
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/koza/tenyaku.html

◦�老年学・老年医学公開講座「ご存知ですか？『健康長寿新ガイドライン』
ポイントを押さえて！あなたも健康長寿」

日時　9月6日（木）13時15分
会場　文京シビックホール
講師　横山友里（よこやまゆり）（東京都健康長寿医療センター研究所研究員）ほか
申込　当日先着1,800人。事前申込は不要。
問 東京都健康長寿医療センター広報普及係　TEL 03-3964-1141
HP http://www.tmghig.jp/research/lecture/gerontology/

◦音声コードで水道ご使用量などをお知らせします
　東京都水道局では、給水契約者で希望する方に、水道ご使用量等のお知らせやご請求書の内容につ
いて、音声コード付き文書でご案内するサービスを行っています。
　希望する方は、以下のお問合せ先までご連絡ください。
　受付時間は、日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後8時までです。
　なお、武蔵野市、昭島市、羽村市及び檜原村は、都営水道区域外のため対象とはなりません。
　また、お知り合いで希望する方に、この案内をお伝えいただくよう、ご協力をお願いします。
問 ◦23区で水道をご使用の方　水道局お客さまセンター　TEL 03-5326-1101
　　◦多摩地区で都営水道をご使用の方　
　　　水道局多摩お客さまセンター　TEL 0570-091-101（ナビダイヤル）又は�TEL 042-548-5110

◦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

はじめよう！バドミントン入門
※1

8月17日（金）　9月21日（金）　10月19日（金）11月
16日（金）　12月21日（金）18時30分～20時30分 障害児者 必要

（申込期間：7/6 ～ 7/27）

スポーツ栄養学　※2 9月9日（日）　平成31年2月22日（金）19
時～ 20時30分

障害児者
介護者または指導者

必要
（申込期間：7/29 ～ 8/19）

親子で楽しむ重度ジュニア体操
※3

9月9日（日）　10月28日（日）　11月4日（日）12
月2日（日）　平成31年1月13日（日）13時～15時

身体障害児（3歳以上小学生以下）
（四肢・体幹障害）介護者

必要
（申込期間：7/29～ 8/19）

多
　
摩

ノルディックウォーキング　※4 7月30日（月）12時～ 13時 障害児者
不要リフレッシュ健康体操　※5 8月2日（木）13時～ 14時 障害児者・介護者インドアペタンク　※6 8月14日（火）13時～ 14時30分

※1　バドミントンの基本を知りたい方あつまれ！まずはラケットに当てることから始めて、ラリーができるまでを目指します！
※2　スポーツを行うに必要な栄養学について学ぶことができます。栄養学の観点からパフォーマンスの向上を目指しませんか？
※3　リズムに合わせた体操や、ボールや遊具を使用して親子で楽しく身体を動かしましょう！
　　���（※1～ 3　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付または� HP  にて掲載しております申込書にご記入

の上、FAX  、郵送また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または� HP  にてご確認ください。）
※4　人気上昇中のスポーツです。全身を大きく動かして、運動量のアップやバランス感覚の強化を目指しましょう！
※5　自宅でも簡単にできる体操をご紹介します。健康づくりにお役立てください！
※6　砂入りのゴム製ボールを使用した老若男女が楽しめるスポーツです。
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://tsad-portal.com
　　東京都多摩障害者スポーツセンター
　　　TEL 042-440-2238　FAX 042-485-8544　 HP http://tsad-portal.com
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  8日   都医学研都民講座（第2回）「糖尿病による足のトラブル

とフットケア　足は健康の源」

13日   ハンセン病普及啓発行事　映画「ふたたび～ swing me 

again ～」上映会

16、19日　 平成30年度「子供が輝く東京・応援事業」（旧東京

子育て応援事業）公募説明会

20日   健康安全研究センター　環境保健衛生講習会　「感染症を

媒介する蚊対策講習会」

24日 「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い

26日 第11期第3回東京都福祉のまちづくり推進協議会

27日 東京都福祉人材対策推進機構　第3回運営協議会

28日 第2回 民生委員・児童委員活動に関する検討委員会

６
月
の
動
き

虐待かなと思ったら、児童相談所または「１８９」児童相談所全国共通ダイヤルへ
　もし、皆さんの周りで「虐待かな？」と思うケースがあったら、「よその家庭のことだから…」などと思
わず、まずは児童相談所や１８９へ連絡してください
　あなたの一声が子供と親を救うきっかけになるかもしれません

問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4090　FAX 03-5388-1406
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/list.html

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

あなたの周りに、こんな子供はいませんか？
虐待を受けている子供や虐待をしている保護者には、つぎのような特徴が見られます。
一つだけでなく、複数の項目に該当したり、頻繁に見られる場合には虐待が疑われます。
□いつも子供の泣き叫ぶ声が聞こえる □理由もなく、保育園や学校を休みがちである
□家に帰りたがらない □不自然な外傷が見られる
□落ち着きがなく情緒不安定である □衣服や身体が極端に汚れている
□おどおどした態度で大人を避けようとする □表情が乏しく元気がない

◦身体的虐待　殴る・蹴る・投げ落とす・激しく揺さぶる・やけどを負わせる　など
◦性 的 虐 待　子供への性的行為・性的行為を見せる
　�　　　　　　性器を触る又は触らせる・ポルノグラフィの被写体にする　など
◦ネグレクト（養育の放棄又は怠慢）
　�　　　　　　家に閉じ込める・食事を与えない・ひどく不潔にする
　　　　　　　�自動車の中に放置する・重い病気になっても病院に連れて行かない　など
◦心理的虐待　�言葉による脅し・無視・きょうだい間での差別的扱い
　�　　　　　　子供の目の前で家族に対して暴力をふるう（面前DV）　など

児童虐待とは

虐待に気づいたり、子育てに悩んだりした時は…

１
いち

 ８
はや

 ９
く ＊連絡は匿名で結構です

＊秘密は守ります
＊子供の安全を第一に考えます

※�東京都児童相談センター・児童相談所の連絡先は、福祉保健局� HP �を参照ください。

児童相談所
全 国 共 通
ダ イ ヤ ル
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