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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。

➡

受動喫煙防止条例、はじまる！
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福祉保健Web版

　東京都では、東京2020大会に向け、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人
も吸わない人も快適に過ごせる街を実現するため、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。
　施行の第一段階として、本年1月1日に新しいルールをスタートさせましたので、ご協力をお願いします。

喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について理解を深め、他人に受動喫煙をさせない
よう努めましょう都民の皆さん

受動喫煙による子供の健康への悪影響を未然に防止するよう努めましょう保護者の方

「喫煙できる場所」で喫煙する際は、受動喫煙を生じさせることがないよう周りの状況
に配慮しましょう喫煙される方

施設内に喫煙場所を定める際は、受動喫煙をさせることがない場所とするよう配慮し
ましょう施設の管理者

主な施行内容

　シドニーオリンピック金メダリストの高橋尚子さん
を「健康ファースト大使」に任命しました！ 2020年
4月の条例全面施行まで、東京都の受動喫煙防止対策に
ご協力いただきます！
　また、公式シンボルマークを作成しました。受動喫
煙防止に関する取組に、幅広く展開していきます。 「健康ファースト大使」高橋尚子さん 受動喫煙防止対策推進シンボルマーク

受動喫煙防止対策　アンバサダー・公式シンボルマーク
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～都民の生命と健康を守り、地域での
　　自立を支える利用者本位の福祉を実現します～

　我が国は世界に例を見ない速さで少子高齢化が進んでおり、東京においても、「団塊の世代」が
後期高齢者となる2025年に人口は減少に転じると見込まれています。
　時代の転換点を迎える中、東京都では将来にわたって都民が住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができるよう、中長期的な視点に立って、大都市特有のニーズに即した福祉・保健・医療サー
ビスの充実を積極的に図っています。
　子供家庭分野では、社会全体で全ての子供の安心安全を守るため、児童相談体制を強化すると
ともに、「子供への虐待の防止等に関する条例（仮称）」の検討を進めています。また、妊娠期か
らの切れ目のない子育て支援、なかでも多様な保育サービスの整備を推進します。
　高齢者分野では、高齢者の住まいの確保や介護サービス基盤の整備、認知症対策、高齢者の社
会参加等に更に取り組んでいきます。
　障害者分野では、「障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」に基づき、障害及び
障害者への理解を深め、差別をなくす取組を進めるとともに、障害者の地域生活を支える基盤や
就労支援策の充実を図ります。
　生活福祉分野では、福祉人材の確保・育成、生活困窮者への総合的な支援体制の整備を進める
とともに、今年度中に「福祉のまちづくり推進計画」を改定し、東京2020大会とその先を見据え、
ユニバーサルデザインの理念に基づくまちづくりのため施策の充実を図っていきます。
　保健医療分野では、2020年４月の「受動喫煙防止条例」の全面施行に向け、屋内での受動喫煙
による健康影響を防止し、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街の実現を目指します。
　健康安全分野では、風しんや新型インフルエンザをはじめとする感染症対策、アレルギー疾患
対策、食品・医薬品の監視・検査体制の充実など、多様化する健康危機から都民を守る施策を進
めていきます。また、動物愛護については、東京2020大会までに「殺処分ゼロ」を目指し、終
生飼養の推進や保護動物の譲渡拡大などに取り組んでいきます。
　今後とも、誰もが地域で安心して暮らせる東京の実現を図るため、区市町
村はもとより関係団体、事業者などと緊密な連携を図りながら、福祉保健局
職員一丸となって、福祉・保健・医療サービスの一層の充実に全力を尽くし
てまいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年、明けましておめでとうございます。
年頭に当たり、ご挨拶申し上げます。

内藤 淳　福祉保健局長年頭あいさつ



福祉保健 1 月号 3

　東京都では、待機児童の早期解消を目指し、保育サービスの更なる拡充に向けて取り組んでいます。こ
れを実現するためには、一人でも多くの方に保育のお仕事に従事していただくことが必要です。
　そこで、保育士資格をお持ちで現在保育士として働いていない方に、再び保育士として働くことを具体
的にイメージしてもらえるよう、東京都のサポート制度などを分かりやすくまと
めたガイドブック「おかえり保育士」を作成しました。
　保育士への復職をお考えの皆様、ぜひご活用ください！

ガイドブックの概要
◦東京都のサポート制度の紹介
　�仕事のお悩み相談及び就職マッチングサポート
　復職時の経済的サポート、復職後のキャリア及び経済的サポート
◦復職した保育士本人へのインタビュー
　家族の声、保育園の声

過去参加者の声
◦実際に実技を体験する機会もあり役に立った
◦ほかの参加者と意見交換できて良かった
◦短期間だけど内容が濃くまとまっていた�等

問 福祉保健局少子社会対策部保育支援課　TEL 03-5320-4130　FAX 03-5388-1406
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/okaeri.html

問 東京都保育人材・保育所支援センター（事務局）
　　TEL 03-5211-2912（平日9時から17時まで）　FAX 03-5211-1494
　　福祉保健局少子社会対策部保育支援課
　　TEL 03-5320-4130　FAX 03-5388-1406
HP https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/hoikusisien.html

保育士の復職を応援するガイドブック「おかえり保育士」を作成！

「保育士就職支援セミナー」を開催します
　保育士資格をお持ちで勤務経験の少ない又は未経験の方、ブランクがあるけど復職したい方を対象に、
専門職としての知識・技術の回復を目指す「保育士就職支援セミナー」を開催しています。
　今の保育現場で役立つ実践的なプログラムを多数ご用意しています。今年度は、下記の2回が最後にな
りますので、奮ってご参加ください！
日　時 　①2月2日（土）9時20分�・�3日（日）９時
　　　　 ②2月9日（土）10時30分�・�10日（日）10時�・�11日（月・祝）10時
会　場 　①国立オリンピック記念青少年総合センター　
　　　　 ②すみだ産業会館
対　象 　保育士資格有資格者（平成30年度保育士試験合格者を含む。受講無料）
内　容 　�乳児保育、配慮が必要な子の保育、健康や安全管理、保育実技や遊びの

実習、保護者対応�等
　　　　 �内容は実施日によって異なります（変更の可能性あり）。また、希望者

は保育園での実習プログラムにも参加できます。
申込み 　�東京都保育人材・保育所支援センター� HP �から「参加申込書」をダウ

ンロードし、郵送又は�FAX によりお申し込みください。
その他 　託児サービスあり

東京都保育人材・
保育所支援センター

キャラクター　ホイクマン

たくさんの方の
ご参加をお待ち
しています！
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献血の前に…
　献血する方や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
方などには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、献
血直後のスポーツ・喫煙・飲酒を控えることなどの注意点もあります。詳細は、東京都赤十字血液セ
ンター HP  をご覧ください。
※HIV検査を目的とした献血は行えません。

　寒さが厳しくなるこれからの季節は、風邪やインフルエ
ンザの流行などにより献血者が減少しがちです。安全な血
液製剤を安定的に確保するため、１月１日から２月28日
までの期間、成人式を迎える「はたち」の若者を中心に広
く都民の皆さんに向けて「はたちの献血キャンペーン」を
行っています。
　血液には有効期間があり、長い間保存できず、人工的に造ることができません。輸血するためには、献
血に頼るしか方法がなく、皆さんの献血への協力が必要です。献血へのご理解とご協力をお願いします。

はたちの献血キャンペーン ～始めよう献血 君の勇気が命を救う～
献血への継続的なご理解・ご協力をお願いします！

　都内13か所の献血ルームと、不定期に稼働している献血バスで受け付けています。献血ルームの
受付時間及び献血バスの運行情報は、東京都赤十字血液センター HP  をご覧ください。

どこで献血できるの？

　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、献血する方と輸血を受ける
方の健康を守るため、様々な基準や制限を設けています。
●400mL・200mL献血（全血献血）
　血液中の全ての成分を献血する方法です。
●成分献血
　成分採血装置を使用して特定の成分（血小板や血しょう）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。献血者の身体への負担も軽く、多くの血小板や血しょうを献血
できる特長があります。
※ 採血にかかる時間は、全血献血は10 ～ 15分程度、成分献血は40 ～ 90分程度です。献血後は、

休憩場所で十分に水分を取り、しばらく休憩していただきます。

献血にはどんな種類があるの？

　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、輸血を受ける方の身体への負担が軽
いことが分かっています。

輸血時の安全性を高める400mL・成分献血にご協力を！

問 福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4506　FAX 03-5388-1437
HP https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/（東京都赤十字血液センター）
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を開催しました！

大腸がん検診のこと、知っていますか？

　10年前と比較して子宮頸がんと診断される20代女性が急増していますが、20歳から29歳までの女性の７割
が定期的に検診を受けていません。初期の子宮頸がんではほとんど自覚症状
がなく、自分で気付くことが困難です。しかし、検診で早期に発見できれば、
そのほとんどが治癒できることが分かっています。

　20代は、仕事を始めたり、家庭を持ったりするなど、様々なライフイベントがある
重要な時期です。一方で、漠然と“いつか”と思っている妊娠・出産は、年齢を重ねる
ほど難しく、男女ともに適した年齢があります。
　東京都では、普及啓発Webサイトで妊娠・出産に関する情報を分かりやすく解説し
ています。ぜひご覧いただき、正しい知識を持ち、これからのライフプランを自分らし
く考えていきましょう！

・大腸がんは、がんによる死亡原因の上位に位置するがんです（男性３位、女性１位（2016年））。
・大腸がんは、早期発見・早期治療により95％以上が治るといわれています。
・早期のがんでは自覚症状がないため、毎年検診を受診することが大切です。

　また、「子宮頸がん検診応援ガールズ」の谷まりあさん・西村歩乃果さん・武田あやなさんが出演する子宮頸が
ん検診啓発ムービーを公開しています。新成人の皆さんにビデオレターも届いていますので、ぜひご覧ください！

20代の皆さんへ ～健康や将来について考えましょう！～

子宮頸がん検診とは…
・医師による診察と細胞診を行い、15分程度で終わります。
・お住まいの区市町村、職場の検診、人間ドックなどで受けられます。

普及啓発Webサイトの内容
・カンタンジブン診断（自己チェック診断）、東京都の制度、相談窓口
・女性と男性の体の仕組み、年齢と妊娠・出産、不妊の原因 等

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

20歳になったら、２年に１回、子宮頸がん検診を受診しましょう！

今考えよう、妊娠・出産・将来のこと！

40歳になったら、１年に１回、大腸がん検診を！

・問診
・便

べん
潜
せん

血
けつ

検
けん

査
さ

（便に混じった血液を検出する検査）
※大腸がん検診の対象は40歳以上の方です。

検診の内容
・お住まいの区市町村での検診
・ 職場での検診
・人間ドック 等

検診が受けられる場所

問 【子宮頸がん検診について】福祉保健局保健政策部健康推進課
　   TEL 03-5320-4363　FAX 03-5388-1427　 HP https://www.daijina-watashini.com/
　　【妊娠・出産の知識啓発について】福祉保健局少子社会対策部家庭支援課
　   TEL 03-5320-4372　FAX 03-5388-1406　 HP http://www.fukuho-lifeplan.com/

　11月11日（日）、大腸がん検診の受診を広く呼びかける
ため、ウオーキングイベント「Tokyo健康ウオーク2018」
を開催しました。秋晴れの中、約1,800名の参加者が中野
四季の森公園を出発し、中野区をめぐるコースを、大腸が
んクイズラリーを楽しみながら歩きました。
　また、ウオーキングの後には、斎藤博医師とゲストの小塚
崇彦さん・上村愛子さんによるトークショーを行いました。
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◦「第30回腎臓病を考える都民の集い」を開催
日　　時　２月10日（日）13時から16時30分まで
会　　場　都議会議事堂１階　都民ホール
内　　容　①「慢性腎臓病（CKD）を良く知ろう～腎臓を守るために～」
　　　　　　安藤 亮一 先生（武蔵野赤十字病院副院長・腎臓内科部長）
　　　　　②「今日から実践！腎臓を守る食事療法のコツ」
　　　　　　原 純也 先生（武蔵野赤十字病院栄養課栄養課長）

定　　員　250名（当日先着順・参加無料）
問  特定非営利活動法人東京腎臓病協議会　TEL 03-3944-4048　FAX 03-5940-9556
HP  http://www.toujin.jp/

お知らせ
◦「福祉の仕事就職フォーラムin立川」を開催
　多摩地域に福祉施設・事業所がある法人が参加し、福祉の仕事の相談・面接会を開催します。当日
は、各分野の現役職員が福祉の仕事の魅力ややりがいをお伝えするセミナーや、福祉の仕事や資格に
ついて個別に質問・相談できるコーナーも設置します。
　福祉職場への就職・転職を希望する方はもちろん、未経験者や福祉関係の資格をお持ちでない方も
大歓迎です。ぜひお気軽にお越しください！
日　　時　２月11日（月・祝）12時30分から16時まで（受付15時30分まで）
会　　場　立川グランドホテル４階
　　　　　最寄り駅：JR「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 等
参加法人　多摩地域に高齢・障害・児童分野などの福祉施設・事業所がある法人（約35法人）
そ の 他　申込不要、入場無料、服装自由、履歴書不要（面接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多摩支所　TEL 042-595-8422　FAX 042-595-8432
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉課　TEL 03-5320-4049　FAX 03-5388-1405
HP  https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/20160116-tenshoku-tama.html

◦「第35回障害者のためのふれあいコンサート」を開催
日　　時　３月９日（土）14時から（開場13時）
会　　場　新宿区立新宿文化センター大ホール
　　　　　最寄り駅：地下鉄「東新宿駅」A3出口から徒歩５分、JR「新宿駅」東口から徒歩15分
内　　容　【第１部】～明日への贈りもの～
　　　　　ダ・カーポ「野に咲く花のように」、「結婚するって本当ですか」 ほか
　　　　　【第２部】～都響シンフォニック・ステージ～
　　　　　東京都交響楽団
　　　　　・J.ウィリアムズ:「スター・ウォ－ズ」メインタイトル
　　　　　・リスト：ハンガリー狂詩曲第２番 ほか
定　　員　1,800名（都内在住の方対象・応募多数の場合は抽選）
申 込 み　 ２月８日（金）（消印有効）までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・人数（う

ち障害者数・障害の種類・車いす利用者数・客席シートへの移乗の可否）を記載の上、公
益財団法人日本チャリティ協会まで送付してください。

　　　　　※駐車場が手狭なため、車でお越しの場合は事前にご相談ください。
問  公益財団法人日本チャリティ協会　
　　〒160-0004　新宿区四谷１-19アーバン四谷ビル4階　TEL 03-3341-0803　FAX 03-3359-7964
　　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/hurekon.html
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◦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 申込み

総
　
合

みんなでエンジョイエアロダンス
※1

1月26日（土）、2月23日（土）、
3月23日（土）11時～ 12時

障害児者・
介護者・地域住民 不要

みんなで卓球　※2 1月26日（土）、2月23日（土）
13時～ 16時

障害児者・
介護者・地域住民 不要

多
　
摩

ショートテニスデビュー　※3 1月26日（土）、2月2日（土）13時～ 15時 障害児者 不要

初心者水泳教室　※4 1月25日（金）、2月8日（金）13時～ 15時
※武蔵野の森総合スポーツプラザ・プールで実施 障害児者 不要

ユニカール　※5 1月29日（火）、2月5日（火）・19日（火）
13時～ 14時30分 障害児者・介護者 不要

※１　 音楽に合わせてみんなで楽しく体を動かしましょう！
※２　 卓球を通じて、みんなで交流しましょう！ご家族、お友達、ご近所の方と一緒にどうぞ！
※３　 スポンジのボールを使用して行う屋内スポーツです。皆さんで一緒にプレーを楽しみましょう！
※４　 水慣れから泳法の練習まで行います。25ｍ完泳が目標！
 「水に顔をつけるのが不安」、「バタ足や息継ぎがなかなか上手くいかない」という方におすすめです。
※５　 カーリングをシーズンオフでも楽しめるように考案されたスポーツです。冬の競技の醍醐味を体験してみましょう！

（※４は現地集合・解散となります。詳細は当センター受付又は HP  でご確認いただくか、下記担当までご連絡ください。）
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

◦「東京都認知症対策推進会議」の都民委員を募集します
検討内容　 認知症になっても認知症の人と家族が地域で安心して暮らせるまちづくりを目指した支援

のあり方 等
対　　象　 都内在住の満20歳以上の方（平成31年４月１日現在）で、年３回程度の会議に出席でき

る方（公務員を除く。）
人　　員　２名
任　　期　平成31年４月１日以降から２年以内
申 込 み　 １月28日（月）（消印有効）までに、下記担当まで①及び②を郵送してください（応募書類

は返却不可）。
　　　　　①住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・職業・電話番号を記入したもの
　　　　　② 「認知症の人や家族が地域で安心して暮らしつづけるために必要な支援とは」についての

作文（800字～ 1,200字）
問  福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　
　　〒163-8001　新宿区西新宿2-8-1　TEL 03-5320-4276　FAX 03-5388-1395
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/

◦「第70回結核予防全国大会」を開催
　結核は依然として世界最大の感染症であり、決して過去の病気ではありません。
　結核のない世界を目指すため、東京都では、公益財団法人結核予防会及び公益財団法人東京都結核
予防会と共催で、結核予防全国大会を開催します。
日　　時　①２月27日（水）13時30分から　②２月28日（木）10時30分から
会　　場　ホテル椿山荘東京
内　　容　①研鑚集会「結核の予防と支援、立場の違いを越えて」（基調講演、シンポジウム）
　　　　　② 秩父宮妃記念結核予防功労賞表彰、北里大学特別栄誉教授の大村智氏（2015年ノーベル

生理学・医学賞受賞）による特別講演 等
申 込 み　 ２月18日（月）までに、下記 HP  の第70回結核予防全国大会「大会参加申込みの手順」に

沿ってお申し込みください（宿泊及び交通手配（有料）を伴う場合は１月31日（木）まで）。
問  公益財団法人結核予防会普及広報課　TEL 03-3292-9288
　　福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4483　FAX 03-5388-1432
HP  https://va.apollon.nta.co.jp/kekkaku/



  1日 東京都在宅療養推進シンポジウム
  エイズ予防月間　都庁舎を赤色にライトアップ（～9日）
  3日 第38回ふれあいフェスティバル
  東京都薬事審議会
  4日 第1回子育て協働セミナー
  5日 第1回東京都地域医療対策協議会
  障害者差別解消に係る民間事業者向け説明会
  6日 第2回東京都アルコール健康障害対策推進計画策定委員会
  未成年者喫煙防止ポスターコンクール表彰式
   エイズ予防月間　講演会「働く世代に多いHIV/エイズ～

誰もが働きやすい職場とは～」
  8日 保育士就職支援セミナー（～9日）

11日 第2回東京都歯科医師認知症対応力向上研修
12日 東京都自立支援協議会セミナー
13日 第14回東京都福祉保健医療学会
14日 板橋看護専門学校戴帽式
16日 第2回東京都薬剤師認知症対応力向上研修
  保育士就職支援研修・相談会
17日 第12期東京都福祉のまちづくり推進協議会第１回専門部会
20日 第6回都医学研都民講座「加齢に負けないしなやかな脳」
26日 第2回東京都動物愛護管理審議会
27日 第2回救急医療対策協議会
  受動喫煙防止条例キックオフイベント

12
月
の
動
き

子育て応援とうきょうパスポートがもっと便利になります！
　「子育て応援とうきょうパスポート」とは、社会全体で子育
てを応援するため、企業や店舗等がお子さんや妊娠中の方がい
る世帯に様々なサービスを提供する仕組みで、2,938店（平成
31年1月4日現在）の協賛店が登録しています。
　これまでは「中学生以下」のお子さんや妊娠中の方がいる世
帯が対象でしたが、本年1月から、「18歳未満」のお子さんや妊娠中の方がいる世帯に拡大しました。お
出かけの際は、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　TEL 03-5320-4115　FAX 03-5388-1406
HP https://kosodate.pass.metro.tokyo.jp/

「障害者差別解消シンポジウム」を開催します！
　東京都では、障害を理由に困ったと感じることや悲しい思いをすることがなくなるよう「東京都障害者
差別解消条例」を定め、昨年10月1日に施行しました。
　そこで、都民の皆さんに条例の内容を分かりやすく伝えるため、下記のとおりシンポジウムを開催します。
　障害のある人のことを「知らない・分からない」とせず、理解することの大切さを学ぶ機会です。ぜひ
ご参加ください！
日　時 　3月21日（木・祝）13時30分から15時20分まで（予定）
会　場 　練馬区立区民・産業プラザ　Coconeriホール
内　容 　�「Co-Co�Life☆女子部」編集部・ユニバーサルデザインコーディネーター守山菜穂子氏による基

調講演、シンポジウム（トーク＆スタディ）
定　員 　300名（参加無料・応募多数の場合は抽選）
申込み 　2月26日（火）までにお申し込みください。申込先等の詳細は、福祉保健局� HP �をご覧ください。

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4559　FAX 03-5388-1413
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/sabekaikeihatsu.html
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◦パスポートの入手方法は？
　�アプリや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配布しています。

◦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利用できます。協賛店はアプリ
や運営サイトで検索できるほか、各店舗に貼ってある協賛ステッカーが目印です。
◦どんなサービスを受けられるの？
　�商品の割引や粉ミルクのお湯の提供などです。ご利用の際、パスポートと併せて健
康保険証などの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！
　都内の企業・店舗の皆さん、協賛店になって子育てを応援しませんか？随時、受付中です！

デジタルパスポート
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