
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

改正健康増進法&東京都受動喫煙防止条例新しいルールが始まります！改正健康増進法&東京都受動喫煙防止条例新しいルールが始まります！
●改 正 健 康 増 進 法（平成30年７月改正）

●東京都受動喫煙防止条例（平成30年６月制定）

：多数の者が利用する施設の類型に応じて、一定の
場所以外での喫煙を禁止
：特に、子供や従業員を守る観点から、国の規定に
加え、都独自のルールを制定

★詳細については　 を御覧ください。条例に関するお問合せは、　 0570-069690（もくもくゼロ）まで！
　 福祉保健局保健政策部健康推進課　  03-5320-4361　  03-5388-1427
　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

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、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。
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未成年者喫煙防止ポスターコンクール作品を募集します ……………………………………………………2
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次世代介護機器の活用支援事業「令和元年度  普及啓発セミナー」を開催します！／
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福祉保健Web版

2019年７月１日から、病院等の屋内完全禁煙が始まりました

2019年９月１日から、飲食店の店頭に喫煙・禁煙の表示をお願いします

2019年９月１日から、学校等の敷地内の屋外も禁煙です
◆学校、医療機関、介護老人保健施設、児童福祉施設、
行政機関などは屋内完全禁煙です。 
◆9月１日以降、保育所、幼稚園、小中学校、高校などは、
屋外を含めて敷地内完全禁煙となります。
　（都独自のルール）

入店前に、喫煙場所の有無が一目でわかるように、飲食店の店頭に店内の喫煙・
禁煙状況を示す標識を掲示することを義務付けています。
★施設ごとの対策を紹介した施設管理者向けハンドブックと、右記標識を作成し
ました。どちらも下記　 からダウンロード、または送付のお申込みができます。
また、都内保健所でも配布していますので、お近くの保健所にお問合せください。
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夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」　～さあ行こう　未来をつなぐ　献血へ～

献血への継続的な御理解・御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御協力をお願いしています。
血液は人工的に造ることができず、長期間保存することもできないため、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。皆様の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

未成年者喫煙防止ポスターコンクール　作品を募集します

◆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、献血を御遠慮
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・飲酒等は控えることなどの
注意点もあります。詳細は、東京都赤十字血液センターホームページを御覧ください。
 《※HIV 検査を目的とした献血は行えません》

HP
HP

東京都赤十字血液センター　　　https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/
    福祉保健局保健政策部疾病対策課　  03-5320-4506　  03-5388-1437問 FAXTEL

HP

どこで献血できるの？

輸血時の安全性を高める
400mL・成分献血に御協力を！

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、様々な基準や制限が
設けられています。
■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。成分献血は、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。

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。
都内の献血ルーム受付時間及び献血バス運行情報

は、東京都赤十字血液センターHPを御覧ください。

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。

FAX福祉保健局保健政策部健康推進課事業調整担当　　03-5320-4361　 03-5388-1427問 TEL

献血には、どんな種類があるの？

募集テーマ　「未成年者の喫煙防止」をテーマとし、以下の（１）～（３）に挙げる題材とした作品を描いてください。
（１）未成年者の喫煙に関する内容
①　未成年者がたばこを吸わない決意、誘われても断る勇気
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

（２）受動喫煙の健康への影響を周知する内容
（３）たばこのない健康な未来に関する内容
※未成年者の喫煙や受動喫煙による身体への影響について調べ、作品を描くときに参考にしてください。

応 募 資 格　都内在住又は在学の小学４年生から高校３年生までの児童・生徒
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
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送付してください。
〒157－0076　東京都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」
※持参は御遠慮ください。

締　　　切　令和元年９月11日（水曜日）　当日消印有効
■その他詳細な応募方法等は　 を御覧ください。
 　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
　  kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html

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！入賞者の方には、知事による表彰を予定しています。

小学生の部 中学生の部 高校生の部

昨年度最優秀作品

心身障害者医療費助成制度（マル障）の負担上限額の変更について（お知らせ）

マル障制度の一部負担金は、後期高齢者の医療の確保に係る法律（以下「高確法」という。）に準拠して負担割
合と負担上限額を定めています。
平成３０年８月、高確法の改正により、７０歳以上高齢者の高額療養費の負担限度額が見直しされました。今般、

マル障における一部負担金の負担上限額についても、これに準じて、次のとおり改正します。

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。

■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。

福祉保健局保健政策部医療助成課　　03-5320-4571　　03-5388-1437問 FAXTEL

肝炎ウイルス検診を受けましょう

令和元年８月１日施行
（令和元年８月診療分から、上記の負担上限額の取り扱いになります。）

施 行 時 期

～７月２８日は「日本肝炎デー」、７月２２日～７月２８日は「肝臓週間」～

東京都肝炎対策キャラクター
「かんぞうくん」

福祉保健局保健政策部健康推進課　　03-5320-4363　　03-5388-1427問 FAXTEL
HP 「肝炎ウイルス検診を受けましょう」

住民税課税者の方
（　　食の受給者証をお持ちの方） 現行制度 改　正

令和元年８月診療分から

負担割合 １割 変更なし

負
担
上
限

外　　来 14,000 円
（年間上限　144,000 円）

18,000 円
（年間上限　144,000 円）

入　　院 57,600 円
（多数回該当　44,400 円） 変更なし

［住民税非課税の方　（食の受給者証をお持ちの方）：変更なし（通院・入院とも自己負担なし）］

一部
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肝炎ウイルス検診を受けましょう

令和元年８月１日施行
（令和元年８月診療分から、上記の負担上限額の取り扱いになります。）

施 行 時 期

～７月２８日は「日本肝炎デー」、７月２２日～７月２８日は「肝臓週間」～

東京都肝炎対策キャラクター
「かんぞうくん」

福祉保健局保健政策部健康推進課　　03-5320-4363　　03-5388-1427問 FAXTEL
HP 「肝炎ウイルス検診を受けましょう」

住民税課税者の方
（　　食の受給者証をお持ちの方） 現行制度 改　正

令和元年８月診療分から

負担割合 １割 変更なし

負
担
上
限

外　　来 14,000 円
（年間上限　144,000 円）

18,000 円
（年間上限　144,000 円）

入　　院 57,600 円
（多数回該当　44,400 円） 変更なし

［住民税非課税の方　（食の受給者証をお持ちの方）：変更なし（通院・入院とも自己負担なし）］

一部
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「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

令和元年度東京都子育て支援員研修〈地域保育コース（第２期）〉の受講者募集！

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
行動をすることで、だれもが暮らしやすい社会を実現
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。

保育の仕事に携わりたいと思っているみなさん、保育や子育ての現場があなたの育児経験や知識を求めています。
特別な資格がなくても大丈夫。子供たちへの思いや育児経験を仕事にできる、「子育て支援員研修（地域保育コース）」
を受講してみませんか。

 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。
 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
 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。
 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・FAX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。
〒１５７－００７６　東京都世田谷区岡本３丁目３７番６号
株式会社スチュワード内　「『心のバリアフリー』普及啓発ポスター担当」宛　
※持参は御遠慮ください。

 募 集 期 間　８月１日（木曜日）から９月１０日（火曜日）まで（当日消印有効）

 対　象　者　都内在住・在勤の方で、地域の保育所等で、保護者に代わって子供たちの着替えや食事のお世話をす
るなど、保育従事者としての仕事に携わることを希望する方。

 研 修 内 容　 「基本研修」を受講後、「専門研修」を受講。講義・演習など。
 開 催 回 数　地域保育コース／８日間（全１４クラス）
 開 催 時 期　９月頃から順次実施
 研 修 場 所　新宿・飯田橋・立川
 定　　　員　各クラス８５名程度
 申　　　込　７月１日～１６日（必着）までに所定の申込書（区市町村窓口か　 で入手可）を郵送（簡易書留）で
　　　　　　〒１６３－０７１８公益財団法人東京都福祉保健財団へ。

※区市町村での申込書配布は７月１日（月曜日）からとなります。
※本研修では、各事業への就業のあっせん等は行いません。
※本募集は地域保育コースの第２期の募集です。地域子育て支援コース、放課後児童コースの第２期
の募集は９月頃に行う予定です。社会的養護コースについては、今年度の募集は終了しました。

※その他、子育て支援員についての詳細は、特設サイトを御確認ください。

平成３０年度　最優秀賞（小学生の部）
小平市立小平第十小学校（４年）　石津音羽さん

平成３０年度　最優秀賞（中学生の部）
墨田区立竪川中学校（３年）　仲宗根ウララさん

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

問 FAXTEL
HP

東京都福祉保健財団　　03-3344-8533
http://www.fukushizaidan.jp/111kosodateshien/
福祉保健局少子社会対策部　　03-5320-4121
https://www.tenshin-tokyo.jp/

問 TEL
HP

HP

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

TEL FAX

FAX

FAX

公益財団法人東京都福祉保健財団では、平成30年度から介護事業所の皆様を対象として、次世代介護機器（介護
ロボット）を効果的に導入するための普及啓発事業を実施しています。本セミナーでは、専門家である本事業アド
バイザーの講演や先進的に機器を導入している施設の事例紹介、シンポジウムを通じ、次世代介護機器の導入検討
のきっかけとなる情報などをお伝えします。
次世代介護機器を実際に見学・体験していただけるコーナーもございます。皆様の御参加を心よりお待ちしてお

ります。

東京都では、女性の活躍について、優れた取組を行っている企業や団体、個人を募集します。
令和元年度は、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、全国紙、大手就職情報サイト、Webサイト等で広く発信します。

 対　象　以下に掲げる部門ごとに、女性の活躍推進について、優れた取組を行っているもの
 ①事業者部門【公募】
　都内に本社又は主たる事業所を置く企業・団体・機関等（産業分野、医療・福祉分野、教育分野）
 ②地域部門【原則として区市町村等の推薦。ただし地域団体については自薦も可】
 （団体）　都内の特定の区市町村又は複数の区市町村において活動を行う地域団体（特定非営利法人（NPO法人）、

町会、自治会、マンション組合等）
　　又は　
 （個人）　都内に居住又は在勤する個人
 募集期間　令和元年８月３０日（金曜日）まで
 応募要領　　 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/danjo/jokatsu/taisho.html を御覧ください。
 贈 呈 式　令和２年１月中旬～下旬（予定）

 日程及び会場

※１　パレスホテル立川　４階ローズルーム中・東
　　　東京都立川市曙町２－４０－１５
※２　ベルサール新宿セントラルパーク　１階ホール
　　　東京都新宿区西新宿６－１３－１　新宿セントラルパークシティ内
　　　住友不動産新宿セントラルパークビル１階

 対　　　　象　東京都に所在する介護事業所、行政職員等
 定　　　　員　各回　２５０名　※１事業所複数名での御参加が可能です。
 参 　加　費　無料
 内　　　　容　基調講演、次世代介護機器導入施設による事例紹介、シンポジウム、次世代介護機器体験展示コー

ナーほか
※内容詳細については財団　 を御覧ください。

 参加申込方法　当財団　 より「普及啓発セミナー申込用紙」をダウンロードしていただき、必要事項を御記入の上、
　 又は　 にて参加のお申込をしていただきますようお願いいたします。
財団　　http://www.fukushizaidan.jp/205jisedaikiki/seminar.html
　　　　jisedai_seminar@fukushizaidan.jp
　　　  ０３－３３４４－８５９４
※お手数ですが、お一人様１枚ずつお申込ください。

 申　込　期　限　令和元年７月19日（金曜日）
 お問い合わせ先　公益財団法人東京都福祉保健財団　福祉情報部　福祉情報室　次世代介護機器担当
　　　　　　　　 ０３－３３４４－７２７５　　０３－３３４４－８５９４
　　                    http://www.fukushizaidan.jp/205jisedaikiki/index.html

令和元年度「東京都女性活躍推進大賞」候補者を募集します

【参加費：無料】

次世代介護機器の活用支援事業「令和元年度  普及啓発セミナー」を開催します！

1
2

回 日　　程 時　　間 会　　場
令和元年７月２４日（水曜日） 立川（※１）
令和元年７月３０日（火曜日） 西新宿（※２）

１３時から１５時４０分まで
（受付開始１２時）

HP

HP

HP

Eメール

Eメール
HP

HP
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「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

令和元年度東京都子育て支援員研修〈地域保育コース（第２期）〉の受講者募集！

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

行動をすることで、だれもが暮らしやすい社会を実現
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。

保育の仕事に携わりたいと思っているみなさん、保育や子育ての現場があなたの育児経験や知識を求めています。
特別な資格がなくても大丈夫。子供たちへの思いや育児経験を仕事にできる、「子育て支援員研修（地域保育コース）」
を受講してみませんか。

 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。
 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
 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。
 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・FAX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。
〒１５７－００７６　東京都世田谷区岡本３丁目３７番６号
株式会社スチュワード内　「『心のバリアフリー』普及啓発ポスター担当」宛　
※持参は御遠慮ください。

 募 集 期 間　８月１日（木曜日）から９月１０日（火曜日）まで（当日消印有効）

 対　象　者　都内在住・在勤の方で、地域の保育所等で、保護者に代わって子供たちの着替えや食事のお世話をす
るなど、保育従事者としての仕事に携わることを希望する方。

 研 修 内 容　 「基本研修」を受講後、「専門研修」を受講。講義・演習など。
 開 催 回 数　地域保育コース／８日間（全１４クラス）
 開 催 時 期　９月頃から順次実施
 研 修 場 所　新宿・飯田橋・立川
 定　　　員　各クラス８５名程度
 申　　　込　７月１日～１６日（必着）までに所定の申込書（区市町村窓口か　 で入手可）を郵送（簡易書留）で
　　　　　　〒１６３－０７１８公益財団法人東京都福祉保健財団へ。

※区市町村での申込書配布は７月１日（月曜日）からとなります。
※本研修では、各事業への就業のあっせん等は行いません。
※本募集は地域保育コースの第２期の募集です。地域子育て支援コース、放課後児童コースの第２期
の募集は９月頃に行う予定です。社会的養護コースについては、今年度の募集は終了しました。
※その他、子育て支援員についての詳細は、特設サイトを御確認ください。

平成３０年度　最優秀賞（小学生の部）
小平市立小平第十小学校（４年）　石津音羽さん

平成３０年度　最優秀賞（中学生の部）
墨田区立竪川中学校（３年）　仲宗根ウララさん

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

問 FAXTEL
HP

東京都福祉保健財団　　03-3344-8533
http://www.fukushizaidan.jp/111kosodateshien/
福祉保健局少子社会対策部　　03-5320-4121
https://www.tenshin-tokyo.jp/

問 TEL
HP

HP

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

TEL FAX

FAX

FAX

公益財団法人東京都福祉保健財団では、平成30年度から介護事業所の皆様を対象として、次世代介護機器（介護
ロボット）を効果的に導入するための普及啓発事業を実施しています。本セミナーでは、専門家である本事業アド
バイザーの講演や先進的に機器を導入している施設の事例紹介、シンポジウムを通じ、次世代介護機器の導入検討
のきっかけとなる情報などをお伝えします。
次世代介護機器を実際に見学・体験していただけるコーナーもございます。皆様の御参加を心よりお待ちしてお
ります。

東京都では、女性の活躍について、優れた取組を行っている企業や団体、個人を募集します。
令和元年度は、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、全国紙、大手就職情報サイト、Webサイト等で広く発信します。
 対　象　以下に掲げる部門ごとに、女性の活躍推進について、優れた取組を行っているもの
 ①事業者部門【公募】
　都内に本社又は主たる事業所を置く企業・団体・機関等（産業分野、医療・福祉分野、教育分野）
 ②地域部門【原則として区市町村等の推薦。ただし地域団体については自薦も可】
 （団体）　都内の特定の区市町村又は複数の区市町村において活動を行う地域団体（特定非営利法人（NPO法人）、

町会、自治会、マンション組合等）
　　又は　
 （個人）　都内に居住又は在勤する個人
 募集期間　令和元年８月３０日（金曜日）まで
 応募要領　　 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/danjo/jokatsu/taisho.html を御覧ください。
 贈 呈 式　令和２年１月中旬～下旬（予定）

 日程及び会場

※１　パレスホテル立川　４階ローズルーム中・東
　　　東京都立川市曙町２－４０－１５
※２　ベルサール新宿セントラルパーク　１階ホール
　　　東京都新宿区西新宿６－１３－１　新宿セントラルパークシティ内
　　　住友不動産新宿セントラルパークビル１階

 対　　　　象　東京都に所在する介護事業所、行政職員等
 定　　　　員　各回　２５０名　※１事業所複数名での御参加が可能です。
 参 　加　費　無料
 内　　　　容　基調講演、次世代介護機器導入施設による事例紹介、シンポジウム、次世代介護機器体験展示コー

ナーほか
※内容詳細については財団　 を御覧ください。

 参加申込方法　当財団　 より「普及啓発セミナー申込用紙」をダウンロードしていただき、必要事項を御記入の上、
　 又は　 にて参加のお申込をしていただきますようお願いいたします。
財団　　http://www.fukushizaidan.jp/205jisedaikiki/seminar.html
　　　　jisedai_seminar@fukushizaidan.jp
　　　  ０３－３３４４－８５９４
※お手数ですが、お一人様１枚ずつお申込ください。

 申　込　期　限　令和元年７月19日（金曜日）
 お問い合わせ先　公益財団法人東京都福祉保健財団　福祉情報部　福祉情報室　次世代介護機器担当
　　　　　　　　 ０３－３３４４－７２７５　　０３－３３４４－８５９４
　　                    http://www.fukushizaidan.jp/205jisedaikiki/index.html

令和元年度「東京都女性活躍推進大賞」候補者を募集します

【参加費：無料】

次世代介護機器の活用支援事業「令和元年度  普及啓発セミナー」を開催します！

1
2

回 日　　程 時　　間 会　　場
令和元年７月２４日（水曜日） 立川（※１）
令和元年７月３０日（火曜日） 西新宿（※２）

１３時から１５時４０分まで
（受付開始１２時）

HP

HP

HP

Eメール

Eメール
HP

HP

福祉保健７月号 5



お知らせお知らせ

FAX
HP

HP
問

●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　令和元年7月27日（土曜日）13：00～ 17：00（12：30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
事前申込み　7月24日（水曜日）までに電子申請システムにてお申し込みください。
　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　東京都福祉保健局総務部職員課　 03-5320-4023　  03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　gyoumusetsumeikai/hokenshi-setsumeikai.html

TEL

FAX

●東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集

HP
問 TEL

試　験　日　１次試験　9月8日（日曜日）　２次試験　10月12日（土曜日）・13日（日曜日）
資　　　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和55年4月2日～平成10年4月1日生まれの方
採用予定日　令和2年4月1日（原則）
採用予定者数　12人
勤　務　先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申　込　み　8月23日（金曜日）まで（郵送は8月21日（水曜日）消印有効）
　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　福祉保健局総務部職員課　　03-5320-4023　  03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　bosyu_ichiran/shokuinboshu_hokenshi.html

HP

HP

HP
問

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

FAXTEL

試　験　日　１次選考　9月1日（日曜日）　２次選考　10月6日（日曜日）
受 験 資 格　保育士、社会福祉士、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、昭和59年4月2日～平成12年4月1日生まれの方
採用予定日　令和2年4月1日（原則）
採用予定数　33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14日（水曜日）まで（郵送は8月9日（金曜日）消印有効）
　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　福祉保健局総務部職員課　　03-5320-4023　　03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　bosyu_ichiran/fukushiboshu.html

HP

HP
問 FAXTEL

●東京都職員Ⅱ類（福祉）業務説明会の開催
東京都職員Ⅱ類（福祉）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、お気軽に御参加ください。

日　　　時　令和元年7月28日（日曜日）10：00～ 15：00（9：30受付開始）
会　　　場　東京都庁第一本庁舎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（水曜日）までに電子申請システムにてお申込みください。

　　　　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　福祉保健局総務部職員課　　03-5320-4023　　03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/
　syokuin_joukin/gyoumusetsumeikai/fukushisetsumeikai.html
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お知らせお知らせ

FAX
HP

HP
問

●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　令和元年7月27日（土曜日）13：00～ 17：00（12：30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
事前申込み　7月24日（水曜日）までに電子申請システムにてお申し込みください。
　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　東京都福祉保健局総務部職員課　 03-5320-4023　  03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　gyoumusetsumeikai/hokenshi-setsumeikai.html

TEL

FAX

●東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集

HP
問 TEL

試　験　日　１次試験　9月8日（日曜日）　２次試験　10月12日（土曜日）・13日（日曜日）
資　　　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和55年4月2日～平成10年4月1日生まれの方
採用予定日　令和2年4月1日（原則）
採用予定者数　12人
勤　務　先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申　込　み　8月23日（金曜日）まで（郵送は8月21日（水曜日）消印有効）
　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　福祉保健局総務部職員課　　03-5320-4023　  03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　bosyu_ichiran/shokuinboshu_hokenshi.html

HP

HP

HP
問

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

FAXTEL

試　験　日　１次選考　9月1日（日曜日）　２次選考　10月6日（日曜日）
受 験 資 格　保育士、社会福祉士、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、昭和59年4月2日～平成12年4月1日生まれの方
採用予定日　令和2年4月1日（原則）
採用予定数　33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14日（水曜日）まで（郵送は8月9日（金曜日）消印有効）
　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　福祉保健局総務部職員課　　03-5320-4023　　03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　bosyu_ichiran/fukushiboshu.html

HP

HP
問 FAXTEL

●東京都職員Ⅱ類（福祉）業務説明会の開催
東京都職員Ⅱ類（福祉）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、お気軽に御参加ください。

日　　　時　令和元年7月28日（日曜日）10：00～ 15：00（9：30受付開始）
会　　　場　東京都庁第一本庁舎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（水曜日）までに電子申請システムにてお申込みください。

　　　　　　　　　詳細は、下記問合せ先に御連絡いただくか、　を御覧ください。
　福祉保健局総務部職員課　　03-5320-4023　　03-5388-1400
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/
　syokuin_joukin/gyoumusetsumeikai/fukushisetsumeikai.html

■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

はじめよう！ウォーキング
& ランニング入門※１　

8/17（土曜日）　8/31（土曜日）　9/15（日曜日）
10/19（土曜日）　11/2（土曜日）　17：00～19：00

障害児者
（立位者）

申込制
20名

7/6（土曜日）～7/27（土曜日）

あそびのひろば※２　
7/15（月曜日・祝日）　8/12（月曜日・祝日）
9/16（月曜日・祝日）　10/14（月曜日・祝日）　

1/12（日曜日）　3/29（日曜日）　13：15～15：00

障害児者
介護者
地域住民

なし
（当日参加）

スポーツ栄養学※３　
①8/18（日曜日）　15：00～16：30
②2/28（金曜日）　19：00～20：30

障害児者
介護者または指導者

申込制　　30名
①7/7（日曜日）～7/28（日曜日）
②1/17（木曜日）～2/7（木曜日）

多
　
摩

6月30日（日曜日）リニューアルオープンしました！ 
改修工事期間中は御不便をおかけしました。新しく生まれ変わったセンター
でお待ちしております！！
国立市富士見台2-1-1　TEL 042（573）3811　FAX 042（574）8579
開館についての詳細はセンターまでお問い合わせください

※１ レベル別に分かれているので、歩行の方も大会を目指している方も大歓迎！かっこいいフォームを身につけて陸上の楽しさを知ろう！
※２ トランポリン、エアートランポリン、ソフトブロックなど沢山の遊具を利用して全身を使って遊びましょう。
※３ スポーツをするために必要な栄養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しょう。

東京都障害者総合スポーツセンター      03-3907-5631       03-3907-5613
http://tsad-portal.com

問 FAXTEL
HP
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 FAXTEL
HP

●東京都心身障害者福祉センター多摩支所は７月16日に移転します
東京都心身障害者福祉センター多摩支所は、仮庁舎において業務を実施していましたが、改修工事完了に伴い

７月16日に元の庁舎に移転します。詳細は、当センターのホームページ等を御確認ください。

所　在　地　〒186-0003  国立市富士見台2-1-1（東京都多摩障害者スポーツセンター内）
最　寄　駅　ＪＲ中央線国立駅南口　徒歩約20分
　　　　　　ＪＲ南武線谷保駅北口　徒歩約10分
バ　　　ス　国立高校前下車
　　　　　　〈国立駅南口バスのりば〉
　　　　　　・立川バス（4番乗場）国11矢川駅行、国10・10-2国立操車場行、国12谷保駅行
　　　　　　・京王バス（3番乗場）国17府中駅行、国18聖蹟桜が丘行
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html
　東京都心身障害者福祉センター多摩支所　７月12日まで　　042-521-1100　  042-522-2260

７月16日から　　042-573-3311　  042-576-5295

●令和元年度　第1回東京都歯科医師認知症対応力向上研修

問
HP

HP

問
HP

HP
HP

東京都では、東京都歯科医師会に委託し、かかりつけ歯科医として必要な認知症の基礎知識・関係機関との連
携等に関する研修を開催します。
日　　　時　令和元年8月1日（木曜日）18時から21時まで
会　　　場　御茶ノ水ソラシティ・ソラシティホール（東京都千代田区神田駿河台4－6）
対　象　者　原則として東京都内に勤務（開設を含む。）している歯科医師
　　　　　　（歯科衛生士等の歯科医療従事者も受講可能ですが、定員超過時は歯科医師を優先します。）
定　　　員　300名　※参加費無料
申　　　込　7月30日（火曜日）までに、東京都歯科医師会　 のイベント情報にある申込フォームにて、又は同

　 に掲載の申込書を　 にてお送りください。
　　　　　　詳細は、東京都歯科医師会　 を御覧いただくか、下記担当までお問合せください。
　東京都歯科医師会事業第一課　　03-3262-1148　　03-3262-4199
　http://www.tokyo-da.org/ 

FAX

FAX

TEL

FAXTEL
FAXTEL
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６
月
の
動
き

6月23日（日曜日）、東京ドームシティ ラクーアガーデンステージにて「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、お笑いタレントのハマカーン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、着ぐるみ（「ダメ。ゼッタイ。」君、ダメ。くま君、ピーポくん）による啓発活動な
どを行いました。
会場となった東京ドームシティ ラクーアは、
東京ドームに併設された総合アミューズメント
施設であり、イベント当日は多くの若者や家族
連れが訪れ、参加者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。

「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催しました！

福祉保健　　vol. 179　令和元年７月発行
印刷規格表第１類　印刷番号（30）62　〒163－8001　東京都新宿区西新宿 2－8－1
東京都福祉保健局総務部総務課広報担当　☎ 03－5320－4032（ダイヤルイン）　FAX 03－5388－1400
東京都福祉保健局ホームページ　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp

   8 日 都医学研都民講座（第 2回）「脳を知ろう」
 13 日 ハンセン病についての正しい知識の普及啓発行事　講演・映画『あん』上映会
 15 日 ひきこもりに関する講演会・合同説明会
 23 日 「６・２６国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
 25 日 環境保健衛生講習会「感染症を媒介する蚊対策講習会」
 27 日 東京都子供・子育て会議　第 15回計画策定・推進部会
 30 日 令和元年度「子供が輝く東京・応援事業」公募説明会（第 1回）

薬物乱用への誘惑は心のすきまに入り込みます。
「正しい知識」、「断る勇気」が必要です。


