
問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　  FAX 03-5388-1413

　これまで、都庁舎等へ来庁された聴覚障害等のある方のために、遠隔手話通訳機能を搭載したタブレット
端末の貸し出しを行ってきましたが、このたび、支援内容を拡充しました。
内　容

（１）来庁者向け支援
　都庁舎または都事業所の窓口へ
来庁した際、自身のスマートフォ
ン等を用いて遠隔手話通訳を利用
することができます。

（２）電話代理支援
　東京都へ電話で問い合わせをす
る際に、テレビ電話または文字
チャットにより、通訳オペレーター
等が職員との電話を通訳します。

（※）本事業の詳細については、以下の HP をご覧ください。
　　 「ＩＣＴによる聴覚障害者コミュニケーション支援事業」
　 　 HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/ictdeaf/index.html
 　　（「電話代理支援」のページは、トップページ右上のタブからご覧いただけます。）
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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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利用方法　　聴覚障害者が自身のスマートフォンやタブレットに専用のアプリをインストールし、医療機
　　　　　　関での受診等の際に、　テレビ電話機能を利用して遠隔で手話通訳者と繋がることが可能。

申 込 先　　新型コロナ外来の受診前に、お住まいの区市町村相談窓口（手話通訳派遣窓口）へ

対 象 者　　都内にお住まいの聴覚障害のある方で、新型コロナウイルスの感染が疑われ、「新型コロナ外
　　　　　　来（帰国者・接触者外来）」　の受診が必要な方

手洗いの徹底・マスクの着用 人との距離を保とう

　これからの季節に備え、重症化リスクの高い高齢者等を守り、重症者を増やさないため、
家庭内の感染予防に取り組みましょう。

TEL

かかりつけ医など地域の身近な医療機関へ☎電話で相談 土日祝日・夜間など地域の医療機関が見つからない場合

24 時間対応発熱相談センター☎03-0000-000

紹介された医療機関へ☎電話で相談

受診が必要な場合

医師の指示にしたがって医療機関を受診　マスクを着用しましょう　指示された時間を守りましょう

必要に応じて、受診した医療機関やPCR検査センターで検査を受けられます

コロナかな？と思ったらコロナかな？と思ったら
Q 3 密（密閉・密集・密接）の状態でQ 3 密（密閉・密集・密接）の状態で
　 過ごす時間があったかな？　 過ごす時間があったかな？
Q 発熱症状のある人が身近にいたかな？Q 発熱症状のある人が身近にいたかな？
受診前にふりかえり、メモしておきましょう受診前にふりかえり、メモしておきましょう

コロナかな？と思ったら
Q 3 密（密閉・密集・密接）の状態で
　 過ごす時間があったかな？
Q 発熱症状のある人が身近にいたかな？
受診前にふりかえり、メモしておきましょう

かかりつけ医がいない方
は地区医師会のホーム
ページや東京都医療機関・
薬局案内サービスで探し
てみましょう

インフルエンザ流行前にインフルエンザ流行前に
ワクチン接種を！ワクチン接種を！
インフルエンザ流行前に
ワクチン接種を！
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コミュニケーション支援を拡充しますコミュニケーション支援を拡充します
都庁の窓口における聴覚障害者向け
コミュニケーション支援を拡充します

新型コロナウイルス感染症対策の実効性をより高めるための条例改正を行いました。
■都民・事業者の皆様へ
・検査で陽性となった方は、入院や宿泊療養または自宅療養を行い、みだりに外
出しないよう努めてください。
・まん延を防止するために必要な調査に協力するよう努めてください。
・必要な検査を受けるよう努めるとともに、検査に協力することを促すよう努め
てください。
■都の責務
・検査体制、療養環境を整備します。
・医療提供体制を確保し、必要な物資および資材を備蓄します。
・保健所設置自治体や医療機関等と協力し、都民の皆様に必要な情報を提供します。
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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

事業者の皆さんへ
ステッカーの申請方法等詳細
は、東京都防災ホームページをご
覧ください。

※　インターネット環境がない
方も申請が可能です。お問い合
わせ先までご連絡ください。

東京都　感染防止　ステッカー

問 福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課　防疫担当 TEL 03-5320-4485
HP  https://www.

65歳以上の方などは65歳以上の方などは
自己負担ゼロで自己負担ゼロで
接種できます接種できます

65歳以上の方などは
自己負担ゼロで
接種できます

　都では、区市町村が実施する
インフルエンザ定期予防接種
に対して補助を実施します。対
象の方が、お住まいの区市町村
が指定する医療機関で定期予
防接種を受ける場合、接種費用
が無料になります。
対象

期間　令和 3年１月 31日
　　　（日曜日）まで

・65歳以上の方
・60歳から 64歳で、心
臓や腎臓、呼吸器の機
能に障害があり身の回
りの生活を極度に制限
される方、HIV による
免疫の機能に障害があ
り、日常生活がほとん
ど不可能な方

問 定期予防接種の詳細は
 お住まいの区市町村へ

TEL 03-5320-4254



問 福祉保健局生活福祉部計画課　TEL 03-5320-4078　  FAX 03-5388-1403

　11 月 18 日（水曜日）、都民ホールにおいて令和２年度東京都硫黄島戦没者追悼式を執り行いました。
　硫黄島は、第二次世界大戦末期の激戦地であり、２万人あまりの尊い命が失われた、現在でも戦争の痕が
色濃く残る島です。
　東京都は、関係ご遺族とともに、硫黄島で戦没された方々を慰霊し、平和を願う都民の強い決意を表すこ
とを目的として、毎年現地硫黄島において追悼式を挙行しておりますが、今年度は新型コロナウイルス感染
防止の観点から、開催場所を都民ホールに変更して実施しました。今回で 38 回目となります。
　追悼式は、ご遺族 36 名のほか関係者が参列し、戦没者遺族代表の安田京子さんが追悼のことばを述べら
れたほか、参列者全員が白い菊を捧げました。

令和２年度東京都硫黄島戦没者追悼式を行いました

　中学３年生、高校３年生またはこれに準ずる方を養育する一定所得以下の世帯を対象に、学習塾代や受
験料の貸し付けを無利子で行います（要件・審査有り）。　　　
　高校や大学等に入学した場合は、返済が免除されます。
貸付限度額　塾代 20 万円、高校受験料 27,400 円、大学等受験料 80,000 円。
　なお、新型コロナウイルスの影響により所得が減少した世帯については、特例として貸付対象となる場
合がありますので、お住まいの区市町村までご相談ください。
　申し込み等詳細は HP またはお住まいの区市町村へ。
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/ 
    jukenseichallenge.html

受験生チャレンジ支援貸付事業

問 福祉保健局生活福祉部地域福祉課　TEL 03-5320-4072　  FAX 03-5388-1405

問 一般社団法人東京都医療社会事業協会　TEL 03-5944-8912
または、問 福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4441
HP https://tokyo-msw.com/news/020/files/2020_denwasodan.pdf

「医療と暮らしのほっとライン」

　医療ソーシャルワーカーによる医療や福祉に関する無料電話相談会を月 4 回行っています。病気やケガ
によるくらしの心配、入院や退院、介護の問題等にお困りの方は、お気軽にご相談ください。関係機関や各
職種の方々からの相談もお受けします。
相談期間　 第 1・2・4 水曜日 13 時から 16 時まで、第 3 土曜日 10 時から 13 時まで
専用電話番号　 03-6907-1781

2 福祉保健 12月号



　東京都では、平成 11 年度から毎年度、都内中学生を対象に薬物乱用防止ポスター・標語を募集しており、
今年度も、４万４千を超える数多くの応募がありました。東京都薬物乱用防止推進協議会の各地区協議会
による選考が行われ、地区会長賞に選ばれた作品の中から、東京都選考最優秀賞作品等の入賞作品が決定
しました。
　東京都選考入賞作品は、東京都が作成するリーフレットや来年度の作品募集用ポスター等に掲載し、薬
物乱用防止の普及啓発事業に活用します。
　また、東京都選考入賞作品および地区会長賞作品は、薬物乱用防止ポスター・標語作品展で展示します（第
１回作品展は、11 月に開催しました。）。

＜薬物乱用防止ポスター・標語作品展＞
第２回（東京都選考入賞作品・地区会長賞作品）
場　所　東京都薬用植物園　（小平市中島町 21 －１）※入園無料
期　間　令和 3 年 1 月 30 日（土曜日）から 2 月 4 日（木曜日）まで
　　　　（ただし、月曜日は休園日）
時　間　9 時から 16 時まで
第３回（東京都選考入賞作品のみ）
場　所　東京都庁「アートワーク」（都庁第一本庁舎１階）
期　間　令和 3 年 2 月 24 日（水曜日）から同月 28 日（日曜日）まで
時　間　9 時 30 分から 17 時 30 分まで

薬物乱用防止ポスター・標語入賞作品が決定しました

　東京都では、都民の方や看護職の方等を対象に、訪問看護の実際や重要性、その魅力を PR し、理解促進
と人材確保を図るイベントを開催します！ 
日　時　令和 3 年 1 月 23 日（土曜日）　13 時から 15 時まで (12 時から受付開始 )
開　催　オンライン開催（Zoom）
費　用　無料
内　容　① 基調講演 「訪問看護を基盤とした“まちづくり”」　
　　　　　 講　師   宮崎　和加子　氏（一般社団法人だんだん会理事長）
　　　　② 公開質問会
　　　　　 登壇者：医師、訪問看護師、地域包括支援センター 保健師およびケアマネジャー
申　込　令和２年 12 月 24 日（木曜日）までに、東京都看護協会 HP  からお申し込みください。
　　　　なお、詳細は東京都看護協会 HP をご覧ください。

訪問看護フェスティバルを開催します！

問 東京都看護協会　TEL 03-6300-5398　
HP https://www.tna.or.jp/nurse/entrusted/houmonrecruit/fes/
または、福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　TEL 03-5320-4216　  FAX 03-5388-1395

標語部門　最優秀賞

ポスター部門　最優秀賞

東星学園中学校３年
中村　将太さん

学ぼう薬物　防ごう乱用　僕らの輝く未来のために　

板橋区立志村第四中学校２年　星　諒一郎さん

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

3福祉保健 12月号



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

たくさんのみなさ
んのご参加をお待
ちしています！

　東京都では、保育サービスの更なる拡充に取り組んでいますが、それを実現させるためには保育の担い手
である皆さん一人一人の力が必要不可欠です。
　そこで今年度も、東京都保育所・保育人材センターにて、「保育士就職支援セミナー」（無料）を開催します。
保育士資格をお持ちの方で勤務経験が少ない、または未経験の方、ブランクがあるけど復職したいという方
を対象とした、今の保育現場で役に立つ実践的なプログラムを多数ご用意しています。希望者には、保育園
での実習プログラムもあります。また、託児所もご用意しています。今年度は残り2回の開催となりますので、
ふるってご参加ください。

【過去参加者の声】「実際に体験する機会もあり役に立った」「他の参加者との意見交換もできてよかった」「短　　
　　　　　　　　 期間だけど内容が濃くまとまっていた」など。（※一例です。）
※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、開催中止・延期または実施内容の変更を行う場合がありま

す。最新状況については、 HP をご確認ください。 

「保育士就職支援セミナー」を開催します

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

イベント概要　
開催日程　令和３年１月 16 日（土曜日）・17 日（日曜日）９時から 17 時 50 分までほか
会　　場　株式会社図書館流通センター（TRC 本社ビル）
　　　　　※令和３年２月にも開催します。詳細は別途 HP に掲載します。　
対　　象　保育士資格有資格者（令和２年度保育士試験合格者を含む。）
開催内容　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・保護者対応など
　　　　　※実施日によって異なります。変更となる場合もございます。
申込方法　専用の申込書（ HP で入手）をダウンロードし、郵送にて申し込み
事 務 局　東京都保育人材・保育所支援センター
　　　　　TEL 03-5211-2912（平日９時から 17 時 30 分まで）
　　　　　  FAX 03-5211-1494
　　　　　 HP https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/hoikusisien.html

　65 歳未満で発症する「若年性認知症」は、働き盛り世代で発症することから、ご本人やご家族は就労継
続や経済問題など、高齢期で発症する認知症と異なる課題に直面します。若年性認知症は最初に職場の方
が気付くことも多く、職場内での正しい理解と支援が重要です。
　東京都では、企業・団体の人事・労務担当者等を対象に若年性認知症について理解を深めていただくため、
企業向けセミナーを開催します。
日　　時　令和３年１月 20 日（水曜日）15 時から 16 時 30 分まで
開　　催　オンライン開催（ライブ配信）
定　　員　250 名　※参加無料、先着順
内　　容　①　【基調講演】若年性認知症の理解と支援
　　　　　　　講師：順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 医師　古田 晶子　氏
　　　　　②　若年性認知症総合支援センターによる就労支援
　　　　　　　講師：東京都若年性認知症総合支援センター センター長　駒井 由起子　氏
　　　　　③　企業・団体における就労支援の取組～若年性認知症の人とともに働く～
　　　　　　　講師：東京都多摩若年性認知症総合支援センター センター長　来島 みのり　氏
　　　　　　　社会福祉法人天寿園会 居宅介護支援センター椿 主任介護支援専門員　篠原 幸子　氏
申　　込　令和３年１月 12 日（火曜日）までに東京都 HP から、電子申請によりお申し込みください。
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/gyouji/jakunen_ 

seminar/index.html
　申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛てに、講義視聴に関するURLを送付し
ます。

若年性認知症企業向けセミナーを開催します！

問 福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　TEL 03-5320-4277　  FAX 03-5388-1395
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　依存症の対象には、アルコール・薬物・ギャンブル等といったさまざまな種類があり、とても身近な病気
の一つです。そして、依存症からの回復には、適切な治療と、周囲とのつながりがとても大切です。
　今年のテーマは、「今だからこそ考えたい、依存症」。最近の依存症の動向、治療、回復について、臨床や
回復支援の最前線の講師の皆さまに、お話しいただきます。
　依存症からの回復と、回復に必要な、「つながり」について、一緒に考えてみませんか？
　皆さまのご参加を、心よりお待ち申し上げます。
日　　時　令和３年１月 13 日（水曜日）　12 時 30 分から 16 時 30 分まで（開場 12 時）
方　　法　オンラインシステムを用いたライブ配信
対　　象　都内在住・在勤・在学の、依存症に関心のある方
定　　員　400 名（参加無料、申し込み多数の場合は抽選）
　　　　　※参加の可否は抽選の有無にかかわらず、１月６日ごろに でお知らせします。
内　　容　●アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症に関する基調講演
  （予定）　『人はなぜ依存症になるのか～「安心して人に依存できない」病としての依存症』
　　　　　　…国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 
　　　　　　　精神保健研究所 薬物依存研究部 部長／薬物依存症センター センター長　松本　俊彦　氏
　　　　　『薬物依存症支援のエビデンス ―ダルク追っかけ調査より― 』
　　　　　　…国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター
　　　　　　　精神保健研究所　薬物依存研究部　心理社会研究室長　嶋根 卓也　氏
　　　　　『ギャンブル等依存症回復支援プログラム（C-GAP）』
　　　　　　…東京都立中部総合精神保健福祉センター　副所長／高知大学客員教授　菅原　誠　氏
　　　　　●トークセッション
　　　　　　…特定非営利活動法人八王子ダルク　代表理事　加藤　隆 氏
　　　　　　…特定非営利活動法人ジャパンマック　みのわマック　施設長　成宮　康彦　氏　　　　
申込方法　12 月 28 日（月曜日）までに、専用 HP ・ ・  FAX・往復はがき（１人１枚）のいずれか　
　　　　にてお申し込みください。手話通訳等のご希望がありましたら、ご記入ください。
申 込 先　依存症対策普及啓発フォーラム運営事務局　株式会社ディーワークス（受託業者）
　　　　　〒 111-0052　東京都台東区柳橋 1-5-8 DKK 柳橋ビル 3F
　　　　　 HP https://www.d-wks.net/tokyo210113/ 
　　　　　 izon ＠ d-wks.net　  FAX 03-5835-0296 

東京都依存症対策普及啓発フォーラム～今だからこそ考えたい、依存症～を開催します

二次元バーコード

問 東京都立中部総合精神保健福祉センター　広報援助課　計画調査担当   TEL 03-3302-7702   FAX 03-3302-7839

　健康増進法に基づく都道府県健康増進計画である「東京都健康推進プラン２１（第二次）」では、「健康寿
命の延伸」と「健康格差の縮小」を総合目標としており、その目標を達成するための基礎資料として、住民
基本台帳から無作為に抽出した、67,395 名の方を対象に都民の皆さまの健康や生活習慣に関する意識、地
域での活動状況に関して調査を行います。回答方法は郵送またはインターネットがあります。調査へのご協
力をよろしくお願いいたします。
対　象　都内に居住する 20 歳以上の方
期　間　11 月下旬から 12 月下旬 まで（調査票返送締切は 12 月中旬または下旬）
内　容　主観的健康感、地域グループ・団体への参加や地域社会とのつながり、健診受診状況、生活習慣に　　　　
　　　関する認知度（運動・栄養）など
※本調査は、東京都が調査専門機関である一般社団法人輿論（よろん）科学協会に委託して実施します。
HP 東京都福祉保健局トップページ⇒健康・安全⇒健康づくり⇒とうきょう健康ステーション⇒都民の健康
　や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/plan21/R2chousa.html

都民の健康や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査を実施します

問 一般社団法人輿論（よろん）科学協会　TEL 03-5413-3517　  FAX 03-3404-0019 
　 福祉保健局保健政策部健康推進課 　TEL 03-5320-4356　  FAX 03-5388-1427 
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お知らせ

都民アレルギー講演会「学んで活かそう！
アトピー性皮膚炎と上手に付き合うコツ」を配信します。

　アトピー性皮膚炎の基礎的な知識と適切なケア方法についての講演動画を配信します。申し込み
不要で、無料でご視聴いただけます。
※　ご視聴に係る通信費は、ご視聴者様のご負担となります。
配信期間　令和２年 12 月 17 日（木曜日）から令和３年３月 31 日（水曜日）まで
内　　容 「アトピー性皮膚炎の基礎知識と最新のトピックス　～アトピー性皮膚炎と上手に付き合うために～」
講　　師　国立研究開発法人 国立成育医療研究センター　
　　　　　アレルギーセンター 総合アレルギー科医長　　福家　辰樹　氏
HP  ①東京都アレルギー情報 navi.
　　  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/eff ort/lecture.html
　  ②東京動画　東京都公式動画チャンネル
　　  https://tokyodouga.jp/　※「都民アレルギー講演会」で検索してください。

問 東京都健康安全研究センター健康危機管理情報課環境情報担当
TEL 03-3363-3487（直通）（平日：９時から 17 時まで）　FAX 03-5386-7427

多摩地域の都保健所における地域保健医療協議会委員の募集
　多摩地域の各二次保健医療圏における、保健医療サービスについて検討する委員を公募します。
資　格　多摩地域在住の令和 3 年 4 月 1 日時点で 20 歳以上の方（その他の要件有り）
人　数　各圏域 3 名以内　任　期　最長 2 年
申　込　令和 3 年 1 月 22 日（金曜日）（消印有効）までに、作文（テーマ有り・1,200 字以内）・住所・
　　　　氏名・年齢・性別・職業・電話番号を書き、お住まいの地域を管轄する都保健所へ送付し
　　　　てください。詳細は HP をご確認ください。

問 多摩地域の各保健所、または福祉保健局保健政策部保健政策課
TEL 03-5320-4334　FAX 03-5388-1427　 S0000282@section.metro.tokyo.jp
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/oshirase/koubo2.html

調理師の皆さまへ
　調理師法により、都内で調理業務に従事している調理師免許取得者は、12 月 31 日現在の就業場
所等の届出が必要です。令和３年 1 月 15 日（金曜日）までに指定届出受理機関へ郵送または電子メー
ルで届け出てください。

問 福祉保健局健康安全部健康安全課　TEL 03-5320-4358　

都立看護専門学校一般入学試験
受験資格　高等学校卒業 ( 見込みを含む。) かそれ以上
募 集 校　広尾 · 板橋 · 荏原 · 府中 · 北多摩 · 青梅 · 南多摩
試　　験　<1 次 > 令和 3 年 1 月 24 日 ( 日曜日 )、<2 次 > 令和 3 年 1 月 29 日 ( 金曜日 )
願書受付 令和 3 年 1 月 5 日 ( 火曜日 ) から 8 日 ( 金曜日 )( 消印有効 ) までに郵送か持参で志望校へ
募集要項　各校か福祉保健局医療政策部医療人材課で配布。請求は封筒に「一般入試募集要項希望」

と書き、390 円切手を貼った返信用封筒 ( 角 2) を同封し、各校か福祉保健局医療政策
部医療人材課へ。

問 福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4442　
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/kango/test_info.html
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１月は 医療証の更新月です

　ひとり親家庭等医療費助成制度（ （マル親））は、毎年１月に医療証が一斉更新となります。
更新日が近づいてもお手元に新しい医療証が届かない方は、お住まいの区市町村担当窓口へお問い
合わせください。
　受診の際には、新しい医療証と被保険者証を必ず窓口に提出し
てください。
対　　象　●　児童を監護しているひとり親家庭等の母または父
　　　　　●　両親がいない児童などを養育している養育者
　　　　　●　ひとり親家庭等の児童または養育者に養育されて　　　　　　
　　　　　　いる児童で、18 歳に達した日の属する年度の末日
　　　　　　までの方（障害がある場合は 20 歳未満）
　　　　　※　生活保護を受けている方、施設等に措置により入
　　　　　　所している方は対象外となります。
有効期間　令和３年１月１日から令和３年 12 月 31 日まで
　　　　　※　18 歳児は令和３年３月 31 日まで
　なお、区市町村で決めた所得制限がありますので、手続等の詳細は、お住まいの区市町村へお問
い合わせください。

問 住民票のある区市町村、または福祉保健局保健政策部医療助成課
TEL 03-5320-4282　  FAX 03-5388-1437

医療券（気管支ぜん息等）の更新を忘れずに～大気汚染医療費助成制度～
東京都大気汚染医療費助成制度とは

　一定の要件を満たす方に対して、認定された疾病の治
療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額※を
助成します。（※生年月日が平成９年４月１日以前の方は、
月額６千円までは自己負担となり、６千円を超えた部分
を東京都が助成します。）。
対　象　次の①～⑤の要件を全て満たす方
①　18 歳未満　※生年月日が平成９年４月１日以前の方

で有効期間内の医療券をお持ちの方は、更新のみ可能
②　気管支ぜん息・慢性気管支炎・喘息性気管支炎・肺

気しゅ（これらの続発症を含む）に罹患している。
③　都内に引き続き１年（３歳未満は６か月）以上住所

を有する（都内住民登録が必要）。
④　健康保険等に加入している。
⑤　喫煙していない。
　　

問 東京都ナースプラザ（東京会場予約先）ナースバンク東京　TEL 03-5309-2065
　　　　　　　　　　　（立川会場予約先）ナースバンク立川　TEL 042-529-7077
または、福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4447
HP https://www.np-tokyo.jp/about/activities/nursebank/fureai-seeker.html

問 お住まいの区市町村窓口または、
福祉保健局健康安全部環境保健衛生課　TEL 03-5320-4491　  FAX 03-5388-1426
HP  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html

（桃色）

●　認定期間満了後も引き続き助成を受
けるためには更新手続が必要です。

●　更新に必要な書類は有効期間満了
の約２か月前にお送りします。

※　書類が届かない場合は、各区市町
村の窓口に備えてありますので、手
続をしてください。

●　有効期間満了の１か月前を目安に
各区市町村の窓口で更新手続を行っ
てください。

※　生年月日が平成９年４月１日以前
で有効期間内の医療券をお持ちの方
は、有効期間満了までに更新手続を
行わない場合、資格喪失となり、再
度認定を受けられなくなります。

看護職就職相談会「ふれあいナースバンク」【事前予約制】
開催日程　①　1 月 28 日 ( 木曜日 )　②　2 月 5 日 ( 金曜日 )13 時 30 分から 16 時まで
場　　所　①　ナースバンク立川　②　ナースバンク東京
対　　象　就業を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）の方
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「2020社会福祉の手引」を発行しました！
～福祉サービスの案内書として役立つ一冊です～

　都民や福祉実務者などの身近なハンドブックとしてご活用いただいて
いる「社会福祉の手引」の 2020 年版を発行しました。
　社会福祉の各制度および保健・医療分野の事業、福祉サービス等の利
用手続、相談機関、施設一覧等の最新情報を掲載しています。
　ぜひご活用ください！

問 福祉保健局総務部総務課　TEL 03-5320-4032　FAX 03-5388-1400
HP  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/koho/publications/tebiki2020.html

11
月
の
動
き

価　　格　293 円＋税
販売場所　都民情報ルーム
　　　　　都庁第一本庁舎 3 階南側　TEL 03-5388-2276

※　郵送販売、その他取扱書店（ウェブストアを含む。）
　の詳細は、 都民情報ルームへお問い合わせください。
※　福祉保健局 HP にも掲載しています。

　医師法等の規定により、医師・歯科医師・薬剤師の有資格者および看護師等の業務従事者は、２年に１度、
12 月 31 日現在における氏名・住所等の事項を届け出ることとされています。
　本年はその届出年に当たるため、届出用紙をご提出ください。
届出用紙の入手
○医師・歯科医師・薬剤師　厚生労働省 HP からダウンロード

HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sanshi_todokede.html
○保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士　福祉保健局 HP からダウンロード

HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/todoke/2todoke.html
　※都内保健所でも配布しています。
提出期限・提出先　令和３年１月 15 日（金曜日）までに保健所へ提出してください。

令和２年医療業務従事者の届出

問 【医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士および歯科技工士について】
　  福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4517　FAX 03-5388-1436
　  【薬剤師について】 福祉保健局健康安全部薬務課　 TEL 03-5320-4503　FAX 03-5388-1434
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/iryoujyujitodoke.html

福祉保健 vol.196　令和 2 年 12 月発行
印刷規格表第１類　印刷番号（31）94　　〒 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　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp

子ども虐待防止オレンジリボン運動公式ポス
ターコンテスト 2020　入賞作品ポスター展示　
令和 2 年度第 2 回自殺総合対策東京会議重点
施策部会
令和 2 年度第 4 回東京都食品安全審議会部会
妊活支援等に関する連携協定締結式
民生児童委員区市町村会長会
令和 2 年度第 2 回救急医療機関認定審査会

（web 会議）
令和 2 年度東京都硫黄島戦没者追悼式
企業向け自殺対策講演会「今こそ、ラインケアを」

（オンライン開催）
令和 2 年度第 2 回東京都食品安全審議会
里親を身近に感じるイベント～子供を迎え、一緒に暮ら
す。意外と知らない里親制度～
東京都児童福祉審議会　第 4 回専門部会
東京都成年後見地域連携ネットワーク会議・成年後見制
度推進機関連絡会（web 会議）
令和 2 年度東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡
協議会（web 会議）
東京都ひきこもり等の若者支援プログラム支援活動団体
説明会（web 会議）

3 日から 8 日　

4 日

6 日

13 日

18 日
　　　　 25 日　

26 日

30 日　


