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６月は東京都 HIV 検査・相談月間です
昨年、都内で HIV 感染が分かった人（HIV 感染者・AIDS 患者）は 357 人で、HIV 感染者は 20 歳代
～ 30 歳代の若い世代に多くなっています。
HIV 感染は自覚症状がないため、HIV に感染しているかどうかは検査を受けなければ分かりません。
この機会に HIV 検査を受けてみませんか。

月間中は、検査・相談を拡充しています
（匿名・無料）

（１）東京都新宿東口検査・相談室
• HIV 検査と合わせて梅毒検査を毎日実施
• 6 月の HIV 検査・相談月間中はクラミジア・淋菌検査を追加実
施（要予約）
03-6273-8512（月曜日～金曜日： 15時30分～19時30分）
（土曜日～日曜日： 13時～16時30分）

インターネット予約もできます→

（２）東京都多摩地域検査・相談室
• HIV 即日検査と合わせて梅毒即日検査を土曜日に実施（要予約）
080-2022-3667（平日：10 時～ 16 時）

※ 都内の検査情報については

「東京都 HIV 検査情報 Web」をご覧ください。

年間を通じて、平日の夜間と土日、祝日も電話相談を実施しています
東京都 HIV ／エイズ電話相談
03-3227-3335
「感染しているのでは」という不安や「正しい予防が知りたい」など匿名で様々な相談ができます。
月曜日～金曜日：12 時～ 21 時
土曜日・日曜日・祝日：14 時～ 17 時
感染症対策部防疫・情報管理課
03-5320-4487
03-5388-1432
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各記事の詳細は、記事右下の二次元バーコードからご覧いただけます。
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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がん検診の大切さを伝える
「父の日キャンペーン」

飲食店の皆様へ HACCP の
訪問アドバイスを活用しませんか？

日本人の２人に１人がなるといわれている、がん。
男性では、40 歳代から罹患率が増加します。
がんの早期発見・早期治療のためには、コロナ禍で
も定期的にがん検診を受診することが重要です。
６月 19 日の「父の日」に合わせ、
がん検診の大切さ
を伝えるメッセージカード・
画像を配布します。いつまで
も元気でいてほしいお父さん
やまわりの大切な方へ贈り、
健康について考えるきっかけ
にしませんか。
詳細は をご覧ください。

食品衛生法が改正され、原則すべての食品等事業者
は「HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理」を行う
ことが義務となりました。
「HACCP に沿った衛生管理」をスムーズに導入・
定着できるよう、専門相談員がお店を訪問してお手伝
いします。
• 飲食店・喫茶店等の営業施設（特別区、八王子市、
町田市内の施設を除く。）
（厚生労働省 に掲載されている「小規模な一般
飲食店事業者向け HACCP の考え方を取り入れ
た衛生管理のための手引書」を使用するお店）
HACCP に沿った衛生管理・手引書について →

保健政策部健康推進課
03-5320-4367

「野菜メニュー店」を知っていますか？
生活習慣病予防のために１日に摂りたい野菜の量は
350 ｇ以上です。しかし、都民の 1 日当たりの野菜
の平均摂取量（20 歳以上）は 299.9 ｇ※で目標量に
は達していません。※令和元年東京都民の健康・栄養状況
東京都では都民の食生活をサポートする「野菜メ
ニュー店」の取組を行っています。
「野菜メニュー店」
では１食当たり 120g 以上の野菜を使用した野菜メ
ニューを提供しています。下記ステッカーが目印です。

無料
360 施設
令和５年２月 28 日（予定）までに、 又は により、
①施設所在地、②施設名、③施設の電話番号、④担当
者氏名、⑤担当者の電話番号をお知らせの上、以下ま
でお申し込みください。
一般社団法人東京都食品衛生協会
03-3934-5826（平日 9 時から 17 時まで）
による申込方法や事業の詳細については、
をご覧ください。
健康安全部食品監視課
03-5320-4475

「心のバリアフリー」サポート企業を
募集します！
野菜メニュー店ステッカー
東京都健康づくり推進キャラクター
ケンコウデスカマン

お近くの野菜メニュー店は、
で検索！

とうきょう健康ステーション 野菜メニュー店

・「野菜メニュー店」は、東京都保健所管内（多摩・島しょ地域）で取り組ん
でいる事業です。
特別区、八王子市及び町田市では独自の取組を行っていますので、詳細
は各区市へお問い合わせください。

保健政策部健康推進課
03-5320-4357

心のバリアフリーに対する社会的気運の醸成を図る
ため、従業員等の意識啓発等に取り組む企業等を「心
のバリアフリーサポート企業」として登録します。ま
た、特に優れた取組を実施している企業等を「心のバ
リアフリー好事例企業」として公表します。ぜひご応
募ください。
東京都内に事業所を有する法人
登録のメリット／登録証発行、
都 で企業名公表、顧客等へのア
ピール、従業員の意識向上
サポート企業は令和 5 年 2 月
28 日 ま で。 好 事 例 企 業 は 令 和 4
年 10 月 31 日まで。
東京都「心のバリアフリー」サポート企業連携
事業運営事務局
03-4570-6116（10 時～ 17 時、土日祝除く）
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大麻で検挙される 10 代の
若者が、この 10 年間で 10
倍以上に増えています。
そして、８割の人が知人・
友人に誘われて手を出して
います。誘われたら、すぐに
その場を離れましょう。

生活福祉部計画課
03-5320-4047

バリアフリー情報サイトの
Web アンケートにご協力ください
都内のバリアフリー情報を一元
的に閲覧できる 「とうきょうユ
ニバーサルデザインナビ」では、
よりよいサイトづくりを目指し、
Web アンケートを実施していま
す。皆さまのご意見をぜひお寄せ
ください。抽選で 40 名様に 1,000
円分のクオカードを進呈します。
ご回答は よりお願いします。回答期間は、5 月
23 日（月）から 6 月 22 日（水）まで。
東京都福祉保健財団
03-3344-8534

受験生チャレンジ支援貸付事業
令和４年度から収入基準額の見直し等を行い、支援
対象を拡大しました。
中学３年生・高校３年生又はこれに準じる方を養
育する一定所得以下の世帯

・学習塾代や受験料を無利子貸付で応援（要件・審
査有）
・高校や大学等に入学した場合は、返済が免除
・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感染症の影響による休業
や失業等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。
詳細は 又はお住まいの区市町村までご相談くだ
さい。
お住まいの区市町村、又は
生活福祉部地域福祉課
03-5320-4072

東京都地域医療支援ドクター
（常勤医師）の募集
地域医療に従事する意思のある、医歴５年以上で、
５名
採用予定日現在満 60 歳未満の医師
周産期医療（産科・新生児科）、小児医療、へき地
医療（総合・内科・外科等）
、救急診療（内科・外科等）
のいずれか。採用予定日は、令和５年４月１日
締切は、令和 4 年 8 月 1 日（月）まで（消印有効）。

6 月は蚊の発生防止強化月間です！
か

き

夏季に向け、蚊気注意！
デング熱やジカウイルス感染症などの蚊が媒介する
感染症の発生を未然に防止するためには、日頃から蚊
の発生を抑制するとともに、蚊に刺されないようにす
ることが大切です。
皆さんで協力し、身のまわりの
蚊の発生防止に取り組みましょう。
蚊対策のポイント
【幼虫対策】
○不要なたまり水をなくす
蚊をなくして安全・安心！
【成虫対策】
○草むら・やぶは定期的に手入れをする
○蚊に刺されないように、長袖・長ズボンの着用や
必要に応じて虫避け剤を活用する
健康安全部環境保健衛生課
03-5320-4391
03-5388-1426

介護の「職場体験」
「資格取得支援」
「就
業促進」事業の利用者募集について
介護人材の安定的な確保と育成を図るため、介護人
材確保対策事業を実施しています。
現在、東京都内で高齢者介護の仕事をしたい方を対
象に、事業の利用者を募集していますので、ぜひご応
募ください。

①介護の職場体験
介護業務への就労を希望する方が、東京都内の介護施
設等で最大３日間、介護の仕事の職場体験ができます。
②介護職員資格取得支援事業
介護業務への就労を希望する離職者、就業者、学生
等を対象に、無料の介護職員初任者研修を開講し、資
格取得を支援します。
③介護職員就業促進事業
介護業務への就労を希望する方が、介護施設等で就
労しながら、介護職員初任者研修、生活援助従事者研
修又は実務者研修の受講ができます。
詳細の情報は、東京都福祉人材センター をご覧く
ださい。
東京都福祉人材センター
03-5211-2910
高齢社会対策部介護保険課
03-5320-4267

医療政策部医療人材課（応募先）
03-5320-4552
03-5388-1436
S0000297@section.metro.tokyo.jp
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犬・猫へのマイクロチップの
装着が制度化
令和４年６月より、ペットショップで販売される犬
や猫について、マイクロチップの装着が義務化されま
した（動物の愛護及び管理に関する法律の改正による
もの）。マイクロチップは、迷子や災害などの際に自
分のペットであることを明確に確認できる手段です。
おうちで飼われている犬や猫についても、ぜひ装着を
ご検討ください。詳細は をご覧ください。
• 犬や猫の販売業者（ペットショップ等）には、犬・
猫へのマイクロチップの装着が義務化
• 一般のご家庭の犬や猫にも、マイクロチップを
装着するよう努めることが規定
• マイクロチップを装着した犬・猫を飼い始めた
り、自分の飼い犬・飼い猫にマイクロチップを
装着した場合は、30 日以内にマイクロチップ情
報の登録や変更手続が必要
健康安全部環境保健衛生課
03-5320-4412
03-5388-1426

聞こえの相談会

ＳＴＯＰ！！薬物乱用
～「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を実施～
若者の大麻乱用が拡大

近年、インターネットやＳＮＳで「大麻は安全」等
の誤った情報が広まっており、青少年の大麻乱用が拡
野菜メニュー店ステッカー
大しています。
大麻などの薬物乱用は、心と体をボロボロにするだ
お近くの野菜メニュー店は、
東京都健康づくり推進キャラクター
ケンコウデスカマン
で検索！
けでなく、家族や友人を巻き込み、あなたの大切な人
生を台無しにしてしまうおそれがあります。
「自分は
とうきょう健康ステーション 野菜メニュー店
大丈夫」
「一度だけなら」といった安易な考えは危険
です。
・
「野菜メニュー店」
は、東京都保健所管内（多摩・島しょ地域）で取り組ん

でいる事業です。
特別区、八王子市及び町田市では独自の取組を行っていますので、詳細
は各区市へお問い合わせください。
「ダメ。ゼッタイ。
」普及運動とは？

薬物乱用のない社会を目指し、国民一人一人の薬物
乱用問題に対する認識を高めるとともに、
「6・26 国
際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図るための全国的な運
動です。
東京都では、令和 4 年 6 月 20 日（月）から同年 7
月 19 日（火）まで、
「ダメ。ゼッタイ。
」普及運動を
実施し、官民一体となり、薬物乱用防止対策を強力に
推進していきます。
大麻で検挙される 10 代の
若者が、この 10 年間で 10
倍以上に増えています。
そして、８割の人が知人・
友人に誘われて手を出して
います。誘われたら、すぐに
その場を離れましょう。

「聞こえ」に関してお困りの方のための相談会です。
ご家族の同席も可能です。
6 月 25 日、7 月 30 日、8 月 20 日、9 月 17 日、
10 月 29 日、11 月 26 日、12 月 24 日、1 月 28 日、
2 月 25 日、3 月 25 日 （全て土曜日）
（社福）聴力障害者情報文化センター内
都内在住・在勤・在学で聞こえや補聴器について
相談したい方等
先着 10 名
相談時間／ 1 人 50 分程度
電話、FAX、メール、郵送、来所のいずれかの方法で、
①氏名、②年齢、③連絡先（住所・FAX 番号等）、
④希望日と希望時間を（社福）聴力障害者情報文化セ
ンターへ。詳細は をご覧ください。

出典：警察庁『組織犯罪対策に関する統計』

東京都オリジナルキャラクター
勇者・ストップ

（社福）聴力障害者情報文化センター
03-6833-5004
03-6833-5005
soudan@jyoubun -center.or.jp
〒 153-0053 東京都目黒区五本木 1-8-3
障害者施策推進部計画課
03-5320-4147
03-5388-1413
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薬物乱用未然防止活動キャンペーンキャラクター

(公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター
薬物乱用未然防止活動キャンペーンキャラクター

「ダメ。ゼッタイ。」君

「ダメ。くま」君

健康安全部薬務課
03-5320-4504

03-5388-1434
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