
   

  実習実施にあたっては、下記のとおり、必要な感染症対策へのご協力等お願いします。 

  受講生に対しては、研修受講における健康状態チェックリストを配付する等、健康管理や感染

症対策の徹底を周知しています。その他、ご不明な点は下記連絡先までご連絡ください。 

          感染症対策 

■ 手洗いやうがい等の励行 

■ マスクの着用 

■ 検温の実施（健康管理の徹底）  

■ アルコール消毒液の設置（手指衛生の徹底） 

■ 事業所内の換気 

■ 人と人との間隔の確保                        など 

    事業所内で感染者が発生した場合 

■ 実習受入事業所内で感染者が発生した場合は、財団（下記連絡先）までご連絡ください。 

■ 受講生にも直接ご連絡をお願いします。 

■ この場合は、原則、当該事業所における実習は中止となります。 

■ 事業所を所管する保健所へ連絡し、今後の対応についてご確認ください。 

※ 濃厚接触者を把握された場合も、財団（下記連絡先）までご連絡ください。 

また、保健所へ連絡し、その指示に従っていただき、感染の有無が判明するまで 

の期間は実習を一時中断してください。 

    受講生が感染した場合 

 ■ 受講生が感染した場合は、原則、実習の途中でも中止とします。 

 ※ 濃厚接触者となった場合も感染の有無が判明するまでは実習を一時中断とします。 

 ■ 受講生の感染等を財団で把握した場合、財団からも当該事業所あてに連絡します。 

    新型コロナウイルス感染症の再拡大等が生じた場合 

■ 新型コロナウイルス感染症の再拡大等により、研修の延期や中止等のお知らせが 

ある場合は、登録アドレスへのメール連絡及び当財団ＨＰでお知らせします。 

［東京都福祉保健財団 ホーム>介護支援専門員のご案内の”お知らせ”をご確認ください。］ 

http://www.keamane.tokyo.jp/index.html 

      新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口 

■ 新型コロナウイルス感染症について心配な点及びご質問等がある方は、最寄りの 

保健所または東京都のコールセンター等へご相談ください。 ＊裏面参照 

 

皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

～実習受入事業所の皆さまへ～ 

実習実施に係る新型コロナウイルス感染症の対応について 

【連絡先】（公財）東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 ケアマネ研修担当 03-3344-8512 

（土・日・祝日を除く 8時 45分から 17時 30分まで） 

 

（別紙４） 

http://www.keamane.tokyo.jp/index.html


 

（出典：東京都福祉保健局ＨＰ）

🏢保健所の連絡先
所在地 保健所名 電話番号 開設時間 所在地 保健所名 電話番号 開設時間

あ 足立区 足立保健所 03-3880-5747 平日8:30-17:15 あ 昭島市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日9:00-17:00

荒川区 荒川区保健所 03-3802-3111内線430 平日8:30-17:15 あきる野市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

板橋健康福祉センター:03-3579-2333 稲城市 南多摩保健所 042-371-7661 平日9:00-17:00

上板橋健康福祉センター:03-3937-1041 青梅市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

赤塚健康福祉センター:03-3979-0511 奥多摩町 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

志村健康福祉センター:03-3969-3836 か 清瀬市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日9:00-17:00

高島平健康福祉センター:03-3938-8621 国立市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日9:00-17:00

板橋区保健所予防対策課:03-3579-2321 小金井市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日9:00-17:00

江戸川区 江戸川保健所 03-5661-2475 平日8:30-17:15 国分寺市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日9:00-17:00

大田区 大田区保健所 03-5744-1263 平日8:30-17:15 小平市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日9:00-17:00

か 葛飾区 葛飾区保健所 03-3602-1399 平日8:30-17:15 狛江市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日9:00-17:00

北区 北区保健所 03-3919-3102 平日9:00-17:00 た 立川市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日9:00-17:00

江東区 江東区保健所 03-3647-5879 平日8:30-17:15 多摩市 南多摩保健所 042-371-7661 平日9:00-17:00

さ 品川区 品川区保健所 03-5742-9108 平日9:00-17:00 調布市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日9:00-17:00

渋谷区 渋谷区保健所 03-3463-2416 平日8:30-17:15 な 西東京市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日9:00-17:00

新宿区 新宿区保健所 03-5273-3836 平日9:00-17:00 は 八王子市 八王子市保健所 042-620-7253 平日9:00-17:00

杉並保健所保健予防課：03-3391-1025 羽村市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

荻窪保健センター：03-3391-0015 東久留米市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日9:00-17:00

高井戸保健センター：03-3334-4304 東村山市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日9:00-17:00

高円寺保健センター：03-3311-0116 東大和市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日9:00-17:00

上井草保健センター：03-3394-1212 日野市 南多摩保健所 042-371-7661 平日9:00-17:00

和泉保健センター：03-3313-9331 日の出町 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

墨田区 墨田区保健所 03-5608-1443 平日9:00-17:00 檜原村 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

世田谷区 世田谷保健所 03-5432-2111 平日8:30-17:15 府中市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日9:00-17:00

た 台東区 台東保健所 03-3847-9402 平日9:00-17:00 福生市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

中央区 中央区保健所 03-3541-5254 平日9:00-17:00 ま 町田市 町田市保健所 042-722-3111 平日8:30-17:00

千代田区 千代田保健所 03-5211-4111 平日9:00-17:00 瑞穂町 西多摩保健所 0428-22-6141 平日9:00-17:00

豊島区 池袋保健所 03-3987-4179 平日9:00-17:00 三鷹市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日9:00-17:00

な 中野区 中野区保健所 03-3382-6532 平日9:00-17:00 武蔵野市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日9:00-17:00

練馬区 練馬区保健所 03-5984-4761 平日9:00-17:00 武蔵村山市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日9:00-17:00

は 文京区 文京保健所 03-5803-1836 平日9:00-17:00 あ 青ヶ島村 八丈出張所 04996-2-1291 平日9:00-17:00

ま 港区 みなと保健所 03-3455-4461 平日8:30-17:15 大島町 大島出張所 04992-2-1436 平日9:00-17:00

目黒区 目黒区保健所 03-5722-9896 平日8:30-17:00 小笠原村 小笠原出張所 04998-2-2951 平日9:00-17:00

か 神津島村 神津島支所 04992-8-0880 平日9:00-17:00

た 利島村 大島出張所 04992-2-1436 平日9:00-17:00

な 新島村 新島支所 04992-5-1600 平日9:00-17:00

は 八丈町 八丈出張所 04996-2-1291 平日9:00-17:00

ま 御蔵島村 三宅出張所 04994-2-0181 平日9:00-17:00

三宅村 三宅出張所 04994-2-0181 平日9:00-17:00

☎新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について

板橋区 板橋区保健所 平日8:30-17:00

杉並区 杉並保健所 平日8:30-17:00


