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お知らせ・情報コーナー
☎…電話番号　 …ファクス番号
…ホームページアドレス
…Eメールアドレス

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先
※費用の記載がないものは無料4 凡 

例

�26・27年度の保険料
■内容＝▷均等割額…年間4万
2,200円　▷所得割率…8.98％
■限度額＝57万円　※現行の保
険料軽減策は引き続き実施。保険
料の決定方法など、くわしくは被
保険者に2月下旬に送付する「あ
だち長寿医療だより」を参照
�保険料・制度の説明会
■日時等＝表1■申込＝不要　※
当日直接会場へ

――いずれも――
■問先＝お問い合わせコールあだ
ち（毎日、午前8時～午後8時）　
� ☎3880-0039

26・27年度の後期高齢者
医療保険料の見直し

募集人数＝5人程度（選考）■任
期＝27年3月31日まで■申込＝
募集要項を参照　※募集要項は3
月11日㈫、午後5時までに電話ま
たは窓口で請求■期限＝3月18日
㈫必着■申・問先＝自然再生担当
☎3880-5026� �3880-5604

※今後の開催場所など、くわしく
は区のホームページをご覧になる
かお問い合わせください。■問先
＝白井エコセンター㈱　
� ☎3897-1327
区・資源化推進係�☎3880-5027

白井エコセンター㈱による
鹿浜三丁目での「資源ごみ
買取市」は3月23日㈰で終了■対象＝保健師の資格を有する方

■勤務内容＝呼吸器疾患啓発講座
の企画・調整、相談業務など■勤
務条件＝週30時間以内（1日7時
間45分以内）　※社会保険・有給
休暇あり■雇用期間＝4月1日～
27年3月31日■報酬＝月額21万
円　※交通費あり■募集人数＝1

保健師（非常勤）

人■選考＝▷1次…書類　▷2次
…面接■申込＝履歴書（J

ジ ス

IS様式
推奨、写真貼付）を へ郵送また
は持参　※応募書類は返却不可■
期限＝3月5日㈬必着■勤務場所・
申・問先＝公害保健係　
� ☎3880-5893

■対象＝満20歳以上で、区内在
住・在勤・在学または区内の自然
環境に係る活動をしていて、野鳥
を識別できる方　※4月20日㈰に
実施する基礎研修会に出席が必要
■内容＝2カ月に1回、指定した
地域の野鳥の生息調査と報告／活
動報告会・研修会などへの出席■

野鳥モニター

　台東区Ｔ、荒川区Ａ、足立区Ａ、墨田区Ｓ、葛飾区
Ｋの5区共同でものづくり産業の活性化をめざす
「TASKプロジェクト」。同プロジェクトでは、生活提
案型の新製品を募集する「TASKものづくり大賞」を実
施し、毎年優秀な製品を表彰しています。
　今回、全84点の応募製品の中から、足立区の企業が
4年連続で大賞を受賞。また19点の入賞製品のうち優
秀賞が2製品、奨励賞が9製品、大賞を含め計12点の
足立区内企業製品が入賞という快挙を成し遂げました。

区のイベント、手続き案内はお問い合わせコールあだちへ（毎日、午前8時〜午後8時）� ☎3880-0039　 �3880-0041

スイッチカバール
東京パック㈱（足立ブランド認定企業）

偏光おもしろシャーレ・教材
㈲プリントアート
（足立ブランド認定企業）

I
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岩城工業㈱
（足立ブランド認定企業）

▲ 部屋の雰囲気やインテリアに合わせて、簡単に
イメージチェンジできるスイッチカバー

▶ 透明なのに重ね
ると色が見える
不思議な　　　
シャーレ

▶ ペットボトルや
牛乳パック、水
筒などに使える
水切りホルダー

大賞

優秀賞

優秀賞

　斬新なアイデアで事業や新製品・新サービスの開発などに挑戦
する企業を対象にビジネスコンテストを開催します。　
■応募期間＝4月14日～5月9日　※事業概要など、くわしくは募
集要項または区のホームページを参照。募集要項は下記説明会で
配布するほか、3月13日㈭以降、区のホームページからもダウン
ロード可■申・問先＝創業支援係（あだち産業センター内）　
� ☎3870-8400

■対象＝未創業または創業5年未満の事業者（26年4月1日現在）
■助成金額＝最大200万円　※採択者のみ■賞金＝最優秀賞30万
円など　※採択者の中から選定

■対象＝創業3年以上の事業者（26年4月1日現在）■助成金額＝
最大1,000万円　※採択者のみ。1年度につき500万円で2年継続
の場合

■日程＝3月12日㈬■場所＝あだち産業センター■内容等＝▷ビ
ジネスチャレンジコース…午後6時30分～7時10分　▷創業プラ
ンコンテスト…午後7時30分～8時10分■定員＝各30人（2月26
日から先着順）■申込＝電話

挑戦する企業求む！
～ニュービジネス支援事業～

創業プランコンテスト

ビジネスチャレンジコース

説明会

�地域包括支援センター介護（予防）教室（3月分）
申・問先

（地域包括支援センター） 日時 内容等

伊興　
�☎5837-1280

①7㈮　②25㈫、
いずれも
午後1時～2時30分

①若返りストレッチ、リズム体操　②座った
ままできる健康体操　いずれも、場所＝伊興
地域学習センター　定員＝30人（先着順）　
申込＝電話

入谷　
�☎3855-6362

7㈮、
午前10時～11時

定期的に行おう体力測定　場所＝足立翔裕
園（入谷9-15-18）　定員＝30人（先着順）　
申込＝電話

扇　
�☎3856-7007

①5㈬　②19㈬、
いずれも
午後2時～3時

①講演会「食事から認知症を予防」　②講習
会「免疫力を上げる運動と食事」　いずれも、
定員＝30人（先着順）　申込＝電話

新田　
�☎3927-7288

①15㈯、
午後2時～3時30分
②20㈭、
午後2時～3時

①講演会「本当に知っていますか認知症」　
②今から始める元気な体づくり「全身のバラ
ンスを整えるロコモ体操」　場所＝①新田住
区センター　②新田地域学習センター　定
員＝①30人　②20人　費用＝②10円（保険
料）　いずれも、先着順　申込＝電話

中川　
�☎3605-4985

18㈫、
午後2時30分～3時
30分

講習会「悪質商法や詐欺から身を守ろう」　
場所＝中川地域センター（長門住区センター
分館）　定員＝50人（先着順）　申込＝電話

西新井　
�☎3898-8391

5㈬、
午前10時～11時

講演会「楽しく認知症予防」　場所＝高齢者
在宅サービスセンター西新井（西新井2-5-5）

日の出　
�☎3870-1184

①10㈪　②17㈪、
いずれも
午後1時30分～3時

①脳を鍛えて認知症予防こくご「あいうえお
ワーク」　②脳を鍛えて認知症予防「おんが
く」　いずれも、場所＝千住あずま住区セン
ター分室　定員＝30人（先着順）　申込＝電話

本木関原　
�☎5845-3330

12㈬、
午後1時30分～3時 転倒予防体操　場所＝本木関原住区センター

※先着順は2月26日から受け付け開始（月～土曜日、午前9時～午後5時）
※「場所＝」の記載がないものは問先の地域包括支援センターが会場
※「申込＝」の記載がないものは申し込み不要。当日直接会場へ

表1　保険料・制度の説明会日時等
場所 日時

勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）

3/9㈰、
午前10時～11時

区役所庁舎ホール 3/12㈬、
午後2時～3時

竹の塚
地域学習センター

3/16㈰、
午前10時～11時

T
タ ス ク

ASKものづくり大賞
■問先＝工業係　� ☎3880-5869
足立区の企業が4年連続大賞を受賞
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足立区ホームページアドレス
http://www.city.adachi.tokyo.jp/

左記マークがある
申し込みは、
P2左中を参照 5

クト推進連絡会委員）による無縁
社会、自殺者対策、地域コミュニ
ティの問題などについての講演／
無縁社会の現場交流会■定員＝
200人（2月26日から先着順）■
申込＝電話または区のホームペー
ジ内の専用フォームに入力または
住所、氏名、年齢、電話番号、Ｅ
メールアドレス（あれば）、「宮本
みち子氏講演会」をファクス■期
限＝3月14日㈮■申・問先＝区民
参画支援係　
☎3880-5020　� �3880-0133

■日時＝3月9日㈰、午後1時30
分～3時■場所＝区役所庁舎ホー
ル■内容＝知的障がいのある青年
たちによる音楽・ダンスの発表、
写真・絵の作品展示など■申込＝
不要　※当日直接会場へ■問先＝
青少年事業係　� ☎3880-5275

「あだち日曜教室」学習発表

■日時＝3月20日㈭、午後6時～
8時■場所＝エル・ソフィア■対
象＝外国人■内容＝在留資格、永
住許可・帰化申請などの相談　※
通訳あり。秘密厳守■定員＝8人
（2月26日から先着順）■申込＝
電話または窓口　※通訳の予約な
ど、くわしくはお問い合わせくだ
さい。■申・問先＝多文化共生係
　� ☎3880-5177

�区画街路第11号線（かつら並
　木通り）の全線開通と千住大橋
　駅前交通広場の交通開放
■開通予定日＝3月2日㈰■問先
＝事業計画係� ☎3880-5921
�千住大橋駅前交通広場を自転
　車等放置禁止区域に追加指定
■指定日＝3月2日㈰　※区では
駅周辺約300ｍ以内を「自転車等

外国人のための
無料行政書士夜間相談会

千住大橋駅前周辺地域の街
路開通と自転車等放置禁止
区域の追加指定

放置禁止区域」に指定しています。
そのほかの追加指定区域など、く
わしくは区のホームページをご覧
ください。■問先＝自転車係　
� ☎3880-5914

■問先＝事業計画係　
� ☎3880-5921

■日時＝5月31日㈯、6月1日㈰、
午前10時～午後4時■場所＝区役
所、区役所前中央公園■対象＝環
境に配慮した活動や商品を取り
扱っている団体・事業者・企業■
内容＝パネル展示／体験コーナー
など■出展スペース＝3.6ｍ×
3.6ｍ（予定）■定員＝70団体程
度（抽選）■期限＝3月10日㈪　
※申し込み方法など、くわしくは
お問い合わせください。■問先＝
環境事業係　� ☎3880-5860

千代田線綾瀬車両基地内の横断
歩道橋（北加平町〜谷中四丁目
間）を4月1日㈫から閉鎖・撤去

「地球環境フェア2014」
イベント出展者募集

■対象＝特別区民税・都民税・軽
自動車税証明書交付申請書／婚
姻・離婚届／住民異動届など　※
そのほかの対象など、くわしくは
区のホームページをご覧くださ
い。サービス終了後の申請書等印
刷・情報提供サービスは区のホー
ムページをご利用ください。■問
先＝情報システム課�計画調整係
　� ☎3880-5817

■日時＝3月15日㈯、午後2時～
4時30分■場所＝区役所庁舎ホー
ル■内容＝宮本みち子氏（放送大
学教授／足立区孤立ゼロプロジェ

セブン-イレブンのマルチコピー
機を利用した申請書等印刷・情報
提供サービスは3月31日㈪で終了

あだち皆
かい
援
えん
隊講演会

「無縁化する社会を超えるた
めに私達にできること」

審議会等の公開（3月分）
　傍聴方法など、くわしくはお問い合わせください。

審議会等 日程 時間 場所 問先

足立区住居表示協議会
12㈬ 午後2時～

4時

区役所

戸籍住民課 住居表示担当
� ☎3880-5725

平成25年度第4回足立
区成年後見制度審査会

福祉管理課 調整担当
　� ☎3880-5732

足立区地域保健福祉推
進協議会子ども支援専
門部会

17㈪ 午後3時～
5時

子ども家庭課 子ども施策
推進担当� ☎3880-5266

環境審議会 26㈬ 午後3時～
5時　

環境政策課 計画推進係
� ☎3880-6049

足立区地域保健福祉推
進協議会 28㈮ 午後2時～

4時
ギャラク
シティ

福祉管理課 調整担当
� ☎3880-5732

パブリックコメント（3月分）
　区民の方から意見を募集します。くわしくはお問い合わせください。

件名 日程 問先
足立区ユニバーサルデザイン
推進計画 3/17～4/15 企画調整課 企画調整担当

 ☎3880-5348

表3　宿泊施設利用日等（5月分）
利用施設 利用できる日 受付時間

鋸南自然の家
☎0470-55-4770（予約専用）

3～5・10・17・
24・31 午前9時～午後5時　

※土・日曜日、祝日を
除く日光林間学園

☎0288-53-3681（予約専用）
1～5・10・17・
24・31

※利用できる日も学校などが利用するため、空室が少ない場合や体育館の使用
　ができない場合があります。くわしくは、各施設にお問い合わせください。

■利用日等＝表3■対象＝区内在住・在勤の方、その同伴の方、区
内の社会教育団体　※1人のみや、未成年者のみでの利用不可■利
用料金＝大人1泊2食3,500円など■申込＝抽選申し込みハガキを
利用施設に郵送　※抽選申し込みハガキは区民事務所、地域学習
センターなどで配布■受付期間＝3月1日～10日消印有効　※3月
15日㈯以降に抽選結果を通知。抽選の結果空室がある場合は、利
用希望日の前月1日から3日前までに電話予約

宿泊施設インフォメーション（5月分）

催し物は、
6面に続きます

表2　26年度特別区職員採用試験・選考日程

項目 Ⅰ類
採用試験

Ⅲ類
採用試験

経験者採用
試験・選考

身体障がい者を対
象とする採用選考

告示 3/5㈬ 6/11㈬ 6/11㈬ 7/25㈮
郵送申し込み受付 4/1～8 6/11～8/6 6/11～8/6 7/25～9/1
インターネット
申し込み受付 4/1～10 6/11～8/8 6/11～8/8 7/25～9/3

1次試験・選考 5/4㈷ 9/14㈰ 9/7㈰ 9/28㈰
1次合格発表 6/18㈬ 10/21㈫ 10/14㈫ 10/15㈬

2次試験・選考 7/7～24 11/1㈯～3㈷ 10/25㈯・
26㈰

10/27㈪、
11/11㈫

2次合格発表 - - 11/7㈮ -
3次試験・選考 - - 11/15～23 -

最終合格発表
8/8㈮、

（技術系のみ
7/28㈪）

11/14㈮ 12/5㈮ 11/20㈭

�26年度特別区職員採用試験
■採用試験・選考日程＝表2■
試験案内配布場所＝東京23区
の区役所、特別区人事委員会事
務局�任用課　※各告示日以降
に配布。受験資格など、くわし
くは試験案内または特別区人事

委員会のホームページを参照■
問先＝特別区人事委員会事務局�
任用課�採用係� ☎5210-9787
�http://www.tokyo23city.

or.jp/saiyou-siken.htm
区・人事係　� ☎3880-5831

■内容＝区の重点施策、先輩職員
の声のほか、区にゆかりのある著
名人へのインタビュー記事、区政
要覧を掲載■配布場所＝区役所1
階総合案内、人事課�人事係、区
民事務所（中央本町を除く）、中
央図書館、総合スポーツセンター�
※区のホームページからもダウン
ロード可■問先＝人事係　
� ☎3880-5831

あなたも特別区職員をめざしませんか

26年度足立区職員採用案内＆区政要覧を配布中

足
立
区
の
こ
と
を
知
り

た
い
な
ら
こ
の
１
冊
！

3月10日㈪は
「東京都平和の日」

都では、東京大空襲などをはじめ戦災で亡くなられた方々の冥福と世界平和を祈念する式典を開催し、その中で、午後1時から1分間
の黙とうを行います。皆さんも黙とうにご協力ください。■問先＝都・文化事業課　☎5388-3141　区・人権推進係� ☎3880-5497




