
4月1日に国民健康保険に
加入する方は先行受け付け
をご利用ください

■受け付け開始日＝3月19日㈫■
内容＝退職などで4月1日に国民
健康保険に加入する場合、事前手
続きが可能　※必要書類など、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。
■申先＝国民健康保険課 資格賦
課担当／区民事務所（中央本町を
除く）　※3月24日㈰の休日開庁
日は国民健康保険課でのみ受け付
け■問先＝資格賦課担当
 ☎3880-5240

■日時＝24日㈰
　　　　午前9時～午後4時
■場所＝区役所
■問先＝納税課 滞納整理第一係
 ☎3880-5236
 納税課 滞納整理第二係
	 ☎3880-5237
 納税課	特別整理第一係
	 ☎3880-5235
 国民健康保険課
 滞納整理第一係  
	 ☎3880-5243
 国民健康保険課
 滞納整理第二係
	 ☎3880-5244
 高齢医療・年金課
 資格収納係  
	 ☎3880-6041
 介護保険課
 資格保険料係  
	 ☎3880-5744

休日納税・納付相談（3月分）税金・国保・年金

税金・国保・年金は、
3面からの続きです

後期高齢者医療保険料の
納め忘れはありませんか

　75歳になった翌月から、一人ひ
とりが保険料を納めます。新たに被
保険者となった方は、すぐに年金
天引きにはなりません。年金天引き
開始までは区から送付された納付
書で納付してください。納期限まで
に納付が困難な場合は、ご相談く
ださい。■問先＝資格収納係
☎3880-6041 ﾌ3880-5618

福祉・高齢医療

人材募集

障がい別福祉相談（3月～6月分）
■日時等＝表1■場所＝竹の塚障

がい福祉館■対象＝障がいのある
方と家族■内容＝障がいに関わる
生活体験がある障害者相談員によ
る相談■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝障がい福祉セン
ターあしすと自立生活支援室
☎5681-0132 ﾌ5681-0137
表1　障がい別福祉相談日時等
障がい種別 日時

聴覚
障がい

3/16、4/20、5/18、
6/15、いずれも土曜日、
午後1時～4時

視覚
障がい

3/20㈬、5/15㈬、
午前10時～正午

肢体
不自由

5/21㈫、
午前10時～正午

小学校外国語活動
アドバイザー（非常勤）

■対象＝小学校学習指導要領に基
づく外国語活動（英語の授業）の指
導ができる英語力※があり、担任
と一緒に授業ができる知識・経験
がある方　※…実用英語技能検定
準1級以上またはT

ト ー イ ッ ク

OEIC730点以
上または同程度の技能（J

ジェイ

-S
シ ャ イ ン

HINE
資格や英語の教員免許など）■勤
務場所＝区役所／区立小学校■勤
務内容＝小学校外国語活動の授業
支援など■勤務条件＝年間205日
間（原則週5日）・1日7時間（午前
8時30分～午後4時30分）　※社
会保険・有給休暇あり■雇用期間
＝6月1日～2020年3月31日■報
酬＝月額20万円　※交通費あり

（上限あり）■募集人数＝若干名■
選考＝▷1次…書類　▷2次…面
接■申込＝申込書（自筆、写真貼

付）をｿへ簡易書留で郵送または
持参　※申込書は学力定着推進課 
事業担当で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可。申込書は返却不可■期限＝3
月26日㈫必着■申・問先＝学力
定着推進課 事業担当
☎3880-5964 ﾌ3880-5606

区立保育園・区立認定
こども園職員

（保育・栄養士〈非常勤〉）
■必要資格等＝表2■勤務場所＝
区立保育園／区立認定こども園■
雇用期間＝5月1日～2020年3月
31日■選考＝▷1次…書類（栄養
士は作文あり）　▷2次…面接（4月
8日㈪予定）■申込＝申込書（自筆、
写真貼付）をｿへ簡易書留で郵送
または持参　※申込書は子ども政
策課 保育人事計画担当、区立保
育園（公設民営園を除く）、区立認
定こども園で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可。申込書は返却不可■期限＝4
月4日㈭必着■申・問先＝子ども

表2　区立保育園・区立認定こども園職員（保育・栄養士〈非常勤〉）必要資格等
職種 必要資格・免許 勤務内容 勤務条件 報酬

（月額）
募集
人数

保育
（日中保育）

保育士、幼稚園教
諭、小・中学校教
諭、看護師、保健
師のいずれか

保育など

週4日・1日6時間 14万
2,000円 10人

程度週5日・1日6時間 17万
8,000円

保育
（朝夕保育）保育士

週6日・1日4時間
（朝または夕方）

14万
9,000円 8人

程度週6日・1日2時間
ずつ（朝および夕方）15万

7,000円保育
（延長保育） 週6日・1日4時間 2人

程度

栄養士 栄養士
給食に関
する専門
的業務

週5日・1日6時間 19万
3,000円

5人
程度

※�いずれも社会保険・有給休暇あり。交通費あり（上限あり）。勤務条件など、
くわしくは申込書をご覧ください。

政策課 保育人事計画担当
☎3880-5445 ﾌ3880-5641

おもしろ遊具や公園をご紹介する月1コラム

　今号では、お花見にオススメの公園を紹介。日差しの穏やかな暖かい
春に、公園へ出かけよう！　　　　　　　

　公園を囲むよう
に咲き誇る約100
本の桜が印象的。
満開時には多くの
方でにぎわう

その12

■問先＝区・パークイノベーション担当　☎3880-5442

　毛長川の土手沿い約1.2㎞の緑
道に、約340本の桜並木が続く。満
開時にできる桜のトンネルは圧巻

　桜のほかにも荒川河川
敷の大花壇で18種類約3
万5,000本のチューリッ
プを楽しむことができる

花畑公園
（花畑4-40-1)

＼ピクニックにピッタリ／

あ
だ
ち

さ
く
ら
ま
っ
ぷ

◀くわしくは
　コチラ

　イチオシの桜ス
ポットを多数紹介！
■問先＝（一財）足立区
観光交流協会

☎3880-5853

都市農業公園
（鹿浜2-44-1)

＼チューリップも見られる／

あだち観光ネット

＼お散歩に最適／
舎人緑道公園

（入谷3-11、入谷9-10、舎人6-13)

■内容＝30年4月～31年3月分を3月15日ごろ届出口座に振り
込み■問先＝障がい給付係 ☎3880-5472　ﾌ3880-5754

心身障がい者自動車
燃料費助成の定例払い区役所へは電車やバスをご利用ください

4 高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らせるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援のサービスを一体的に提供する地域包括ケア関連事業です。

アイコン
説明

糖尿病予防を進める
「あだち	ベジタベライフ」関連事業です。



育児休業代替 任期付職員 
（事務・Ⅲ類）
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…日本国籍を有する／2001年
7月1日以前に生まれた／地方公
務員法第16条の各号のいずれに
も当てはまらない■勤務場所＝区
役所／出先事業所■勤務条件＝週
5日・1日7時間45分（変則勤務あ
り）　※社会保険・有給休暇あり■
雇用期間＝7月1日からおおむね6
カ月～3年■給与＝月額約17万
6,500円　※交通費あり（上限あ
り）■募集人数＝10人程度　※随
時採用■選考＝▷1次…作文（4月
13日㈯）　▷2次…面接（5月上旬
予定）■申込＝申込書、返信用封
筒（長形3号、82円切手貼付、宛
名を記入）をｿへ簡易書留で郵送
または持参　※申込書は返却不可
■申込書配布場所＝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■期限＝4月1日㈪
必着■申・問先＝人事課 人事係
☎3880-5831 ﾌ3880-5611

暮らし・まちづくり

講座「夫婦円満のひけつ 
家事シェア大作戦」

■日時＝4月20日㈯、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤の方■内容＝
パートナーとより良い関係を築く
ために、上手な家事の共有方法を
学ぶ■定員＝20人（3月11日から先
着順）　※保育あり（4月12日㈮ま
でに要予約、6カ月～就学前の子
ども、先着10人）■申込＝電話ま
たは区のホームページから専用
フォームに入力または住所、氏名

（フリガナ）、年齢、保育希望の場
合は子どもの名前（フリガナ）・年
齢、電話・ファクス番号、「家事シェ
ア大作戦」をファクス■申・問先
＝男女参画プラザ
☎3880-5222 ﾌ3880-0133

「みんなのメダル 
プロジェクト」 
にご協力を（3月末終了）

　区は、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会の金・銀・
銅メダル（約5,000個）を全国各地

から集めたリサイクル金属で作る
「都市鉱山からつくる！　みんな
のメダルプロジェクト」に参加し
ています。不用になった携帯電話
の回収にご協力ください。■回収
場所＝ごみ減量推進課／区民事務
所（中央本町を除く）■回収品目＝
不用になった携帯電話・スマート
フォン　※個人情報などのデータ
はあらかじめ消去が必要。回収し
たものは返却不可■問先＝資源化
推進係 ☎3880-5027

主要6駅周辺での 
路上喫煙者数と 
ごみ量の定点調査結果

　区が毎年行う定点調査では、路
上喫煙者数は、多くの駅で調査開
始時より大幅に減少しました。一方

表3　主要6駅周辺での定点調査結果
路上喫煙者数（2日間の平均値）

駅名 A
禁煙特定区域指定前

B
29年12月

C
30年12月

AからCの
減少率

北千住 417.3人※ 8.0人 17.0人 96％減少
綾瀬 283人 9.0人 2.5人 99％減少

西新井 100人 8.5人 7.5人 93％減少
竹ノ塚 50人 4.0人 8.5人 83％減少
五反野 127.5人 12.5人 9.5人 93％減少
梅島 290人 9.5人 6.0人 98％減少

※…禁煙特定区域指定前の北千住（18年9月）は3日間の平均値
ごみ量（2日間の合計値）

駅名
A

ビューティフル・
ウィンドウズ
運動開始前

B
29年12月

C
30年12月

AからCの
減少率

北千住 277個 135個 189個 32％減少
綾瀬 2,173個 269個 251個 88％減少

西新井 595個 78個 88個 85％減少
竹ノ塚 487個 469個 478個 2％減少
五反野 381個※ 174個 183個 52％減少
梅島 491個※ 126個 133個 73％減少

※…五反野・梅島は定点調査開始時（23年8月）の数値

ごみ量は、減少傾向ではあるもの
の、数値は停滞しています。特に
竹ノ塚駅周辺の減少率は2年連続
で一桁台にとどまっています（表
3）。
　区内全域で歩行喫煙やごみのポ
イ捨ては禁止です。まちの美化に
ご協力をお願いします。　※主要
6駅以外にも定点調査を実施。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＝美化推進係
 ☎3880-5856

2019年度「ごみの収集曜日」
などに変更はありません

　ごみの収集曜日や出し方などを
一覧にした「資源の出し方・ごみ
の出し方（リーフレット版）」の全

戸配布はありません。　※「資源の
出し方・ごみの出し方」はごみ減
量推進課、足立清掃事務所、区民
事務所（中央本町を除く）で配布す
るほか、区のホームページからも
ダウンロード可
◆ごみ出しは午前8時までに
　資源やごみの収集時間は、収集
日の交通状況などにより変わる場
合があります。必ず収集日の午前
8時までに、資源回収場所・ごみ
集積所に出してください。

―いずれも―
■問先＝足立清掃事務所
 ☎3853-2141
区・清掃計画係 ☎3880-5813

暮らし・まちづくりは、
8面に続きます

国民年金の支払日と住所・
受け取り金融機関の変更方法
■問先＝足立年金事務所
 ☎3604-0111

◆年金は偶数月の15日に支払い
※15日が土・日曜日、祝日の場合
は直前の金融機関の営業日
◆住所・受け取り金融機関の変更
■変更方法＝住所は「年金受給権者
住所変更届」に、受け取り金融機関
は「年金受給権者受取機関変更届」
に必要事項を記入し、足立年金事
務所に郵送または持参　※変更届
は足立年金事務所、区・国民年金係、
区民事務所で配布。区外へ転出す
る方は、転出先で住所変更届を受
け取り、手続き（日本年金機構にマ
イナンバー〈個人番号〉が登録され
ている方は、原則届出不要）。受け
取り金融機関を変更する方は金融
機関の証明または通帳の写しの添
付が必要

◆国民年金の届出
■対象＝20～59歳で表4に当てはまる方　※勤務先を退職した方な
ど、一定の要件を満たすと国民年金保険料の納付が免除される場合
あり■申込＝窓口
◆4月分からの国民年金保険料
■保険料月額＝1万6,410円　※保険料を現金一括払いや口座振替で
納付すると割引になる場合あり
◆学生納付特例の申請
■対象＝大学・短期大学・専門学校・高校などに通っていて国民年金
保険料の支払いが困難な方　※対象にならない学校あり■内容＝在
学期間中の保険料の納付を猶予　※所得制限あり■持ち物＝年金手
帳または基礎年金番号通知書／有効期限がわかる学生証または在学
証明書　※いずれも写し可■申込＝窓口　※2019年度の受け付けは
4月1日㈪開始。毎年度申請が必要。2018年度の学生納付特例が承認
済みで、日本年金機構から継続申請書が届いた方は、必要事項を記
入し返送。手続きが遅れると障害基礎年金が受給できない場合あり
表4　国民年金の届出が必要な方

届出が必要な方 届出に必要なもの
共通 それぞれで必要なもの

会社などを退職して厚生年金や共済組合の加入者でなくなった方　
※扶養されている配偶者も届出が必要

年金手帳または
基礎年金番号通
知書／印鑑

勤務先・退職年月日のわかるもの
（離職票・退職証明書など）

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていたが、扶養から外
れた配偶者

扶養から外れた日がわかるもの
（健康保険資格喪失証明書など）

会社などに就職して、厚生年金や共済組合に加入した方　※勤務
先を通じて年金事務所から区に厚生年金などに加入の通知がある
場合は不要

勤務先の健康保険証

4月から産前産後期間の
国民年金保険料が免除

■申し込み開始日＝4月1日㈪■対
象＝国民年金第1号被保険者で出
産日が2月1日以降の方　※妊娠
85日以上で死産・流産された方も
対象■内容＝出産予定日または出
産日の前月から4カ月間（多胎妊娠
の場合は3カ月前から6カ月間）の
国民年金保険料が免除　※申請が
承認された産前産後期間は、保険
料を納めた期間として扱われる■
持ち物＝年金手帳または基礎年金
番号通知書／母子健康手帳など■
申込＝窓口

New

年度の変わり目にご確認ください！ 国民年金の届出・申請
■申先＝区・国民年金係／区民事務所　■問先＝区・国民年金係　☎3880-5843　足立年金事務所　☎3604-0111

江北桜中学校の新校舎への移転、旧入谷南小学校の使用停止に伴い、江北地区・舎人地区の避難所の一部再編を実施　※避難
所の場所など、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＝避難所調整担当 ☎3880-5186

江北地区・舎人地区
の避難所の再編

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限	 ☎…電話番号　	ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先	 ﾎ…ホームページアドレス　	ﾃ…Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P3左上を参照 5


