
東京電機大学の催し

公開講演会「落語の世界」・落語会
■日程＝4月20日㈯■時間等＝▷午前11時～正午…講演会　▷午後
1時～3時…落語会■場所＝東京電機大学 東京千住キャンパス（千住
旭町5）■内容＝若

わ か

木
ぎ

家
や

元
が ん

翁
お う

氏による落語の講演「これがわかると落
語は十倍楽しい」／「千住日の出寄席」のメンバーと落語家・林家た
け平氏による落語■定員＝300人（先着順）■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝東京電機大学校友会 ☎5284-5140
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　 ☎3880-5840

宿泊施設インフォメーション（6月分）

◆鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表2■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3,650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■申込期間等＝4月1日～10日消印有効　※4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、5月
7日㈫から利用希望日の3日前までに電話または代表者の住所・氏
名（フリガナ）・年齢・電話番号・ファクス番号、利用人数、希望日
をファクス（先着順）
表2　宿泊施設利用日等（6月分）

利用施設 利用できる日 受付時間

鋸南自然の家
（予約専用）�☎0470-55-4770
� ﾌ0470-55-4720 1・8・15・22・29

※いずれも土曜日
平日、
午前9時〜午後5時日光林間学園

（予約専用）�☎0288-53-3681
� ﾌ0288-54-1661
※�学校などの利用により、空室が少ない場合や体育館の使用ができない場合
あり。くわしくは、各施設にお問い合わせください。

暮らし・まちづくり

空き家 無料相談会
■日時＝4月23日㈫～25日㈭、午
前10時～正午／午後1時～3時■場
所＝区役所1階区民ロビー■内容＝
所有する空き家の管理や活用方法
などを専門家と相談■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝住宅計
画係 ☎3880-5963

NPO活動体験講座「子ども
食堂スタッフ体験」（2日制）

■日時＝4月23日㈫、午前10時～
午後1時　※6月中に活動団体ご
との実習体験あり■場所＝エル・
ソフィア■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝子ども食堂を運
営している団体の紹介と調理実習
／活動現場でのスタッフの手伝い
■定員＝20人（3月26日から先着
順）■費用＝100円■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）、電話番号、Ｅメールア
ドレス、「子ども食堂」をファクス
■申・問先＝NPO活動支援セン
ター（日・月曜日、祝日を除く、午前
9時～午後8時）
☎3840-2331 ﾌ3840-2333

NPO入門・法人設立講座
■日時＝4月13日㈯、午後6時～
8時■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内で活動するNPO団体／
NPO活動への参加や団体の設立

あだち新製品開発講座（19日制）
■日時＝4月12日～2020年1月31
日の金曜日（月2回程度）、午後5時
30分～8時45分■場所＝あだち産
業センター■対象＝区内中小企業
■内容＝新製品開発技法の習得・
実践／試作品発表■定員＝10社（1
社2人まで。先着順）■費用＝2万
円　※別途材料費などが必要■申
込＝区のホームページから専用
フォームに入力または申込書を
ファクス　※申込書は産業振興課 
ものづくり振興係で配布するほか、
区のホームページからもダウン
ロード可■期限＝4月10日㈬■申・
問先＝ものづくり振興係
☎3880-5869 ﾌ3880-5605

仕事・産業

災害時協力井戸の募集
■対象＝区内で日常的に使用して
いる井戸を所有している方■内容
＝災害時の生活用水確保のための
協力井戸として登録　※年1回、
衛生試験所による水質検査を実
施。申請方法など、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＝
災害対策係 ☎3880-5836

仕事・産業は、
3面からの続きです

を検討している方など■内容＝
NPO法人設立のメリットなどを
具体的事例から学ぶ■定員＝20
人（3月26日から先着順）■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）、電話番号、Ｅメー
ルアドレス、「NPO法人設立講座」
をファクス■申・問先＝NPO活
動支援センター（日・月曜日、祝
日を除く、午前9時～午後8時）
☎3840-2331 ﾌ3840-2333

特別区（東京23区）職員採用試験
Ⅰ類【一般方式】・Ⅰ類【新方式】

■問先＝区・人事係　☎3880-5831　ﾌ3880-5611

■試験日＝5月5日㈷■対象等＝表1　※試験時間など、くわしくは
試験案内参照■試験案内配布場所＝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■期限等＝▷郵送…4月2日㈫消印有効　▷インター
ネット…4月4日㈭　※過去問題を特別区人事委員会ホームページ、
区・区政情報課で公表■申・問先＝特別区人事委員会事務局 任用
課　〒102-0072千代田区飯田橋3-5-1（東京区政会館内）
 ☎5210-9787
ﾎhttp://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
表1　特別区（東京23区）職員採用試験対象等

採用
区分 職種 採用予定数 主な受験資格

Ⅰ類
一般【方式】

事務 966人程度

日本国籍を持ち、昭和63年4/2〜平成10年
4/1に生まれた方

土木 59人程度

造園 20人程度

建築 69人程度

機械 30人程度

電気 37人程度

福祉 126人程度
国籍を問わず、平成2年4/2〜10年4/1に生
まれ、社会福祉士もしくは児童指導員の資
格を有するまたは保育士の資格を有し都道
府県知事の登録を受けている方

心理 38人程度
国籍を問わず、昭和55年4/2以降に生まれ、
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）
の心理学科を卒業したまたはこれに相当す
る方

衛生監視
（衛生） 49人程度

日本国籍を持ち、平成2年4/2〜10年4/1に
生まれ、食品衛生監視員および環境衛生監
視員の資格を有する方

衛生監視
（化学） 5人程度 日本国籍を持ち、平成2年4/2〜10年4/1に

生まれた方

保健師 78人程度 国籍を問わず、昭和55年4/2〜平成10年4/1
に生まれ、保健師の免許を有する方

Ⅰ類
【新方式】

土木 10人程度 日本国籍を持ち、昭和63年4/2〜平成10年
4/1に生まれた方建築 9人程度

足立区職員をめざす皆さんへ
　区では、熱い心とチャレンジ精神を持った皆さんをお待ちしてい
ます。私たち職員と一緒に新しい足立区をつくっていきましょう。
◆ 2019年　足立区職員採用案内＆ 

区政要覧
■内容＝区の重点施策／区政要覧／
先輩職員の声／区にゆかりのある著
名人へのインタビュー など■配布場
所＝人事課 人事係で配布するほか、
区のホームページからもダウンロー
ド可

▲�表紙には北
きた

野
の

大
まさる

（右）さん、北
きた

野
の

武
たけし

（左）さんの兄弟が登場！

■内容＝男女共同参画推進施策の実施状況について、男女共同参画推進委員
会の意見を付して公表■配布場所・問先＝男女参画プラザ ☎3880-5222

「平成30年度男女共同参画推進施策に
関する年次報告書」を配布

■内容＝▷特別徴収（年金天引き）の方…4月・6月・8月の年金天引き額を通知　▷普通徴収
（年金天引き以外）の方…4月～6月の納付書を同封■問先＝資格保険料係 ☎3880-5744

2019年度介護保険料の仮算定
通知書を４月上旬に郵送

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。



■内容等＝▷保険料が4月から新たに特別徴収（年金天引き）となる方…4月上旬に郵送　▷普通徴収（年金天引き以外）の方、6月・
8月の特別徴収の額が変更となる方…4月中旬に郵送　※本計算した保険料は7月に通知■問先＝資格収納係 ☎3880-6041

後期高齢者医療保険料
（仮計算分）の通知

■期間等＝4月15日㈪～19日㈮　※総合受付窓口は通常通り利用
可（15日を除く）■問先＝千住温水プール（スイミー） ☎3882-2601

水の入れ替えのため
千住温水プール利用休止

審議会等の公開（4月分）
　日時など、変更になる場合あり。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

足立区区民評価委員会
（第1回全体会） 16㈫ 午前9時〜

11時30分
区役所

政策経営課�
政策経営担当
� ☎3880-5811

足立区建築審査会 17㈬ 午後2時30分〜
4時30分

建築調整課�用途照会係
� ☎3880-5943

パブリックコメント（区民意見募集制度）（4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 期間 問先
足立区自転車の安全利用に
関する条例（素案）

4/15〜5/14

交通対策課�推進係
� ☎3880-5912「足立区自転車等の駐車秩序及び

自転車等駐車場の整備に関する条例」
一部改正（素案）

足立区橋
きょう

梁
りょう

更新基本計画（素案） 街路橋りょう課�事業計画係
� ☎3880-5921

人権・同和問題（部落問題）に
関する講座を企画・運営する
団体の募集

■対象＝区内在住・在勤・在学の
方7人以上で構成された団体■内
容＝同和問題（部落問題）を中心
に、差別の防止や解決をめざす啓
発講座の企画・運営■申込＝申込
書、企画書、見積経費内訳書をｿ

へ郵送または持参　※申込書は総
務課 人権推進係で配布するほか、
区のホームページからもダウン
ロード可。受け付け後、応募団体
による企画説明の場を設け、内容
を審査し採用団体を決定■期限＝
4月12日㈮必着■申・問先＝総務
課 人権推進係 ☎3880-5497

2019年度 消費生活問題
調査研究グループの募集

■対象＝区内在住の方を主体とし
た5人以上で構成された団体　※営
利目的を除くなどの条件あり■内
容＝団体ごとに消費生活に関する

―いずれも―
※一部有料■申込＝不要　※当日直接会場へ。天候により日時・
内容などが変更になる場合あり。くわしくはホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。

あだちの公園で春を楽しもう！
 さくらフェスタ i

イ ン

n 元渕江公園
　 開催中～4月7日
　期間中は夜桜ライトアップ（毎日、午
後6時～9時）、ケータリングによる飲食
販売（土・日曜日、午前10時～午後8時）
など、様々なイベント（表3）を実施！■
問先＝生物園 ☎3884-5577
ﾎhttp://www.seibutuen.jp/
表3　さくらフェスタの主なイベント

内容等 日時等

さくらコンサート
■場所＝生物園　※入園料
が必要

▷3/30㈯…歌手・杉本ラララ　▷3/31㈰…
都立淵江高校和太鼓部＆コーラスパフォーマ
ンス部　※いずれも午後3時〜4時。午後2時
50分開場■定員＝各40人（先着順）

ﾍ 出張 都市農業公園
とれたて野菜販売 3/31㈰、午前10時開始　※なくなり次第終了

木のお医者さんになろう
3/31㈰、午前11時〜正午　※午前9時30分か
ら受け付け■定員＝15人（先着順）　※就学前
の子どもは保護者同伴

ポ イ ン ト

Point
  4月6日㈯・7日㈰限定！　花めぐり手形（12面参照）を
提示した方は生物園の入園無料　※1人1回のみ

　抹茶のサービスまたはヤギ・ヒツジへのエサやり体験（小学生
以下の方対象）も楽しめる！

▲�夜空に浮かび上がる
幻想的な桜

 春の花まつり（都市農業公園）
　  4月13日㈯・14日㈰、
午前9時～午後4時

　約50種・290本の桜と、チューリップ
の大花壇の眺めを楽しみつつ、イベント
に参加しよう！■問先＝都市農業公園
 ☎3853-4114
ﾎhttp://www.ces-net.jp/toshino/
◆主なイベント内容
　野菜の収穫体験★／茶道・木工体験／蜜蝋

ろ う

キャンドル作り★／ハー
バリウムボトル作り★／桜の小物作り＆ミニミニ観葉植物植え付け／
桜で巾着を染めよう★／桜のクイズラリー／花まつり○×クイズ／ス
テージショー／野菜販売 など　※実施時間はイベントによって異な
る。★マークのついているイベントは、午前9時から受け付け
ポ イ ン ト

Point
  毎年デザインが異なる！　
チューリップの大花壇

　今年のデザインのテーマは「桜」。花壇内には通路があるので、
様々なチューリップを間近で見られる！

▲例年4月下旬まで桜を
楽しめる

4月6日㈯・7日㈰は「花めぐりバス」も
やってくる！

（12面参照）

賃貸住宅などの建物の
名称が変わったときは
名称変更の届出が必要

■対象＝区内住居表示実施済み区
域の建物所有者または管理者■申
込＝窓口または申請書をファクス　
※申請書は区のホームページから
ダウンロード■申・問先＝住民記
録係
☎3880-5725 ﾌ3880-5664

ゆがわら水の香
かお

里
り

（区・提携旅館）
区民優遇内容を変更

■変更日＝4月1日㈪■対象＝区
内在住・在勤・在学の方■新利用
料金＝平日、大人1泊2食9,720円
など■問先＝地域調整課 管理係
 ☎3880-5855

地区計画原案の縦覧
（作成前の案の公表）
■内容＝千住西地区防災街区整備
地区計画■公告日＝3月25日㈪■
縦覧期間＝3月25日～4月8日■意
見書提出期間＝3月25日～4月15
日■縦覧場所・意見書提出・問先

町会・自治会向け
街角防犯カメラの助成

■対象＝町会・自治会　※防犯に
関する見守り活動を月1回以上継
続して行うなどの条件あり■助成
額＝設置費（「安全・安心まちづく
り推進地区」内で整備する防犯カメ
ラなどの購入代金、初年度に支払
う賃借料、取り付け工事費）の9割5
分（1団体上限〈単独〉570万円）／
維持費の一部（電気料など）■期限

（設置費のみ）＝6月28日㈮　※先
着順。申請には事前相談が必要。
申請方法など、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＝生活安
全推進担当 ☎3880-5838

＝都市計画課 都市計画係　※区の
ホームページでも閲覧可
 ☎3880-5280

郷土博物館の映画会（4月分）
■日時＝13日㈯、午前11時～正午　
※無料公開日■内容＝「早

わ

稲
せ や

谷鹿
し し

踊
おどり

と松
ま つ

圃
ばたけ

虎
と ら

舞
ま い

」／「栗
く り

駒
こ ま

南
な ん

部
ぶ

神
か ぐ ら

楽」
の上映■申込＝不要　※当日直接
会場へ■場・問先＝郷土博物館
 ☎3620-9393

催し物
※ 先着順で、特に記載が

ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

催し物は、
6面に続きます

テーマを決めて活動し、その成果
を報告・発表　※必要経費の2分の
1（上限3万円）を助成■活動期間
＝決定日～2020年3月■募集数
＝5団体（選考）■申込＝電話連絡
後、申請書類を持参　※申請書類
は消費者センターで配布■申込期
間＝4月1日～12日■申・問先＝消
費者センター ☎3880-5385

北千住駅西口
ペデストリアンデッキ花壇　
花の植え替え

■日時＝4月20日㈯、午前10時開
始■場所＝北千住駅西口ペデスト
リアンデッキ■内容＝「千住花＊
花会」と一緒に花の植え替えをし
て、駅前を春の花で飾る■申込＝

不要　※当日直接会場へ■問先＝
美化推進係 ☎3880-5856

■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、P2左上を参照 5


