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■移転日＝5月7日㈫■移転先＝梅島2-1-20■問先＝基幹地域包括支援セ
ンター　☎5681-3373／区・地域包括支援センター担当　☎3880-5745

基幹地域包括支援
センターの移転

※20日は午後9時から利用不可■問
先＝住民記録係　　☎3880-5724

4月14日㈰・20日㈯はシステムメンテナンスのため、
コンビニでの各種証明書の取得ができません

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。

【各種がん検診・成人歯科健診】
■対象等＝表2■申込＝▷各種がん検診…窓口または住所、氏名（フ
リガナ）、生年月日、電話番号、希望検診名（複数可）を区へハガキで
送付または電子申請(http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/navi/
index.html)　※ハガキ・電子申請の場合、受診券は申請から1〜2週
間後に送付。一部端末で電子申請が利用できない場合あり　▷成人歯
科健診…区が送付する受診券を医療機関に持参

【肝炎ウイルス検診（受診券には含まれていません）】
■対象＝過去に肝炎ウイルス検査を受けていない方（年齢制限なし）
■費用＝無料■検査項目＝血液検査（B型肝炎ウイルス検査・C型肝
炎ウイルス検査）■申込＝窓口

がん検診を受けよう! 表2　各種がん検診・成人歯科健診対象等
検（健）
診名

対象
※年齢は2020年3月31日現在 費用(自己負担額)★1 検査項目

胃がん
ハイリスク

検診

40〜74歳の方
※過去に胃がんハイリスク検診を
受けた方など、対象にならない
場合あり

1,000円

問診／血液
検査(ピロリ
菌抗体検査・
ペプシノゲ
ン検査)

胃がん
内視鏡検診
（7月開始）

50歳以上の方
（2年度に1回のみ受診可） 2,000円

問診／経口
内視鏡検査
または経鼻
内視鏡検査

肺がん検診 40歳以上の方
▷ 胸部X線…800円
▷かく痰

たん
…300円

問診 ／胸部
Ｘ線 検 査 ／
かく痰 検 査

（該当者のみ）

大腸がん
検診 40歳以上の方 300円 問診／便潜

血反応検査

子宮頸がん
検診

20歳以上で2018年度未受診の
女性(2年度に1回のみ受診可)

ワンコイン化
2,000円→500円★2

問診／膣
ちつ

鏡
診／頸部細
胞診検査

乳がん検診
40歳以上で2018年度未受診の
女性(2年度に1回のみ受診可)
※ペースメーカーを体内に装着してい
る方など、対象にならない場合あり

ワンコイン化
2,200円→500円★3

問診／マン
モグラフィ
撮影

前立腺がん
検診 60〜64歳の男性 800円

問診／血液
検査（前立腺
特異抗原

〈PSA〉検査）

成人歯科
健診

20・25・30・35・40・45・
50・55・60・65・70歳で自分
の歯が1本以上ある方
※治療中の方は対象外。76・80歳
の方は後期高齢者歯科健診の対象

無料
問診 ／むし
歯・歯周病
チェックなど

★1…生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方は、自己負担額の免除制
度あり。受診券を担当の福祉課に持参し、免除印押印済の受診票を受け取っ
たのち、医療機関で受診してください。

★2…国の制度により、20歳(2019年4月1日現在)の方は無料
★3…国の制度により、40歳(2019年4月1日現在)の方は無料

成人歯科健診・
肝炎ウイルス
検診もね！

―いずれも―
■場所＝区内指定医療機関■申先＝データヘルス推進課 健診事業係
／保健センター（窓口のみ）■問先＝データヘルス推進課 健診事業係
 ☎3880-5121　FAX3880-5602

勧奨対象者（年齢は2020
年3月31日現在）
①20・25・30・35・40・

45・50・55・60・65・
70歳の方

②2018年度に肺がん検診
または大腸がん検診を
受けた方

③2017年度に子宮頸
け い

がん
検診または乳がん検診
を受けた方

勧奨対象者は、6月下旬に送付される
受診券1枚だけで受けられます！

▲ 勧奨対象者でない方でも、右記表2の対
象に当てはまる場合は受診できます。

　上記申し込み方法をご覧ください。

子育て・教育

30年度 足立区教育委員会
児童・生徒褒賞 受賞者

　様々な文化行事やスポーツ大会
などで優秀な成績を収めた児童・生
徒に褒賞を行っています。
▪教育委員会褒賞 自由研究
出口凛（寺地小学校1年生〈学年は
大会参加当時〉）■問先＝学校支援
課 庶務係 ☎3880-5961

福祉・高齢医療

特別障害者手当（国制度）  
などの月額変更

■内容＝▷特別障害者手当…2万
7,200円（変更前2万6,940円）　▷
障害児福祉手当…1万4,790円（変
更前1万4,650円）　▷福祉手当（経
過措置）…1万4,790円（変更前1万
4,650円）　※変更は4月分から■
問先＝障がい給付係
☎3880-5472　 FAX3880-5754

高齢者入浴事業
「ゆ～ゆ～湯」入浴証を
5月上旬までに送付

■対象＝4月1日現在、区内在住で
70歳以上の方■内容＝指定日に
銭湯を110円で利用できる入浴証
を送付　※特養入所者、寝たきり
などで利用できない方を除く。入
浴料が値上がりした場合、料金の
値上がり分は自己負担■問先＝在
宅支援係 ☎3880-5257

仕事・産業

中小企業者向け各種無料相談
■日時等＝表1■対象＝区内で事
業を始めたいまたは営んでいる方
■内容＝創業・経営に関する各専門
員による相談など■申込＝電話ま
たは住所、氏名（フリガナ）、電話番
号、希望日時、相談内容をファクス

人材募集

統計調査員の登録
■対象＝20〜75歳の方■勤務内

容＝調査票の配布、回収、書類審査
など　※従事回数は調査の実施状
況により異なる（毎回調査に従事
できる訳ではありません）■報酬
＝おおむね1万円〜5万円　※調
査規模・対象件数によって異なる
■申込＝事前連絡し、履歴書（J

ジ ス

IS
様式推奨、写真貼付）を持参■申・
問先＝総務課 統計係
☎3880-5251　 FAX3880-5609

特別区立幼稚園教員
採用候補者

■対象＝1985年4月2日以降生ま
れで、幼稚園教諭普通免許状を所
持する方　※2020年4月1日まで
に取得見込みも可■勤務場所＝足

立区、大田区を除く東京21区の区
立幼稚園■選考＝▷1次…筆記（6
月23日 ㈰ ）　▷2次 … 実 技（8月10
日㈯）・面接（8月11日㈷）■申込＝
申込書類を郵送または持参■期限
等＝▷郵送…5月7日㈫消印有効　
▷持参…5月7日㈫・8日㈬■選考
案内配布場所＝区・子ども政策課 
保育人事計画担当／特別区人事・
厚生事務組合教育委員会事務局
■申・問先＝特別区人事・厚生事
務組合教育委員会事務局 〒102-
0072千代田区飯田橋3-5-1東京
区政会館17階
☎5210-9857　 FAX5210-9712
■問先＝区・保育人事計画担当
☎3880-5445　 FAX3880-5641

子育て・教育は、
3面からの続きです

受診券は
黄緑色！

表1　中小企業者向け各種無料相談日時等
相談名 相談日時 場・申・問先

中小企業診断士 平日、午前10時／午後1時／午後2時30分
相談・融資係

（区役所内）
☎3880-5486
FAX3880-5605    

毎月第2・3・4土曜日、午後1時／午後2時

産業情報室　
（あだち産業センター内）
☎3870-1221
FAX3882-0886
※2日前までに要予約

弁護士 毎週木曜日、午後6時／午後7時
税理士 毎月第1・3火曜日、午後6時／午後7時
行政書士 毎月第2水曜日、午後6時／午後7時
社会保険労務士 毎月第2・4火曜日、午後6時／午後7時
知的財産 毎月第4水曜日、午前10時／午後1時／午後3時
W
ウ ェ ブ

EBデザイン 毎月第1・3金曜日、午後6時／午後7時
WEBショップ 毎週金曜日、午後2時
※いずれも祝日、年末年始を除く



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

※費用の記載がないものは無料
区…左記マークがある申し込みは、3面左上を参照 5

■対象＝工場・指定作業場の事業者■内容＝事業場における調査猶予制度の明確化／自主調査報告制度の新設／土地改変時の調査義務の拡充／土
壌汚染情報台帳の整備など　※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＝土壌汚染対策係　☎3880-5026

4月1日から東京都条例の改正に
伴い土壌汚染対策制度を変更

手話講習会（初級・中級・上級・養成コース）受講生募集

表4　手話講習会日時等
コース名 日時 場所 対象 内容 定員

初級 5/29〜2020年2/19の水曜日
▷昼クラス…午前10時〜正午　▷夜クラス…午後7時〜9時

竹の塚障がい
福祉館

義務教育を修了し、手話を初め
て学習する方

基本的な手話技術と聴
覚障がいについて学ぶ 各60人（先着順）

中級 5/30〜2020年2/20の木曜日
▷昼クラス…午前10時〜正午　▷夜クラス…午後7時〜9時

総合
ボランティア
センター

義務教育を修了し、簡単な日常
会話程度の手話技術を習得して
いる方

手話の文法の習得と聴
覚障がいの福祉や制度
などを学ぶ

各40人
（5/9㈭に選考試
験あり）

上級 5/25〜2020年2/22の土曜日、午前10時〜正午　
18歳以上で中級コース修了程度
の手話技術があり、手話通訳者
をめざす方

手話通訳の技術と心構
え、ソーシャルワークの
概論などを学ぶ

30人
（5/11㈯に選考
試験あり）

養成 5/29〜12/11の水曜日、午後7時〜9時
18歳以上で上級コース修了程度
の手話技術があり、手話通訳者
全国統一試験の合格をめざす方

手話通訳の理念と仕事、
手話通訳者の健康管理
などを学ぶ

20人
（5/8㈬に選考試
験あり）

※いずれも40回程度（養成コースは30回程度）。日時・場所は変更になる場合あり。教材費は実費負担（1,200円〜7,000円程度。過去の受講歴やコースにより異
なる）。5月22日㈬、午後7時から竹の塚地域学習センターで開講式（全コース）を開催

■日時等＝表4■対象＝区内在住・在勤・在学で表4に当てはまる方
■申込＝住所、氏名（フリガナ）、年齢、区内在勤・在学の方は会社（学
校）名・所在地、希望コース（初級・中級はクラスを選択）を往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を記入■申込期間＝4月11日〜18日消

印有効■申・問先＝NPO法人デフ・サポート足立（区委託事業者）（4月
11日〜18日〈14日を除く〉、午前10時〜午後4時）　〒121-0813竹の
塚6-9-4飯田ビル4階 ☎5856-4819　 FAX5856-4818
■問先＝区・障がい福祉係 ☎3880-5255

区立保育園・区立認定こども園
職員（保育〈非常勤〉）

■必要資格等＝表3■勤務場所＝
区立保育園／区立認定こども園■
雇用期間＝6月1日〜2020年3月
31日■選考＝▷1次…書類　▷2
次…面接（5月16日㈭予定）■申込
＝申込書（自筆、写真貼付）を区へ
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＝5月14日㈫必着■申・
問先＝子ども政策課 保育人事計
画担当
☎3880-5445　 FAX3880-5641

公募・ボランティア

違反広告物 除却協力員
■対象＝区内在住で20歳以上の
方2人以上で構成されたグループ
■内容＝道路標識・街路樹・電柱な
どに掲出されている営利目的の

「はり紙」の除却　※事前の登録や
委嘱式への出席、講習の受講が必
要。区が契約するボランティア保

険に加入■申込＝申請書、除却計
画書を区へ郵送または持参　※申
請書などは道路管理課 占用係で
配布するほか、電話で請求または
区のホームページからもダウン
ロード可■申・問先＝道路管理課 
占用係 ☎3880-5907

地域で活躍する
ジュニアリーダーになろう

▪ジュニアリーダー研修会
　（2日・3日制）
■期間＝4月〜6月　※地域によっ
て異なる■場所＝区立小・中学校■
対象＝小学4〜6年生■内容＝ゲー
ム・歌などを通して子ども会活動の
楽しさを体験し、グループの中での
人との関わり合い方を学ぶ　※研修
を修了した小学5・6年生は、宿泊
キャンプに参加可（定員あり。抽選）
▪ジュニアリーダー
　スーパー研修会（5日制）
■期間＝5月〜8月■場所＝ギャラ
クシティなど■対象＝中学生■内
容＝野外活動やグループワークを
通して発想方法や表現方法を学び、
子ども会などでリーダーとして活
躍するのに必要な力を身につける　
※宿泊キャンプあり（希望者のみ）

―いずれも―
※定員や申し込み方法など、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＝青少年事業係 ☎3880-5275

成人の日の集い実行委員
■対象＝区内在住で1999年4月2
日〜2000年4月1日生まれの方■
内容＝2020年1月13日㈷の「成人
の日の集い」に向けて、6月ごろか
ら月2回程度、企画立案などを行う
■期限＝5月15日㈬必着　※申し
込み方法など、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＝青少年課 
管理調整係 ☎3880-5264

暮らし・まちづくり

西新井大師地区を特別景観
形成地区に指定しました

■指定区域＝西新井一丁目、西新

井六丁目の一部（1・2、14〜20、
37〜43）■内容＝西新井大師を
中心に「和風」を意識し落ち着いた
雰囲気のまち並みをつくるため、
景観計画を改定し、7月1日㈪から
建築などを行う場合の手続きを変
更します。 ※届出や事前協議が
必要な対象行為など、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
＝景観計画係 ☎3880-5738

補助第258号線（環七北通り）
六町加平橋取付部 事業期間
終了日の延伸

■内容＝六町一丁目地内において
の道路整備の終了日が、2020年3月
31日から2021年3月31日に延伸■
問先＝事業計画係 ☎3880-5921

表3　区立保育園・区立認定こども園職員（保育〈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
7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

5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 若干名

※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。

暮らし・まちづくりは、
8面に続きます

民有地の落書き対策支援 
■問先＝落書き110番（生活環境保全課内）　☎3880-5310

　「落書き110番（1月開始）」を開設後、通報のあった105件の落書
きのうち、47件を消去（3月31日現在）。28件は今後対応予定です。
残る個人宅の塀などの落書き30件の消去に向けて、4月から対策を
さらに強化します！
▪2020年までの2年間限定！　民有地の落書き対策支援
　区の落書き対策にご協力いただける方を対象に、区が民有地の落書き
を消去します。 ※鉄道・電気・通信など、公共性の高い事業者を除く

「落書きされて迷惑」
「消してもまた書か
れそう」

「落書きなんか見た
くない」

「治安が悪いまちに
見られそう」

落書き
被害者

地域
住民

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、
さらに「きれいなまち」を実現しましょう。

◎落書きの消去
◎落書き防止グッズの

貸し出し・配布(看
板・シール・カメラ
型センサーライト)　

区が
支援！

落書きのない
「きれいなまち」

4月1日から手話への理解を促進する「足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例」を施行しました

4月1日
スタート！




