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■配布期間＝5月13日～6月7日■試験日＝10月12日㈯■配布場所＝足立保健所生活衛生課�食品保健係、衛生管理課�
衛生管理係、保健センター　※申し込み方法など、くわしくは願書参照■問先＝食品保健係　�　　　☎3880-5363調理師試験願書の配布

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。

福祉・高齢医療

65歳以上の方の
介護保険料軽減制度

■対象＝65歳以上で表1に当ては
まる方　※見込みを含む。毎年度
の申請が必要■申込＝窓口■申請
期間＝5月7日～8月30日　※9月
以降に申請した場合は、申請月か
ら軽減対象。申請に必要な書類な
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・問先＝介護保険課�
資格保険料係� ☎3880-5744

若年性認知症
本人・家族交流会

■日時＝5月18日㈯、午後1時30分
～3時■場所＝総合ボランティアセ
ンター■対象＝区内在住で若年性認
知症と診断を受けた方と家族■内容
＝日々のもの忘れについての情報
交換や悩みなどを気軽に話せる交流
会■定員＝20人（4月26日から先着
順）■申込＝電話または窓口■申・
問先＝地域包括ケア推進課�認知症
施策推進担当� ☎3880-5885

在宅の心身障がい者（児）
などへの支援

▪日常生活用具の給付
■対象＝身体障がいまたは知的障
がいなどがある方■内容＝浴槽／
電気式たん吸引器／入浴補助用具
／移動用リフト／歩行支援用具／
特殊便器／踏み込み式三輪自転車
（追加）など
▪住宅設備改善費の給付
　（修繕費や設備費の一部）
■対象＝身体障がいなどがある方　
■内容＝浴室／トイレ／玄関／居
室／台所／屋内移動設備
▪ホームヘルパーの派遣
■対象＝身体障がいまたは知的障

がいなどがあり、日常生活を営む
のに支障がある方■内容＝身体介
護（入浴・排せつ・食事など）／家事
援助（調理・洗濯・掃除など）など
―いずれも―

※品目・給付の種目によって、年齢
制限や障がい部位および等級の指定
あり。難病の方も該当する場合あ
り■自己負担額＝費用の1割（原則）　
※低所得者には減免制度あり。介護
保険法による給付を受けられる方
は、介護保険が優先。申し込み方法
や要件など、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＝障がい福祉課�
各援護係（表2）
表2　障がい福祉課 各援護係一覧 

問先 電話・ファクス番号

西部援護係 ☎3897-5034
FAX3856-7229

千住援護係 ☎3888-3146
FAX3888-5344

中部援護第一係 ☎3880-5881
FAX3880-5754

中部援護第二係 ☎3880-5882
FAX3880-5754

東部援護係 ☎3605-7520
FAX5697-6560

北部援護係 ☎5831-5799
FAX3860-5077

73歳以上の区民に
無料マッサージ(5月分)

■日時等＝▷12日㈰・26日㈰…
勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）　
▷14日㈫・28日㈫…竹の塚障が
い福祉館　※いずれも午前9時10
分～午後3時10分。定員になり次
第終了。住所・年齢が確認できる
証明書の提示が必要■定員＝各48
人（先着順）■申込＝不要　※当日
直接会場へ■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

障がいのある方の相談窓口
「あしすと自立生活支援室」
■受付時間＝月～土曜日、午前8
時30分～午後5時　※祝日を除く。
火・木曜日は午後6時まで■対象
＝障がい（身体・知的・発達・高次

脳機能）のある方や家族■内容＝専
門スタッフや、障がいのある当事
者相談員による相談（福祉サービス
や日常生活での工夫の仕方などの
情報提供、きこえの相談、補装具
の相談）　※相談には予約が必要な
場合あり。くわしくはお問い合わ
せください。■問先＝障がい福祉
センターあしすと自立生活支援室
☎5681-0132 FAX5681-0137

仕事・産業

女性再就職支援セミナー
「私らしいライフキャリア
を作る」

■日時＝6月6日㈭、午前10時～正
午■場所＝エル・ソフィア■対象＝
就職活動中または就職を希望する女
性■内容＝参加者と意見交換しなが
ら、仕事も生活も大切にする自分ら
しい生き方（ライフキャリア）を考え
るとともに、仕事探しのポイントを
学ぶ／個別相談（要予約、希望者の
み）■定員＝50人（4月26日から先
着順）　※保育あり（要予約、6カ月
～就学前の子ども、先着5人）■申
込＝電話またはホームページから専
用フォームに入力■申・問先＝東京
しごとセンター�女性しごと応援テ
ラス� ☎5211-2855
HP https://www.tokyoshigoto.
jp/jyosei/
■問先＝区・就労・雇用支援係
� ☎3880-5469

中小企業向け融資あっせん
■対象＝次のすべてに当てはまる
中小企業…1年以上継続して事業を
営んでいる／区内に1年以上住所
（法人は本店または支店登記）を有
する／保証協会の保証対象業種を
営み、営業に関し必要な許認可を
受けている／税金の未申告・滞納
がない／暴力団との関わり合いが
ないなど　※融資の種類ごとに対
象要件あり■内容等＝表3　※要件
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＝

相談・融資係� ☎3880-5486

小規模契約希望者の
登録申請（随時受け付け）

■対象＝競争入札参加資格を持たな
い区内事業者で、新たに登録を希望
する方■内容＝区が発注する小規模
契約の業者選定の対象となるための
登録■登録区分＝▷工事契約…契約
予定金額が130万円未満で内容が軽
易な工事・修繕　▷物品契約…契約
予定金額が30万円未満の物品購入
■登録有効期間＝登録日～2020年
3月31日■申込＝申込書類を区へ郵
送または持参　※申込書類は契約課
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・問先＝
▷工事契約…契約課�工事契約係� �
� ☎3880-5832
▷物品契約…契約課�物品契約係� �
� ☎3880-5833

介護保険事業者向け
「介護職員資格取得の助成」

■対象＝区内に事業所がある介護
保険事業者■内容＝職員の介護職
員初任者研修受講にかかる費用を
負担した場合に助成金を支給■支
給額＝1人につき上限7万円　※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＝高
齢調整係� ☎3880-5886

ビジネスプランを募集
「想

お も

いをカタチに
『創業プランコンテスト』」
■対象＝2019年4月1日現在、創
業3年未満の区内事業者　※未創
業者を含む■内容＝斬新な事業計
画（ビジネスプラン）を募集し、優
秀な提案者を表彰するとともに、
補助金を交付するコンテスト■補
助金額＝最大200万円■対象事業
＝区内で行われる、斬新なアイデ
アによる事業など■募集期間＝5
月7日～6月7日　※募集要項は区
のホームページからダウンロー
ド。過去の採択事業や申し込み方
法など、くわしくは区のホーム
ページをご覧ください。■問先＝
創業支援係� ☎3880-5495

表1　介護保険料軽減制度の対象等     
保険料の

段階 対象 基準（単身世帯） 該当する
階層

軽減後の
年間保険料

第3段階

次のすべてに当てはま
る方…世帯の2018年中
の「年間収入額」と「預貯
金額」それぞれが、右の
基準以下／2019年度住
民税非課税世帯／住民
税課税者に扶養されて
いない（税法上の扶養家
族になっていない）／介
護保険料を滞納してい
ない／生活保護を受給
していない

収入150万円以下、預
貯金350万円以下※

第3段階
B階層 5万1,360円

収入、預貯金がともに
80万円以下※

第3段階
C階層 2万3,760円

第2段階

収入150万円以下、預
貯金350万円以下※

第2段階
B階層 3万5,640円

収入、預貯金がともに
80万円以下※

第2段階
C階層

2万3,760円
第1段階 第1段階

B階層次のすべてに当てはまる老齢福祉年金受給者…
世帯の預貯金額合計が80万円以下／介護保険料
を滞納していない／生活保護を受給していない

※2人以上の世帯の場合、世帯人数が1人増えるごとに、収入額と預貯金額に50万円を加算
※収入には、遺族年金、障害年金、定期的な仕送り、各種手当などを含む
※営業収入は、必要経費などを控除する前の金額

新規事業

表3　中小企業向け融資あっせん内容等

融資の種類 融資限度額
信用保証料補助

（運転2分の1、
設備・併用3分の2）

利子補給率
（3分の2） 利子補給期間

一般事業資金
3,000万円

上限10万円 補助なし −
経営革新資金 上限50万円

上限1.6％

運転資金…3年
設備資金…5年
併用資金…4年

経営安定資金 1,000万円 上限10万円
創業資金①
申告前 1,000万円

（2,000万円★）
※①②合計額

（運転・設備・併用
3分の2）上限50万円

上限2.5％

創業資金②
申告後 上限1.6％
小口零細資金 2,000万円 上限10万円

※返済期間・貸付利率（固定）は金融機関所定。創業資金①申告前の利子補給率は3分の2
　の適用なし。信用保証料は、借換資金として申し込みの場合補助なし
★…特定創業支援事業の認定を受けた事業者の創業資金の融資限度額

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです



■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、2面左上を参照 5

■内容＝区施設の冷房時の室温を28℃に設定／区職員の軽装を実施　※今年も電力需給が高まる夏
季に省エネの取り組みへのご理解とご協力をお願いします。■問先＝環境事業係　　☎3880-5860

5月1日～10月31日まで
クールビズを実施

※13日は午後9時から利用不可■問
先＝住民記録係　　　☎3880-5724

5月13日㈪・25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

コミュニティビジネス
養成講座（基礎編）

■日時＝5月18日㈯、午後1時～
3時■対象＝区内在住・在勤・在
学の方■内容＝地域課題解決を目
的とした、コミュニティビジネス
の基礎知識や創業に向けたプロセ
スについて、中小企業診断士から
学ぶ■定員＝20人（4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、
「コミュニティビジネス基礎編」を
ファクス■場・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 FAX3840-2333

看護＆介護就職フェア
■日時＝5月18日㈯、午前10時30分
～午後3時■場所＝シアター1010・
11階ギャラリー■内容＝看護師・
准看護師・介護福祉士・ヘルパー・
保健師・助産師の求人募集　※イ
ベント内容や求人条件など、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。■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝▷イベント内容・求人条件…
足立区医師会� ☎3840-2111
HP http://www.adachiku-med.
or.jp/
▷そのほか…区・衛生管理係　
 ☎3880-5891

人材募集

助産師
■対象＝区内または近郊在住で、
助産師免許を持つ64歳以下の方■

勤務内容＝3カ月以下の子どもと
母親の健康などについての訪問指
導・相談／所内面接・電話相談な
ど　※いずれか一方のみも可■募
集人数＝3人程度■選考＝面接■
申込＝履歴書（様式自由、自筆、
写真貼付）、資格免許証の写しを
簡易書留で郵送または持参　※応
募書類は返却不可。勤務条件・報
酬など、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。■期限＝6月28日㈮
消印有効■申・問先＝保健セン
ター（表5）
表5　保健センター 一覧

保健センター 電話番号
江北

（〒123-0845
西新井本町2-30-40）

3896-4004

千住
（〒120-0036
千住仲町19-3千住庁舎4階）

3888-4277

竹の塚
（〒121-0822
西竹の塚1-11-2エミエ
ルタワー竹の塚2階）

3855-5082

中央本町地域・保健総合
支援課（足立保健所内）

（〒120-0011
中央本町1-5-3）

3880-5351

東部
（〒120-0001
大谷田3-11-13）

3606-4171

公募・ボランティア

環境省後援「こどもエコクラブ」
のメンバーになろう

■対象＝3～18歳の方で構成され
たグループ　※サポーターとして
20歳以上の方の登録が必要■活動
期間＝登録日～2020年3月31日
■内容＝環境活動プログラムや生
き物・自然観察などの環境活動に
自由に取り組む　※登録は随時受

け付け。登録グループには活動記
録ノート・季刊ニュースなどを配
布。申し込み方法など、くわしく
はこどもエコクラブホームページ
（http://www.j-ecoclub.jp/）をご
覧になるか、お問い合わせくださ
い。■問先＝あだち再生館（月曜
日、祝日休館）� ☎3880-9800

農業ボランティア養成講座
（12日制）
■日時＝6月～10月の平日昼間（予
定）　※初回は6月3日㈪、午前9
時～正午■対象＝区内在住で、受
講後に区内農家のボランティアと
して活動できる20歳以上の方■
内容＝区内の農場などで、農業ボ
ランティア活動に必要な農作業や
農業関連の知識を習得■定員＝
15人程度（抽選）■申込＝住所、氏
名（フリガナ）、自宅および平日昼
間に連絡可能な電話番号、「農業
ボランティア」を区へハガキで送
付■期限＝5月10日㈮必着■申・
問先＝産業振興課�農業振興係�
� ☎3880-5866

子育て中の親を支援する
家庭教育応援ボランティア
講座
■日時＝5月15日㈬、6月12日㈬、
午前10時～正午／5月18日㈯、6
月15日㈯、午後2時～4時■場所
＝ギャラクシティ■対象＝20歳以
上の方■内容＝子育て中の保護者
を支援するために必要なことを学
ぶ■定員＝各10人（4月26日から
先着順）■申込＝区のホームペー
ジから専用フォームに入力または
氏名、電話・ファクス番号、希望
日、「家庭教育応援ボランティア」
をファクス　※インターネット環
境とファクスがない方は、窓口可
■申・問先＝青少年課�家庭教育係
☎3880-5273 FAX3880-5641

きかせてサポーター養成研修
（2日制）
■日時＝5月22日㈬・23日㈭、午
前10時～午後4時30分■対象＝
受講後、きかせてサポーターとし
て活動できる方■内容＝子育て中
の保護者を訪問支援するため、傾
聴などの知識や技術を習得■定員
＝15人（4月26日から先着順）■申
込＝申込書をファクスまたは郵送　

※申込書は電話・ファクスで請求
または区のホームページからダウ
ンロード■期限＝5月15日㈬必着
■場・申・問先＝NPO法人子育て
パレット（区委託法人）（平日、午前
9時～午後5時）　〒121-0816梅
島3-4-8うめじまKSビル2階
☎5888-6943 FAX5888-6948
■問先＝区・こども支援センター
げんきこども家庭支援課�事業係
 　☎3852-2863

日本語ボランティア初級講座
(8日制)

■日時＝6月4日～25日の毎週火
曜日、7月5日㈮・12日㈮・23日㈫・
30日㈫　※いずれも午後1時45分
～4時15分■場所＝エル・ソフィ
ア■対象＝受講後、区内の日本語
ボランティア教室で活動できる方
■内容＝外国人への日本語学習支
援の方法を学ぶ■定員＝30人（抽
選）■費用＝2,000円■申込＝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、電話番号、「日本語ボラン
ティア」をファクスまたは区へハ
ガキで送付■期限＝5月10日㈮必
着■申・問先＝地域調整課�多文化
共生担当
☎3880-5177 FAX3880-5603

暮らし・まちづくり

防音工事の助成
■対象＝国道4号（千住地区を除
く）・環状七号線沿道の建築物■
内容＝防音サッシへの改修工事な
どの費用を助成　※工事着手前に
申し込みが必要。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＝▷対象区域の確認
…区・建設リサイクル担当� �
� ☎3880-5952
▷国道4号沿道の助成内容…国土
交通省関東地方整備局東京国道事
務所�計画課� ☎3512-9093
▷環状七号線沿道の助成内容…
都・建設局道路管理部�管理課
 ☎5320-5279

審議会等の公開（5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。

審議会等 日程 時間 場所 問先

足立区建築審査会 29㈬ 午後3時～5時

区役所

建築調整課�用途照会係
☎3880-5943

第21回足立区ユニバー
サルデザイン推進会議 30㈭ 午後2時～5時

都市計画課�ユニバーサル
デザイン担当

☎3880-5768

宿泊施設インフォメーション（7月分）

▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表4■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＝5月1日～10日消印有効　※5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、6月3
日㈪～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)にて予約
表4　宿泊施設利用日等（7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
FAX0470-55-4720

6・13～15・19～31
平日、
午前9時～午後5時日光林間学園

（予約専用） ☎0288-53-3681
FAX0288-54-1661

13・14・19～30

※�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・まちづくりは、
6面に続きます


