
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。

■対象＝次のすべてに当てはまる後期高齢者医療被保険者…平成30年12月、31年1月・2月に医療保険適用の医薬品代を支払った／生
活習慣病・慢性疾患で先発医薬品を服用している／切り替えで自己負担軽減額が一定額以上になる■問先＝高齢医療係　☎3880-5874

後期高齢者医療被保険者へジェネリック医薬
品に切り替え時の差額通知を6月下旬に送付

福祉・高齢医療

中途聴覚障がい者の
通所訓練	希望者募集
■日程＝毎週金曜日■対象＝次の
すべてに当てはまる方…18歳以
上／身体障害者手帳を所持または
取得見込み／障がい福祉センター
で通所訓練を利用したことがない
■内容＝専門講師による手話など
のコミュニケーション能力の向上
訓練／ファクスやパソコンなどの
練習／福祉機器の活用／日常生活
の相談／聴覚障がい施設の見学�
など　※障害者総合支援法による
自己負担あり■利用期間＝最長
18カ月■申込＝電話／住所、氏名、
電話・ファクス番号、｢中途聴覚
障がい者通所訓練｣をファクス■
場・申・問先＝障がい福祉センター
あしすと�社会リハビリテーショ
ン室
☎5681-0131　	 FAX5681-0138

大谷田ホーム入居者募集
■入居時期＝8月以降■募集施設
＝大谷田ホーム（大谷田1-44-3-2
階）■対象＝区内在住で、日中就労
または施設に通所している、在宅
での生活が困難な身体障がい者■
内容＝外部サービス利用型の共同
生活援助（居宅介護などのサービ
スを利用しながらグループホーム
で生活）■定員＝若干名（選考）■
申込期間＝6月10日～24日　※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＝障
がい福祉課�各援護係（表1）／障が
い施策推進担当� ☎3880-5407
表1　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
FAX 3856-7229

千住援護係 ☎3888-3146
FAX 3888-5344

中部援護第一係 ☎3880-5881
FAX 3880-5754

東部援護係 ☎3605-7520
FAX 5697-6560

北部援護係 ☎5831-5799
FAX 3860-5077

区民講座「発達障がいの
理解と対応について」
■日時＝7月6日㈯、午後1時30分
～3時30分■対象＝区内在住・在
勤・在学の方■内容＝都・発達障
害者支援センター長による講演／
ペアレント・メンター（発達障が
いの子育て経験がある相談員）に
よる体験談　※要約筆記（6月27
日㈭までに要予約）・手話通訳・
難聴用磁気ループ（ヒアリング
ループ）あり■定員＝80人（6月11
日から先着順）■申込＝電話／氏
名、電話・ファクス番号、｢発達
障がいの理解と対応｣をファクス
■場・申・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

知的障がい者移動支援
従事者	養成研修（4日制）
■日時＝▷9月12日㈭・13日㈮…午
後1時～5時40分　▷14日㈯・15日
㈰…午前8時45分～午後3時■対

象＝区内在住・在勤・在学で移動支
援事業の従事希望者■内容＝障が
いのある方と上手に向き合う方法
を学ぶ　※受講後、区内で従事で
きる要件を取得可■定員＝15人
（選考）■申込＝区のホームページ
から専用フォームに入力／住所、
氏名（フリガナ）、生年月日、性別、
勤務先または学校名、電話番号、志
望動機をハガキで送付■期限＝7
月19日㈮必着■場・申・問先＝障
がい福祉センターあしすと�生活
体験室　〒121-0816梅島3-31-
19� ☎5681-0131

仕事・産業

区内工業製品の展示募集
■期間＝8月1日～11月29日■場
所＝区役所１階区民ロビー■対象
＝区内に工場・事業所がある企業
または団体■展示品＝自社で製造
または開発した製品　※食料品・
生
なまもの

物は不可（缶詰を除く）■展示ス
ペース等＝幅80㎝×奥行35㎝×
高さ35㎝以内　※重さ10kg以内
■定員＝６団体（抽選）■申込＝
申込書をファクスまたは区へ郵送　
※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＝7月11日㈭必着■申・
問先＝産業振興課�ものづくり振
興係
☎3880-5869	 FAX3880-5605

独立・起業セミナー
「事業計画策定編」（4日制）
■日時＝7月14日～8月4日の毎
週日曜日、午前10時～午後5時■
場所＝あだち産業センター■対象
＝独立・起業を具体的に検討して
いる方■内容＝先輩起業家の体験
談／ビジネスプランの作成法／プ

レゼンテーションの方法／グルー
プ相談�など■定員＝25人（6月11
日から先着順。区内在住の方優先）
■費用＝4,000円（テキスト代な
ど）■申込＝ホームページから専
用フォームに入力／住所、氏名（フ
リガナ）、電話番号、Ｅメールア
ドレス、「事業計画策定編」をファ
クス・Ｅメール■期限＝7月5日㈮
■申・問先＝エキスパート・リン
ク㈱（区委託事業者）
☎6450-2891	 FAX6450-2892
adachi@ex-link.co.jp

HP http://www.ex-link.co.jp/
■問先＝区・創業支援係

☎3880-5495

あだちサポステの
「職業適性検査（GATB）」
■日時＝7月13日㈯、午後1時～3時
■対象＝就労を考えている39歳
以下の方■内容＝筆記検査／あだ
ち若者サポートステーション（サポ
ステ）の事業案内と利用方法の説
明■定員＝10人（6月11日から先
着順）■申込＝電話■場・申・問先
＝あだち若者サポートステーショ
ン（火～土曜日、午前10時～午後
6時）　千住3-6-12�ツオード千住
壱番館402� ☎6806-1401
■問先＝区・就労・雇用支援係
� �☎3880-5469

赤ちゃん休憩室（コーナー）
の協力店募集
■対象＝授乳やベビーベッドなど
のオムツ替えができる場所がある
店舗など■内容＝外出中に気軽に
授乳やオムツ替えができる店舗な
どを「赤ちゃん休憩室（コーナー）」
として登録　※登録方法など、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＝子ども政策課�管理係
� ☎3880-5445

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

蚊 にご用心！
■問先＝▷蚊の発生予防方法…足立保健所	生活衛生課		
　　　　　生活衛生係　　　　　　　		☎3880-5374
　　　　▷デング熱…足立保健所	感染症対策課	防疫係

☎3880-5747

　近年、ヒトスジシマカなどの蚊が媒介する、デング熱などの感染
症が発生しています。蚊の発生を抑え、感染症による被害を減らす
ために予防・対策を行いましょう。
▪感染・症状
　デング熱はウイルスを持つ蚊に刺されることで感染します。通常、
人から人への感染はありません。
　おおむね3日～7日の潜伏期間後、発熱や発

ほっしん

疹、頭痛、関節痛な
どの症状が起こります。蚊に刺された後、このような症状が見られ
たらすぐに医療機関を受診してください。
▪予防・対策
　蚊の活動時期（おもに5月中旬～10月下旬）に、蚊に刺されないよ
うな対策をとることが有効です。
●植木鉢の水受けなど水のたまりやすい場所をなくす
●庭などは定期的に草刈りを行い、風通しを良くする
●網戸を点検し、蚊が家の中へ侵入するのを防ぐ
●蚊の多い所に外出するときは、虫除け剤の使用や、長袖・長ズボン
　を着用するなど、肌の露出を少なくする

不適切な採用選考を
受けたらご相談ください

広げよう！
人権の輪

　採用選考時の応募書類の記入や面接で、下記のような質問が
あった場合、その選考は不適切な可能性があります。嫌な思いを
したら、最寄りのハローワークなどにご相談ください。■相談先
＝ハローワーク足立�雇用指導コーナー（平日、午前8時30分～午
後5時15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　☎3870-8898
	事例1　婚姻歴や恋人の有無、家族の職業や構成を尋ねられた

→プライベートな質問は、業務上の適性・能力と関係が
ないため、答える必要はありません。

	事例2　尊敬する人物や選挙への参加の有無、購読している新聞
や雑誌を尋ねられた	
→個人の内面に関する質問は、憲法で保障された思想・
信条の自由に反するため、不適切です。

■問先＝区・人権推進係　　　��☎3880-5497　FAX3880-5609



■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

区では、大気や河川の水質など様々な環境調査を行っています。30年度の調査結
果は、区のホームページをご覧ください。■問先＝公害規制係　☎3880-5304

平成30年度
環境調査結果

巣立ち直後のヒナは上手に飛ぶことができません。しばらくは親鳥のそばで、エサの取り方や飛び方を学習しています。かわいいヒナは
助けたくなりますが、親鳥やヒナを困らせてしまうので拾わないでください。■問先＝足立保健所�生活衛生課�庶務係　☎3880-5375

野鳥のヒナを
拾わないで

～11時■対象＝20歳以上の方■
内容＝お迎え支援・別室登校支援
を行う｢登校サポーター｣の業務説
明会　※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。■定員＝45人（先
着順）■申込＝不要　※当日直接
会場へ■場・問先＝こども支援セ
ンターげんき�教育相談課�登校支
援係� ☎3852-3652

人材募集

下町4区合同	職員採用説明会
■日程＝6月30日㈰■時間等＝▷
Ⅲ類（高校卒業程度）…午前9時45
分～午後0時30分（午後0時35分～
1時5分に試験制度説明あり）　▷
社会人経験者…午後1時50分～4時
35分（午後1時10分～1時40分に試
験制度説明あり）■場所＝江東区
文化センター（江東区東陽4-11-3）
■対象＝特別区（東京23区）職員
Ⅲ類または社会人経験者採用試験
受験希望者　※受験資格など、く
わしくは特別区人事委員会ホーム
ページ（http://www.tokyo23city.
or.jp/saiyou-siken.htm）をご覧に
なるか、お問い合わせください。
■内容＝4区（足立区、葛飾区、江
東区、墨田区）の紹介／コラボブー
ス／採用試験概要説明�など■申込
＝不要　※当日直接会場へ■問先

＝人事係� ☎3880-5831

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＝8月1日～2年3月31日
■選考＝▷1次…書類（栄養士は作
文あり）　▷2次…面接（7月18日㈭
予定）■申込＝申込書類（自筆、写
真貼付）を区へ簡易書留で郵送ま
たは持参　※申込書類は子ども政
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。申込書類は返却不可■期限＝
7月16日㈫必着■申・問先＝子ど
も政策課�保育人事計画担当� �
� ☎3880-5445

　
公募・ボランティア

消費生活啓発員
「くらしのおたすけ隊」
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方■内容＝消費者トラブルの未然
防止のため、消費者センターが出
展するイベントなどに参加し、区
民に向けた啓発活動を行う■申込
＝消費者センターが実施する所定
の講座を３回受講したうえで登録
申請　※対象となる講座など、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＝消費者センター

☎3880-5385

　日本語や英語など、様々な言語があるように、ろう者（聴覚障が
い者）にとって手話は言語です。ろう者で構成される｢足立区ろう者
協会｣の方に条例施行などへの思いを伺いました。

　聴覚障がいは見た目では分からないので、
障がいの中でも｢普通に暮らせて楽｣と思わ
れがちです。しかし、家族や友人の声のや
り取りは、聞こえません。放送は、流れて
いることすら分かりません。社会から取り
残されたような｢孤独｣を常に感じています。

　外国語と同じで、手話は独自の言語です。
ろう者には「そのままの日本語」ではなく、
「手話に翻訳された言葉」が届いています。

　条例には｢手話は言語であり、ろう者にとって命である｣と記さ
れました。これを機に手話への理解が進めば、ろう者の活動の幅
が大きく広がると考えています。区のイベントなどに、手話ブー
スを出展しています。実際に関わり、体験してもらうことで、ろ
う者のことを少しでも知ってもらえればうれしいです。

援助が必要な方のためのマーク（赤色）です。見
かけたら思いやりのある行動をお願いします。

気づいてください
ヘルプマーク

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 2人程度

週5日・1日6時間 17万8,000円 3人程度

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 4人程度

週6日・1日2時間ずつ
（朝および夕方） 15万7,000円 各

若干名
保育

（延長保育） 週6日・1日4時間

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

※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。

区民講座｢まずは『手話を知ろう』｣
■日時＝7月5日㈮、午前10時30分～11時30分■場所＝竹の塚地域学
習センター■対象＝区内在住・在勤・在学の方■内容＝聴覚障がい、
ろう文化、手話の歴史・挨拶・活動サークルについての紹介など　※手
話通訳・要約筆記・難聴用磁気ループ（ヒアリングループ）あり（6月21
日㈮までに要予約）■定員＝50人（6月11日から先着順）■申込＝電話
／区のホームページから専用フォームに入力／住所、氏名、電話・ファ
クス番号、「手話を知ろう」をファクス

理解の第一歩

▲足立区ろう者協会
　石

いしむら

村真
ま ゆ み

由美さん

■申・問先＝障がい福祉係　☎3880-5255　FAX3880-5754

公募・ボランティアは、
8面に続きます

障がいの特性に応じたコミュニケーション方法を理解し、障がいの
有無にかかわらず、誰もが地域で共生できる社会をつくりましょう

聴覚障がい者へ
筆談やスマートフォ
ンを使って会話�

知的・発達障がい者へ
メニューや案内にふり
がなのほか、写真や絵
で表示

視覚障がい者へ
手助けが必要かど
うか声かけ

 手話 は言語。
　　  ろう者の 命！

4月1日施行！
足立区手話言語と障がい者の

意思疎通に関する条例

関原の森・愛恵まちづくり
記念館、まちづくり工房館
の指定管理者募集
■募集施設＝関原の森・愛恵まち
づくり記念館、まちづくり工房館
（関原1-21）■対象＝次のいずれ
かに当てはまる法人または団体…
都内で同一・類似施設の管理・運
営実績がある／都または区の競争
入札参加資格の登録がある■指
定管理期間＝2年4月1日～7年3
月31日■公募要領配布期間＝6月
11日～25日　※密集地域整備課�
事業調整係で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可■申込＝申込書類を持参　※必
要書類など、くわしくは公募要領
参照。申し込みには現地説明会へ
の参加が必要■申込期間＝7月11
日～19日
▪現地説明会
■日時＝6月26日㈬、午前10時
開始■申込＝公募要領に添付の申
込書をファクスまたはＥメール■
期限＝6月25日㈫
―いずれも―

■申・問先＝密集地域整備課�事
業調整係
☎3880-5463	 FAX3880-5605
missyu-seibi@city.adachi.

　 tokyo.jp

登校サポーター業務説明会
■日時＝7月17日㈬、午前10時

常に｢孤独｣を感じている

条例の施行は相互理解への｢大きな一歩｣

自家製デミグラスソースの
ハンバーグ 

じかせい

￥1,580

和風おろしハンバーグ 
わふう

￥1,480

自家製デミグラスソースの
ハンバーグ 

じかせい

￥1,580

和風おろしハンバーグ 
わふう

￥1,480




