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認定証を所持し、8月以降も該当する方に、7月下旬に新
しい認定証を送付■問先＝高齢医療係　☎3880-5874

■対象＝保険者証を所持し、医療機関などに受診するときの自己負担割
合が8月1日㈭から変更になる方■問先＝資格収納係　☎3880-6041

後期高齢者医療制度の「限度額適用・標準負担額
減額認定証」および「限度額適用認定証」の更新

新しい後期高齢者医療
被保険者証を7月中旬に送付

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

介護予防「はつらつ教室」
（7月〜9月分）

■日時等＝表1■対象＝区内在住
の65歳以上で、介護保険の要介
護・要支援の認定を受けていない
方■内容＝筋力向上トレーニング
／軽体操■持ち物＝緊急連絡先が
分かるもの／運動しやすい服装／
室内用運動靴／タオル／飲み物■
定員＝各20人（先着順）

仕事・産業

学童保育室の
指定管理者募集
■募集施設＝足立学童保育室（足
立小学校内）／（仮称）西新井第二
学童保育室（西新井第二小学校内）
■指定管理期間＝2年4月1日～7
年3月31日■対象＝保育施設など
の運営実績があり、施設の適切な
維持管理・運営ができる団体■応

募書類配布期間＝6月25日～7月5
日　※住区推進課�調整担当で配布
するほか、区のホームページから
もダウンロード可■申込＝応募書
類を持参　※申し込みには募集要
領説明会・現地見学会への参加が
必要■申込期間＝7月11日～8月1
日、午後3時
▪募集要領説明会・現地見学会
■日時等＝▷募集要領説明会…
7月4日㈭（区役所）　▷現地見学
会…7月8日㈪（足立学童保育室の
み。〈仮称〉西新井第二学童保育
室は施設未完成のため図面のみ）　
※いずれも午前10時開始■申込
＝電話■期限＝▷募集要領説明会
…7月3日㈬　▷現地見学会…7月
4日㈭　※いずれも午後3時まで

――いずれも――
■申・問先＝住区推進課�調整担
当� ☎3880-5859

介護のしごと相談・面接会
■日時＝7月11日㈭、午前11時～
午後2時■場所＝シアター1010・
11階ギャラリー■内容＝区内介
護サービス事業者による、ヘル
パー・介護職員・看護師などの就
職相談、面接会　※保育あり（6カ
月～就学前の子ども、先着6人）■
申込＝不要　※午前10時30分受

け付け開始■問先＝高齢調整係
☎3880-5886

自社の強みを再発見できる
「魅力倍増プロジェクト」（8日制）
■日程＝8月7日～11月20日の原
則水曜日　※月2回程度■場所＝
あだち産業センター■対象＝区内
の若手経営者または後継者■内
容＝グループワークを通じて自社
の隠れた強みを再発見するととも
に、10年後の姿をイメージし、
さらなる成長をめざす■定員＝
10社（1社2人まで。選考）■費用
＝1万円■申込＝区のホームペー
ジから専用フォームに入力／申込
書をファクス　※申込書は企業経
営支援課で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可■期限＝7月18日㈭■申・問先
＝相談・融資係
☎3880-5486	 FAX3880-5605

公募・ボランティア

毛長川流域連絡会委員
■期間＝10月から約2年間■対象
＝区内在住・在勤・在学で年2回
程度の会議（平日昼間）に出席でき

る方■内容＝区と埼玉県の都県境
付近を流れる毛長川の整備・管理
などについて、区民や団体ととも
に考える　※報酬・交通費なし
■募集人数＝2人程度（選考）■申
込＝住所、区外在住の方は勤務
先または通学先・所在地、氏名
（フリガナ）、年齢、性別、電話番
号、作文「毛長川について思うこ
と（A4用紙、800字程度）」を郵送　
※結果は9月上旬に通知■期限＝
7月24日㈬消印有効■申・問先＝
都・第六建設事務所�工事課�工務
担当　〒120-0025千住東2-10-
10� ☎3882-1408
■問先＝区・企画調整担当
	 ☎3880-5160

暮らし・まちづくり

空き家無料相談会
■日時＝7月16日㈫～18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
＝空き家担当� ☎3880-5737

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

表1　はつらつ教室（7月〜9月分）日時等
場・申・問先 日時 申込

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興
☎3857-6537

7/4・18、8/1・15
いずれも木曜日、午前10時～11時30分

電話／窓口

梅田
☎3880-5322 　

7/8・22、8/26、9/9
いずれも月曜日、午前10時～11時30分　

興本
☎3889-0370

7/3・17、8/7・21、9/4・18
いずれも水曜日、午前10時～11時30分

江北
☎3890-4522

7/11・25、8/8・22、9/12・26
いずれも木曜日、午後1時45分～3時15分　

佐野
☎3628-3273

7/10・24、8/14・28、9/11・25
いずれも水曜日、午前10時～11時30分　

鹿浜
☎3857-6551

7/11・25、8/8・22、9/12・26
いずれも木曜日、午前10時～11時30分　

竹の塚
☎3850-3107

7/19、8/16、9/20
いずれも金曜日、午後1時30分～3時　

中央本町
☎3852-1431 　

7/3・17、8/7・21、9/4・18
いずれも水曜日、午後1時30分～3時　

東和
☎3628-6201

7/25、8/22、9/26
いずれも木曜日、午前10時～11時30分　

舎人
☎3857-0008

7/10・24、9/11・25
いずれも水曜日、午前10時～11時30分　

花畑
☎3850-2618

7/9・23、8/6・20、9/10・24
いずれも火曜日、午後1時～2時30分　

保塚（7/19㈮まで休館）
☎3858-1502

9/12㈭・26㈭
午後1時30分～3時

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730
7/4・18、9/5・19
いずれも木曜日、午後1時30分～3時　

総合スポーツセンター
☎3859-8211

7/3・17、8/7・21、9/4・18
いずれも水曜日、午後1時30分～3時

日介ケアセンター花畑
(花畑6-16-1）

☎5851-3373
7/7・21、8/4・18、9/1・15
いずれも日曜日、午前10時～11時30分　

■場所＝勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）
■申・問先＝和田整骨院

☎3879-3206

7/9、8/20、9/10
いずれも火曜日、午後1時15分～2時45分 電話

（平日のみ）ティップネス綾瀬
(綾瀬3-14-16）

☎0120-937-381
7/11・25、8/8・22、9/12・26
いずれも木曜日、午後2時～3時30分　

■受け付け開始日＝▷7月分…6月26日㈬　▷8月分…7月26日㈮　▷9月分…8
月26日㈪　※月2回開催の会場では、各月1回のみ申し込み可■問先＝区・介護予
防・生活支援担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎3880-5642

「経験者」の
採用拡大！

東京23区職員採用試験
Ⅲ類・障害者・経験者

■試験日＝▷経験者…9月1日㈰　▷Ⅲ類・障害者…9月8日㈰■採
用予定日＝2年4月1日以降■採用予定数等＝表2■採用試験案内・
申込書配布場所＝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　※区
施設以外でも配布するほか、ホームページからもダウンロード可。
過去の試験問題を区・区政資料室で公表■申込＝ホームページ
から専用フォームに入力／申込書類を簡易書留で郵送■期限＝▷
ホームページ…7月25日㈭、午後5時　▷郵送…7月23日㈫消印有
効■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
HP http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
■問先＝区・人事係　　　　　　　　　　　　　　�☎3880-5831

●｢機械｣｢電気｣を7年ぶりに実施！
●今年度から｢児童福祉｣｢児童指導｣｢児童心理｣を
　追加！

採用区分 試験区分 採用予定数
Ⅲ類 事務 144人程度

障害者 事務 76人程度

経
験
者

1級職

事務 119人程度
土木 10人程度
建築 7人程度
機械 7年ぶり 5人程度
電気 7年ぶり 6人程度
福祉 13人程度
児童福祉 NEW 11人程度
児童指導 NEW 5人程度
児童心理 NEW 7人程度

採用区分 試験区分 採用予定数

経
験
者

2級職
(主任)

事務 38人程度
土木 6人程度
建築 6人程度
福祉 8人程度
児童福祉 NEW 15人程度
児童指導 NEW 5人程度
児童心理 NEW 11人程度

3級職
(係長級)

児童福祉 NEW 8人程度
児童指導 NEW 1人程度
児童心理 NEW 8人程度

※福祉以外の試験区分については日本国籍を有する方が対象。そのほかにも要
件あり。くわしくは採用試験案内を参照。Ⅰ類採用試験【一般方式】(5月5日

　第1次試験実施)に申し込んだ方は、障害者・経験者の申し込み不可

表2　東京23区職員採用試験	採用予定数等



■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面左中を参照 5

■対象＝昭和19年8月2日～24年8月1日生まれで、区の国民健康保険に加入している方■内容＝新しい高齢受給者証と案内を7月下
旬に世帯主宛に送付　※8月2日以降に70歳になる方には、利用開始月の前月下旬に送付■問先＝資格賦課担当　　��☎3880-5240

国民健康保険の高齢受給者証を
8月1日㈭に切り替え

第5回	子どもの未来を
応援する活動団体交流会
■日時＝7月19日㈮、午後5時～
7時30分■場所＝区役所■対象
＝子どもの未来を応援する個人・
団体・企業など■内容＝「クラウド
ファンディング」「民間補助金活用
事例」などをテーマにしたグループ
ワークを通して、団体の持続的な
資金循環について考える■定員＝
50人程度（6月26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／団体
名、氏名、電話番号、「交流会参
加」をEメール■期限＝7月16日㈫
■申・問先＝協働・協創推進担当

☎3880-5748
kyoso@city.adachi.tokyo.jp

7月は「社会を明るくする
運動」強調月間
　犯罪や非行を防ぎ、罪を犯した
人たちの立ち直りについて理解を
深め、犯罪や非行のない明るい社
会を築こうとする運動です。強調
月間に合わせ、イベントなどを開
催します。
▪駅頭キャンペーン
■日時＝7月1日㈪、午前8時開始
■場所＝綾瀬、北千住、五反野、
竹ノ塚、西新井の各駅頭■内容＝
キャンペーングッズの配布など
▪親と子ふれあい将棋教室
■日時＝7月20日㈯、午後2時開
始■場所＝区役所庁舎ホール■対
象＝区内在住・在学の小学生と保
護者■内容＝将棋の所作を学び、
様々な人と対局／扇子などの景品
が当たる抽選会　※プロ棋士の参
加あり■定員＝40組（抽選）■申
込＝住所、全員の氏名、電話・ファ
クス番号、子どもの学校名・学年・
棋力（将棋の強さ）をファクスまた

は往復ハガキで送付　※往復ハガ
キは返信面にも宛名を記入■期限
＝7月12日㈮必着■申・問先＝日
本将棋連盟「足立区ふれあい将棋
教室」係　〒151-8516渋谷区千
駄ヶ谷2-39-9
☎3408-6234	 FAX3404-7301
▪区民の集い
■日時＝7月27日㈯、午後1時開
始■場所＝区役所庁舎ホール■内
容等＝記念演奏／中学生標語作文
コンテスト表彰式／各種景品が当
たる抽選会／キャンペーングッズ
の配布（先着400人）�など■申込
＝不要　※当日直接会場へ

――いずれも――
※車での来場不可■問先＝区・民
生係� ☎3880-5870

その子らしさを大切にする
教育・子育て「子どもの性の
多様性について学ぼう」
■日時＝8月3日㈯、午前10時～
正午■場所＝鹿浜地域学習セン
ター■対象＝区内在住・在勤・在
学の方■内容＝性のあり方の多様
性と学校で直面する課題などにつ
いて理解を深める■定員＝20人
（6月26日から先着順）　※保育あ
り（7月26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／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）、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、
「LGBT理解促進講座」をファクス
■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

「あだちNPOフェスティバル
2019」出展団体募集
■日時＝10月19日㈯、午前11時
～午後4時■場所＝区役所■対象

＝区内で子育て・福祉・文化・ス
ポーツ・まちづくりなどの分野で
活動しているNPO・社会貢献活
動団体　※出展にはNPO活動支
援センターへの団体登録が必要■
内容＝活動体験・販売・展示ブー
スを出展し、NPOの魅力や活動
内容を紹介■申込＝電話／区の
ホームページから専用フォームに
入力／団体名、所在地、氏名、電話・
ファクス番号、Ｅメールアドレス、
「NPOフェス」をファクス■期限
＝7月9日㈫■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

マイナンバーカードの
申請をお手伝いします
■期間＝開催中～7月31日の平
日、午前9時～午後4時30分／7
月28日㈰、午前9時～午後3時30
分■場所＝区役所■対象＝初めて
マイナンバー（個人番号）カードを
申請する方　※乳児など、座れな
い方を除く■内容＝マイナンバー
カードの申請ができる証明写真機
を使用した申請手続きのお手伝い　
※証明写真代無料■申込＝電話連
絡後、QRコード付きの個人番号

カード交付申請書を持参　※申請
書を紛失した場合は、区民事務所
または戸籍住民課�窓口サービス
係で取得可。運転免許証などの本
人確認書類を持参■申・問先＝個
人番号カード交付・普及係　

☎3880-5698

学びを創るボランティア
研修講座（3日制）
■日時＝8月3日・10日・31日、
いずれも土曜日、午後2時～4時■
場所＝エル・ソフィア■対象＝18
歳以上の方■内容＝区民が学びた
いことを「講座（学び）」として提供
する団体の役割や活動への理解を
深め、実際の活動につなげる■定
員＝30人（抽選）■申込＝住所、氏
名、年齢、電話番号、｢学びを創
るボランティア研修講座｣を往復
ハガキで送付　※返信面にも宛名
を記入■期限＝7月20日㈯必着■
申・問先＝生涯学習センター�あ
だち区民大学塾事務局　〒120-
0034千住5-13-5（学びピア21内）
（平日、午後1時～5時）
� ☎5813-3759

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます

　 7月スタート！
高齢者見守りサービス

■問先=在宅支援係　☎3880-5257

　65歳以上の方や夫婦などが、生活状況を感知する装置などを自
宅に設置した場合の初期費用の助成を開始します。遠隔地の親族が
生活状況を把握することができるので、「もしも」のときも安心です。
※区の類似事業や、すでにサービスを利用している方は対象外
■助成額＝13,500円（上限）

ライフスタイルに合ったサービス（民間）が選べます！
◦見守り装置（カメラ型・センサー型）
◦使用状況確認機能付きポット・冷蔵庫�など

そのほかのサービス（すでに実施中）
▪高齢者緊急通報システム
■対象＝65歳以上で、慢性疾患などにより自宅での生活に不安が
ある方や夫婦など　※訪問調査あり。固定電話の回線が必要■内
容＝病気など、緊急の場合にペンダント式のスイッチを押して救
急車を要請　※自宅のカギを事業者に預ける必要あり■費用（月
額）＝900円　※住民税非課税・生活保護受給世帯は500円
▪高齢者見守りキーホルダー
■対象＝65歳以上で、一人
の外出に不安があるまたは認
知症による徘

はいかい

徊の恐れがあ
る方■内容＝警察に保護された場合などに身元や緊急連絡先が分
かる「登録番号入りキーホルダー」を地域包括支援センターで配布　
※認知症による徘徊の恐れが特に強い方には衣類に登録番号を印
刷するサービスもあり

――いずれも――
■申先＝管轄の地域包括支援センター�など　※管轄の地域包括支
援センターが分からない場合など、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。

見守りシールも配布開始 !

7月12日～9月8日
じゃぶじゃぶ池オープン

■問先＝施設維持係　☎3880-5021

■場所等＝表3■対象＝おむつがとれた就学前の子ども　※保護者
同伴

表3　じゃぶじゃぶ池一覧
時間 場所（公園）

午前10時〜午後4時
（午後0時50分〜2時を除く）

井堀北／梅田亀田／五反野コミュニティ／
下河原／新田さくら／新西新井／諏訪木西
／千住／千住旭／竹の塚第三／竹の塚第五
／花畑／都立東綾瀬／南宮城／見沼代親水
／六木中央

午前10時〜午後1時 尾竹橋／下の／東和親水／中郷
午前10時〜午後4時

（午前11時50分〜午後1時を除く）大谷田南／北鹿浜
※一部定休日あり。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。

　暑さ指数が31℃（危険水準）に達した場合は中止とするこ
とがあります。ご了承ください。




