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仕事・産業

起業家支援塾
「実践 営業セミナー」
■日時＝8月28日㈬、午後6時30
分～8時30分■場所＝あだち産業
センター■対象＝商品・サービス
の売り上げや新規契約数を伸ばし
たい経営者・事業担当者、起業予
定者�など■内容＝営業の本当の
役割やお客様のハートをつかむ方
法を学ぶ／売り上げや成果を上げ
る方程式の講義�など■定員＝25人
（7月11日から先着順。区内在住
の方優先）■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、「営業セミナー」をファク
ス・Ｅメール■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

あだちサポステのセミナー
体験「後悔しない意思決定」

■日時＝8月10日㈯、午後2時30分
～4時30分■対象＝就労を考えて
いる39歳以下の方■内容＝後悔し
ない職業選択や意思決定について
学ぶ／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（7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

シニア 生涯ワーキングセミナー
■日時＝8月8日㈭、午後1時～3
時45分■場所＝あだち産業セン
ター■対象＝55歳以上で働く意欲
のある方■内容＝これからのライ
フプランニング／シニア世代の再
就職の考え方■定員＝40人（7月
16日から先着順）■申込＝電話■
申・問先＝（公社）長寿社会文化協会
（委託事業者）（平日、午前9時～
午後5時）� ☎5843-7665
■問先＝東京しごとセンター�シニ
アコーナー� ☎5211-2335
区・就労・雇用支援係
� ☎3880-5469

人材募集

福祉Ⅱ類（保育士）
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…昭和57年4月2日～平成12年
4月1日生まれ／保育士資格を有し
都道府県知事の登録を受けている
（令和2年3月31日までに登録見

込みを含む）／地方公務員法第16
条の各号のいずれにも当てはまら
ない■第一次試験日＝8月25日㈰
■募集人数＝28人程度■採用予
定日＝令和2年4月1日以降■申込
＝選考案内に同封の申込書を区へ
簡易書留で郵送または持参　※選
考案内は区役所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■期限等＝
▷郵送…7月24日㈬必着　▷持参
…7月18日～24日　※くわしくは
選考案内参照■申・問先＝人事課�
人事係� ☎3880-5831

小学校外国語活動
アドバイザー（非常勤）

■対象＝小学校学習指導要領に基
づく外国語活動（英語の授業）の指
導ができる英語力※があり、担任
と一緒に授業ができる知識・経験
がある方　※…実用英語技能検定
準1級以上またはT

ト ー イ ッ ク

OEIC730点以
上または同程度の技能（J

ジェイ

-S
シ ャ イ ン

HINE
資格や英語の教員免許など）■勤
務場所＝区役所／区立小学校■勤
務内容＝小学校外国語活動の授業
支援など■勤務条件＝年間205日
間（原則週5日）・1日7時間（午前8
時30分～午後4時30分）　※社会
保険・有給休暇あり■雇用期間＝
10月1日～2年3月31日■報酬＝
月額20万円　※交通費あり（上限
あり）■募集人数＝若干名■選考＝
▷1次…書類　▷2次…面接■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
込書は学力定着推進課�事業担当
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。申込書
は返却不可■期限＝7月26日㈮必
着■申・問先＝学力定着推進課�事

業担当� ☎3880-5964

公募・ボランティア

あらかわ自然体験ボランティア
■対象＝1年間で2日以上活動で
きる18歳以上の方■内容＝9月29
日㈰に実施する「あだち自然体験
デー」などのプログラム解説サポー
トと準備　※8月24日㈯、午前10
時30分～11時30分の事前説明会
への参加が必要■募集人数＝20人
程度（選考）■申込＝窓口／全員の
住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話
番号、「ボランティア募集」を往復ハ
ガキで送付　※返信面にも宛名を
記入■期限＝7月31日㈬必着■場・
申・問先＝荒川ビジターセンター　
〒120-0034千住5-13-5�学びピア
21・4階　� ☎5813-3753

暮らし・まちづくり

離婚にお悩みの中高年世代向
け「女性のための法律講座」

■日時＝8月8日㈭、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤で40歳以上の
女性■内容＝離婚に必要な手続き
や法律知識などを学ぶ■定員＝15
人（7月11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、「中高年世代の女性の
法律講座」をファクス■申・問先＝
男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

「スムーズビズ推進期間」の取り組みにご参加ください
　都は、交通混雑緩和に向けた様々な取り組みを総合的に試行する「ス
ムーズビズ推進期間」を設定しました。テレワーク・時差出勤、計画
的な休暇の取得など、取り組みへのご協力をお願いします。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。■スムーズ
ビズ推進期間＝7月22日～9月6日　※集中取り組み期間は7月22日～
8月2日／8月19日～30日■問先＝▷スムーズビズ…都・都市整備局�
調整課�　　　���　　��☎5388-3329　HP http://smooth-biz.tokyo/
▷交通需要マネジメント（TDM）…都・オリンピック・パラリンピック準
備局�輸送課　　　���　☎5320-7996　HP https://2020tdm.tokyo
みやぎ水再生センター 施設見学＆ミニフェア2019
■日時＝7月25日㈭、午前10時～午後1時■内容＝施設見学／微生物
観察／射的�など■申込＝不要　※当日直接会場へ■場・問先＝都・
下水道局�みやぎ水再生センター　宮城2-1-14���　　　☎3919-7001

官  公 庁

■期間＝7月13日～8月31日■内容等＝表1　※おむつのとれていな
いまたは1歳以下の子どもは利用不可。小学3年生以下の方は高校生
以上の方の同伴が必要（同伴者も水着着用）。同伴者1人につき3人ま
で。プール内では所定の場所でのみ飲食可（持ち込み制限あり）。申
し込み方法など、くわしくはお問い合わせください。
表1　屋外プール個人利用案内内容等

施設名・問先 施設内容 利用時間 利用料金
総合スポーツ
センター
☎3859-8211

一般用
／幼児
用

午前9時30分～午後5時
※入場は午後4時30分ま
　で。入れ替えなし

▷高校生以上の方…550円
▷中学生以下の方…200円

総合スポーツセンター 屋外プール個人利用案内

「プレミアム付商品券」の
特殊詐欺・個人情報の詐取

　消費税率10％への引き上げに伴い、区では購入対象の方に「令和元
年度�足立区プレミアム付商品券」を販売します。これに乗じた特殊詐
欺などの犯罪が予想されますので、ご注意ください。�※プレミアム付
商品券の対象や内容については、プレミアム付商品券コールセンター
（☎3880-9901〈平日、午前9時～午後5時〉）へお問い合わせください。

●プレミアム付商品券を販売するために、国や区市町村などが
ATM操作や手数料などの振り込みを求めることは、絶対に
ありません。

●現時点で、国や区市町村などが個人情報（世帯構成など）を
尋ねることはありません。

●不安や疑問を感じたら、すぐに警察または消費者センターに
ご相談ください。

■問先＝消費者センター　　　　　　　　　　　　��☎3880-5385
相談専用（平日、午前9時～午後4時45分）　　　　　��☎3880-5380

ア
ド
バ
イ
ス

注意！



■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面左中を参照 9

暮らし・まちづくりは、
10面に続きます

2年度 花いっぱいコンクール
参加グループ募集

■対象＝区内の町会・自治会、ボラ
ンティア団体、保育園、幼稚園、
学校などのグループ■内容＝ビュー
ティフル・ウィンドウズ運動の取り
組みの一つとして、区が指定する花
を育てた花壇を春と秋に審査し、表
彰　※区が指定する花の種や区の
花であるチューリップの球根は栽培
講習会（10月・2年5月）で配布■期
限＝8月2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＝美化推進係
　� ☎3880-5856

夏休み期間中 小学校プール
を一部開放

■日時等＝表2■内容＝夏休みの
期間を利用して、小学校プール施
設を一部開放　※個人利用のみ。
おむつの取れていない子どもは利
用不可。小学3年生以下の方は高
校生以上の方の同伴が必要（同伴
者1人につき2人まで）。暑さ指数
31℃以上（危険水準）になった時点
で中止■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝スポーツ振興課�振
興係� 　☎3880-5826

住区センターでちょっと
涼んでいきませんか

■期間＝開催中～9月30日■場所
＝住区（コミュニティ）センター■

対象＝60歳以上の方■内容＝セン
ターで涼しく過ごせるイベントを実
施　※日時・内容などはセンター
によって異なります。くわしくはお
問い合わせください。■問先＝指
導相談係� ☎3880-5868

西新井・梅島
エリアデザイン計画説明会

■日時等＝▷オープンハウス型説
明会（西新井駅付近／梅島駅付近）
…7月19日㈮、午後3時～8時／7
月27日㈯、午前11時～午後4時　
▷住民説明会（こども支援センター
げんき）…8月29日㈭、午後7時～
8時■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝エリアデザイン計画
担当　� ☎3880-5812

木造住宅耐震事業説明会・相談
会（ブロック塀助成など含む）

■日時等＝表3■内容＝昭和56年
5月以前に建築された木造住宅な
どの耐震診断・改修工事の助成制
度の説明／個別相談■申込＝▷説
明会…不要　※当日直接会場へ　
▷個別相談…電話■申・問先＝建
築防災係� ☎3880-5317

「あだち区民まつり A-F
フ ェ ス タ

esta
2019」出演・出店者募集

■日程＝10月12日㈯・13日㈰■
場所＝荒川河川敷・虹の広場
▪ステージ（出演）
■時間＝▷12日㈯…午前11時30
分～午後4時　▷13日㈰…午前10

時～午後4時■対象＝区内で活動
するアマチュア団体■内容＝演奏
やダンスなど　※出演時間は約15
分■定員＝16団体程度■費用＝
2,000円■申込＝団体名、代表者
の住所・氏名（フリガナ）・電話番号、
参加人数、出演内容、出演希望日、
「あだち区民まつりステージ」を区

へハガキで送付　※1団体1回の
み申し込み・出演可
▪リバーサイドバザー（出店）
■時間＝▷12日㈯…午前11時～午
後4時　▷13日㈰…午前10時～午
後4時■対象＝区内在住・在勤・在
学の方で構成された団体■出店ス
ペース＝テント1区画（幅2.7m×奥
行3.6m）■定員＝16団体■費用＝
3万5,000円　※申し込み方法な
ど、くわしくは資料参照。資料は（一財）
足立区観光交流協会で配布するほ
か、ホームページからもダウンロー
ド可

―いずれも―
※抽選■期限＝8月2日㈮必着■
申・問先＝（一財）足立区観光交流協
会� ☎3880-5853
HP http://adachikanko.net/

保存樹木・樹林の指定および
維持管理費の助成

■対象＝▷樹木…高さ10ｍ以上
で、地上1.2ｍの幹周りが1.5ｍ以
上　▷樹林…樹林面積300㎡以上
■内容＝保存樹木・樹林に指定し、
維持管理費の一部を助成（平成31
年4月1日現在、保存樹木546本、
保存樹林24カ所4万4,808㎡を指
定）　※助成金額や申し込み方法

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＝緑化推進係
� ☎3880-5188

都市計画の告示
■内容＝次の地区計画の変更…上
沼田南地区／高野地区／佐野六木
地区／神明三丁目地区／花畑北部
地区■告示日＝6月25日■縦覧場
所・問先＝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

表3　木造住宅耐震事業説明会・相談会日時等
場所 日程 時間

千住庁舎 8/2㈮、9/3㈫ 午後6時30分～8時30分
8/18㈰、10/6㈰ 午前10時～正午

千住河原町住区センター 8/20㈫ 午後2時～4時
区役所 8/26㈪、9/27㈮

9/27㈮ 午前10時～正午
西新井本町住区センター 9/9㈪ 午後2時～4時
梅田地域学習センター（エル・ソフィア内）9/19㈭ 午後6時30分～8時30分

■対象＝申請日現在、次のすべ
てに当てはまる方…64歳以下／
離職後2年以内／離職前に主たる
生計維持者だった／就労能力およ
び常用就職（6カ月以上）意欲があ
り、公共職業安定所への求職申
し込みを行うまたは行っている／
住宅を喪失しているまたは喪失す
る恐れのある賃貸住宅に住んでい
る／原則、収入がないまたは世
帯総収入（月額）が基準額（表4）に
家賃相当額（支給限度額〈表5〉を
上限とする）を合算した額以下／
同一生計の世帯総預貯金額が基

準額（表4）以下／国の雇用施策
による貸し付け（職業訓練受講給
付金含む）および地方自治体な
どが行う類似の給付を受けてい
ない（同一生計の世帯員含む）／
申請者および申請者の世帯員が
暴力団員でない■支給限度額＝

表5■支給期間＝3カ月（就職活動
の状況に応じて、2回まで延長可）　
※支給期間中の条件あり（月2回
以上、公共職業安定所の職業相
談を受ける／原則週1回以上、求
人先への応募を行うか面接を受け
る／月4回以上、福祉事務所に報

告する�など）■支給方法＝賃貸住
宅の貸し主などの口座へ直接振り
込み　※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＝足立福祉事務所�各福祉課
（表6）

表2　小学校プールの一部開放日時等
場所

（小学校） 日程 時間 対象 管理する
クラブ

青井 7/28～8/4 午後1時30分～3時30分 3歳以上の方 NACKクラブ
梅島 8/3～11 午後2時～4時 小学生以上の方 U&Uクラブ
興本 8/7～12 午後1時～3時

3歳以上の方

興本倶楽部

鹿浜五色桜 8/3 午前10時～正午／午後2時～4時
SSKクラブ8/4 午前10時～正午

鹿浜第一 7/27・28 午前10時～正午／午後2時～4時
千寿 8/7～12 午前10時～正午 千住ウェスト
千寿常東 8/5～11 午前9時30分～11時30分 JOTOクラブ
千寿双葉 8/1～6 午前10時～正午 千住ウェスト
舎人第一 8/1～10 午後2時～4時 KITクラブ21

再就職をめざしている方に住宅費を支援

■日時＝28日㈰
　　　　午前9時～午後4時
■場所＝区役所
■問先＝�納税課�滞納整理第一係
� ☎3880-5236
　　　　納税課�滞納整理第二係
� ☎3880-5237
　　　　納税課�特別整理第一係��
� ☎3880-5235
　　　　国民健康保険課
　　　　滞納整理第一係
� ☎3880-5243
　　　　国民健康保険課
　　　　滞納整理第二係
� ☎3880-5244
　　　　高齢医療・年金課
　　　　資格収納係
� ☎3880-6041
　　　　介護保険課
　　　　資格保険料係
� ☎3880-5744

休日納税・納付相談（7月分）

表4　基準額
世帯人数 総収入（月額） 総預貯金額

単身 8万4,000円 50万4,000円
2人 13万円 78万円
3人 17万2,000円

100万円4人 21万4,000円
5人 25万5,000円

※6人以上の世帯はお問い合わせください。

表5　支給限度額
世帯人数 支給限度額（月額）

単身 5万3,700円
2人 6万4,000円

3〜5人 6万9,800円
6人 7万5,000円

7人以上 8万3,800円
※収入に応じて減額あり

表6　足立福祉事務所 各福祉課一覧
問先 電話番号

西部福祉課 3897-5013
千住福祉課 3888-3142
中部第一福祉課 3880-5875
中部第二福祉課 3880-5419
東部福祉課 3605-7129
北部福祉課 5831-5797


