
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。

ネズミはわずかな隙間でも侵入できます。金属たわしや金網などで侵入口を塞ぎましょう。食べ物や石けんなど餌となるものは密
閉容器に入れ、巣の材料となるちり紙やレジ袋は片付けましょう。■問先＝足立保健所�生活衛生課�生活衛生係　��☎3880-5374ネズミ駆除のポイント

消費税（地方消費税を含む）の税率が
10％※に上がります
　待機児童対策や幼児教育・保育無償化、介護職員の処遇改善など
社会保障の充実のため、10月1日から税率が引き上げられます。
　税率引き上げと同時に、飲食料品（酒・外食は除く）や新聞（定期購
読契約・週2回以上発行）などの税率を8％に据え置く「軽減税率制
度」が実施されます。くわしくは政府広報オンライン（https://www.
gov-online.go.jp/index.html）をご覧になるか、お問い合わせくだ
さい。�※…10％のうち2.2％が地方消費税（地方税）
▪各種相談窓口（いずれも平日、午前9時～午後5時。9月・10月は土曜日も受け付け）
▷軽減税率制度…消費税軽減税率電話相談センター

☎0120-205-553
▷価格表示や便乗値上げなど…消費税価格転嫁等総合相談センター

☎0120-200-040
▷軽減税率対応レジ導入等補助金…軽減税率対策補助金事務局

☎0120-398-111

福祉・高齢医療

10月1日開始
「年金生活者支援給付金」

■対象＝老齢基礎年金・障害基礎
年金・遺族基礎年金のいずれかを
受給し、支給要件（表1）のすべて
に当てはまる方■内容＝年金を含
めても所得が低い方への生活支援
のため、消費税率引き上げ分を活
用して給付金を支給■請求方法＝
9月上旬以降に日本年金機構から
送付される請求書を、日本年金機
構に提出　※これから年金を請求
する方は、年金の請求書と一緒に
提出■支給額（月額）＝表1　※偶
数月の15日（年金と同日）に振り込
み。申請手続きが遅れると、遅延
分の支給ができない場合あり■問
先＝年金生活者支援給付金専用ダ
イヤル� ☎0570-05-4092
足立年金事務所� ☎3604-0111
区・国民年金係
☎3880-5849 FAX3880-5618

高次脳機能障がいセミナー
「高次脳機能障害とともに歩む」

■日時＝10月19日㈯、午後1時～
4時■対象＝高次脳機能障がいの

ある方や家族�など■内容＝医師に
よる講演／脳卒中経験者（理学療
法士）による講演■定員＝80人（9
月11日から先着順）　※要約筆記
（10月10日㈭までに要予約）・手
話通訳あり■申込＝電話／住所、
氏名、電話・ファクス番号、「高次
脳セミナー」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

足立区 障がい者週間記念事業
「障がい者アート展」参加者募集

▪アート作品展
■期間＝12月4日～10日、午前9
時～午後5時■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝絵画／書道／
陶芸／手芸�など
▪ふれあい発表会
■日時＝12月7日㈯、午前10時
45分～午後1時■場所＝区役所庁
舎ホール■内容＝合唱／合奏／ダ
ンス�など
―いずれも―

■対象＝区内在住・在勤・在学の
障がい者（児）��※定員あり。くわし
くはお問い合わせください。■申
込＝申込書をファクス・郵送　※申
込書は電話・ファクス・ハガキで
請求（区のホームページからもダウ
ンロード可）■期限＝9月27日㈮必
着■申・問先＝障がい福祉センター
あしすと�自立生活支援室　〒121-

0816梅島3-31-19
☎5681-0132 FAX5681-0137

仕事・産業

あだちサポステの「上手な
仕事の断り方」セミナー

■日時＝10月19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＝急
な残業依頼の上手な断り方など、
上司や同僚との関係づくりについ
て学ぶ■定員＝10人（9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＝就労・雇用支援係
� ☎3880-5469

起業家支援塾
「W

ウ ェ ブ

eb集客セミナー」
■日時＝10月23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＝Webマーケ
ティング方法やSNS活用のポイント
などを学ぶ■定員＝25人（9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、「Web集客セミナー」をファク
ス・Eメール■期限＝10月18日㈮
■申先＝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

講座「資格を生かして
保育現場で働こう」

■日時＝10月5日㈯、午前9時30
分～正午■場所＝エル・ソフィア
■対象＝保育士資格または看護師
免許を有するまたは取得見込みの
方　※無資格でも参加できる場合
あり。くわしくはお問い合わせく
ださい。■内容＝「最新事情�子ど
も＆保護者との関わり方」セミナー
／区内私立保育施設の採用担当
者による各施設の紹介■定員＝40
人（9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（町名まで）、氏名
（フリガナ）、年齢、保育希望の
場合は子どもの氏名（フリガナ）・
年齢、電話・ファクス番号、「保育
現場で働こう」をファクス■申・問
先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

令和元年度 足立区
プレミアム付商品券

■問先＝プレミアム付商品券コールセンター
（平日、午前9時～午後5時）　☎3880-9901

　購入対象の方★は、区が郵送する商品券購入
引換券（以下、引換券）、本人確認書類を持って、
最寄りの販売場所で現金でご購入ください（購
入は任意。購入後の払い戻し不可）。9月・10月は特に混雑が予想
されます。対象者全員が購入できる十分な数を用意していますので、
時間に余裕をもってお越しいただくなど、ご協力をお願いします。
★…小さな乳幼児のいる子育て世帯の世帯主／申請して引換券の交付決定を

受けた住民税非課税者

9月24日～2年2月29日
（12月28日～2年1月5日を除く）

販売場所・販売時間（駐車場・駐輪場は利用不可）

平　日 区内すべての郵便局（午前9時～午後5時） 
※足立郵便局・足立北郵便局・足立西郵便局は午前9時～午後7時

土曜日 足立郵便局のみ（午前9時～午後3時）
日曜日 足立成和信用金庫の一部店舗（午前9時～午後3時）　※全5回

商品券を使用できる期間  10月1日～2年3月31日
※商品券取扱店一覧は、引換券郵送時に同封。区外か
ら転入してきた場合の購入方法など、くわしくは区の
ホームページをご覧ください。　　　くわしくはコチラ▶

【足立区に転入してきた購入対象の方】
　引換券は基準日時点で住所登録のあった自治体が交付します。
足立区で商品券購入を希望する方は、区・プレミアム付商品券担
当課窓口で他自治体の引換券を交換できます。

新制度

表1　年金生活者支援給付金 支給要件等
種類 支給要件（すべてを満たす方）※1 支給額（月額）

老齢（補足的老齢）
年金生活者
支援給付金

65歳以上で老齢基礎年金を
受給／前年の年金収入額と
そのほかの所得額の合計が
87万9,300円以下※2／世帯
全員の市町村民税が非課税

下記2つの額を合計して算出　▷
保険料納付済期間に基づく額…
5,000円×保険料納付済期間÷
480　▷保険料免除期間に基づく
額…1万834円（4分の1免除期間
は5,417円）×保険料免除期間÷
480

障害年金生活者
支援給付金

障害基礎年金または遺族基
礎年金を受給／前年の所得
額が462万1,000円以下（扶
養人数によって異なる）

▷障害等級2級…5,000円
▷障害等級1級…6,250円

遺族年金生活者
支援給付金

5,000円（2人以上で受給している
場合は人数で割った額）

※1…日本国内に住所がない、年金が全額支給停止の場合などは支給不可
※2…前年の年金収入額とそのほかの所得額の合計が77万9,301円～87万9,300

円の方は、保険料納付期間に基づく額に一定割合を乗じた額を支給

販売期間

9月24日㈫
販売開始 ！



■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

■問先＝住民記録係
☎3880-5724

10月2日㈬、午前6時30分～午後3時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

方…平成2年4月2日以降生まれ／
管理栄養士免許を有する／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／現に区の常勤職
員でない（任期付を除く）
▪看護師（Ⅱ類）
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…昭和50年4月2日以降生まれ
／看護師免許を有する（令和2年3
月31日までに取得見込みも可）／
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／現に区
の常勤職員でない（任期付を除く）
―いずれも―

■採用予定日＝令和2年4月1日以
降■募集人数＝若干名■選考＝▷1
次…10月20日㈰　▷2次…11月
予定■申込＝申込書を区へ簡易書
留で郵送・持参　※勤務内容など、
くわしくは選考案内を参照。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
ツセンターなどで配布するほか、
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＝10月3日㈭必着■申・問先＝
人事課�人事係　���☎3880-5831

公募・ボランティア

子育てホームサポーター
養成講座（6日制）

■日時＝10月21日㈪・23日㈬・24
日㈭・28日㈪・29日㈫・31日㈭、
午前9時～午後5時■対象＝受講
後、子育てホームサポーターとし
て活動できる方■内容＝小学生以
下の方を対象に一時的な預かり・

送迎を支援する子育てホームサ
ポーターとしての知識や技能を身
につける■定員＝30人程度（9月
11日から先着順）■費用＝1,400
円（救命講習受講料）■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・郵送　
※申込書は電話・ファクスで請求
■期限＝10月4日㈮必着■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
■場・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

「元気な職場づくり応援事業」
参加企業を募集

■内容＝従業員の健康づくりを、
経営的な視点から戦略的に実践す
る企業（従業員がおおむね20人以
上）を募集　※事業内容や申し込
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。■期限＝9月27
日㈮■問先＝健康経営・協創推進
担当� ☎3880-5433

人材募集

栄養士（非常勤）
■対象＝栄養士の資格を有する方
■勤務内容＝保育園の給食・食育
に関する専門的業務■勤務条件＝
週4日・30時間（午前8時30分～午
後5時）　※社会保険・有給休暇あ
り■雇用期間＝10月17日～2年3
月31日■報酬＝月額19万3,000円　
※交通費あり（上限あり）■募集人
数＝1人■選考＝▷1次…書類・作
文　▷2次…面接（9月27日㈮予定）
■申込＝履歴書（自筆・写真貼付）、
資格証明書の写し、作文「保育園に
おける給食と食育のあり方（800字
以内）」を区へ簡易書留で郵送・持
参　※申込書類は返却不可■期限
＝9月24日㈫必着■勤務場所・申・
問先＝子ども施設・指導支援担当
課�子ども施設・指導支援担当
� ☎3880-5446

常勤職員
▪栄養士（Ⅰ類）
■対象＝次のすべてに当てはまる

公募・ボランティアは、
8面に続きます

　相次ぐ男子100m9秒台達成に沸く日本陸
上界。今号は、陸上で高校生の頂点をめざ
す、女子高生アスリートを紹介します。

東京2020大会を
　  盛り上げる月1連載

一直線！

第3弾

■問先＝広報係　☎3880-5815

陸上
競技

次回10月10日号は、
バドミントンで
活躍する小学生が登場！

未来へ輝く

　自己ベストは100m・11秒93、200m・24
秒49。全国レベルの大会では、100mを11秒
台中盤で駆け抜ける実力者たちと競り合う。
※記録は8月現在

援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお
願いします。■問先＝障がい施策推進担当　☎3880-5407　 FAX3880-5754

気づいてください
ヘルプマーク

　中学3年生の全中※1で100m・8位、200m・2位。名門・東
京高校へ進学後も、1年生で出場した国民体育大会（国体）で少
年女子B※2100m・3位、4×100mリレー・1位と、好成績を収
めている滝田さん。緊張さえ楽しめる「強心臓」と、大舞台でこ
そ力を発揮する「勝負強さ」を武器に、8月のインターハイ※3では、
100m・200mともに自己ベストを更新しました。
　「今の自分に足りないものを意識して、それを練習で克服でき
ればもっともっと速くなれる。高校3年間でめざすのは、100m
も200mも全国1位です」。“最速の走り”と“最高の笑顔”を、きっ
と全国の舞台で見せてくれることでしょう。
※1…全日本中学校陸上競技選手権大会の略称　※2…中学3年生・高校
1年生が出場　※3…全国高等学校総合体育大会の通称

＼アクセル全開 ！   スマイル満開 ！／

滝
た き

田
た

 静
い ず

海
み

さん（17歳） 
私立東京高校2年生（区立第十三中学校出身） ⓒTokyo�2020

ⓒTokyo�2020

　

あだち自然体験デー
■日時＝9月29日㈰、午前10時～午後4時　※荒天中止■場所等＝
新田わくわく♡水辺広場　※無料シャトルバスを約40分間隔で運
行予定（▷始発…午前9時〈北千住駅西口発〉　▷最終…午後4時20
分〈会場発〉）■内容等＝表2■申込＝不要　※一部プログラムを除
く■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
表2　あだち自然体験デー内容等

プログラム名 内容等

原っぱ冒険村 草を使った基地作りやロープ渡りなどの冒険遊び
を体験　※就学前の子どもは保護者の参加が必要

川のようちえん i
イン

n 新田
浅い池で水辺の遊びを体験■対象＝小学2年生以
下の方　※就学前の子どもは保護者の参加が必要

虫むしミニ博物館＆
ふれあい虫ドーム

テントの中に草原で捕まえた昆虫を放ち、ふれあ
う　※就学前の子どもは保護者の参加が必要

チャレンジ！ 魚釣り 荒川で魚釣りを体験（100円〈仕掛け・えさ代〉）　
※小学生以下の方は保護者の参加が必要

カニ＆干潟
たんけんツアー

干潟でカニなど、荒川の様々な生きものを捕まえ
る　※就学前の子どもは保護者の参加が必要

虫とり名人と行く！ 
新田むしむしツアー

河川敷の昆虫を捕まえて、種類を調べる　※就学
前の子どもは保護者の参加が必要

東京きこりキャンプ
丸太切り＆薪割り体験

電動チェーンソーで切った丸太を薪割り機で割り、
割った薪のたき火でマシュマロを焼く■対象＝5歳
以上の方

いどうとしょかん
P
パ ラ ダ イ ス

ARADISE B
ブ ッ ク ス

OOKS
おしゃれな空間を演出したテントの中で、環境に関
する絵本を楽しむ

海洋プラでアート体験 漂着ごみを活用してアート作品を作る
そのほかのプログラム
地元商店街による軽食コーナー／消防体験／荒川クイズラリー／わくわく
クラフト工房�など　※くわしくは区または荒川ビジターセンターのホーム
ページ（http://ces-net.jp/ara-vc/）をご覧になるか、お問い合わせください。

虫さされに注意
虫にさされにくい服装、虫除

よ

けスプレーなどを準備してください。




