
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＝平成31年1月1日～令和元年9月30日に保険料を納付した方　※10月1日以降に納付した方には令和2年2月上旬に送付■問先＝▷控除証明
書の内容…ねんきん加入者ダイヤル　☎0570-003-004／☎03-6630-2525（IP電話の方）　▷保険料の納付相談…足立年金事務所　☎3604-0111

社会保険料（国民年金保険料）の
控除証明書を11月上旬に送付

福祉・高齢医療

「災害時安否確認申出書」を
11月上旬に送付

■対象＝平成30年9月1日～令和
元年8月31日の間に、次のいずれ
かに当てはまるようになった方…
要介護1～5／身体障害者手帳1～
3級／愛の手帳1～4度／障害支援
区分1～6　※施設など長期入所
者を除く■内容＝災害発生時に、
民生・児童委員などが対象者の安
否確認を行い、その後の救護・避
難支援などにつなげる■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

特別障害者手当・障害児福祉
手当の申請受け付け

▪特別障害者手当
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…区内在住／20歳以上／施設
に入所していない／病院・診療所
に入院していない／法律で定める
重度の障がいのため、日常生活に
おいて常時特別の介護が必要■支
給額＝月額2万7,200円
▪障害児福祉手当
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…区内在住／19歳以下／施設
に入所していない／障がい児本人
が障がいを理由とする公的年金を
受給していない／法律で定める重
度の障がいのため、日常生活にお
いて常時介護が必要■支給額＝月
額1万4,790円
―いずれも―

※障がい者（児）本人および扶養義
務者の所得による支給制限あり。
申請方法など、くわしくはお問い
合わせください。■問先＝障がい

福祉課�各援護係（表1）／障がい給
付係
☎3880-5472 FAX3880-5754
表1　障がい福祉課 各援護係一覧

障がい福祉課 電話番号
西部 3897-5034
千住 3888-3146
中部第一・第二 3880-5881
東部 3605-7520
北部 5831-5799

障がい別福祉相談
（11月～2年2月分）
■日時＝表2■場所＝竹の塚障が
い福祉館■対象＝障がいのある方
と家族■内容＝障がいに関わる生
活体験がある障害者相談員による
相談■申込＝不要　※当日直接会
場へ■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

きこえの相談
■日程＝毎週火～金曜日（予約制）
■対象＝区内在住の方■内容＝言
語聴覚士による相談／聴力検査／
補聴器体験�など　※申し込み方
法など、くわしくはお問い合わせく
ださい。■場・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

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の
利用者募集

■対象＝18～64歳で、障がい福
祉センターの通所訓練を利用した
ことがない、次のいずれかに当て
はまる方…脳血管障がいや事故な
どで身体障害者手帳を取得または
取得見込み／高次脳機能障がい診
断書などを取得または取得見込み
■内容＝理学・作業・言語療法な
どのリハビリを主に集団で行い、
利用者の生活力の維持・向上をめ

ざす■利用日数＝週1～2日■利
用期間＝12カ月または18カ月■
費用＝障害者総合支援法に定めら
れた自己負担あり■申込＝電話／
住所、氏名、電話番号、「社会リ
ハビリテーション室利用」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

仕事・産業

区の封筒に広告を
掲載しませんか

■内容＝2年度特定健診受診券な
どの送付用封筒に掲載する広告　
※内容審査あり。版下は申込者が
作成■規格等＝表3■申込＝広告
原稿と申込書を持参　※申込書は
データヘルス推進課で配布するほ
か区のホームページからもダウン
ロード可■期限＝11月15日㈮■申・
問先＝データヘルス推進課�データ
ヘルス推進係� ☎3880-5601

あだちサポステの
「職業適性検査（GATB）」
■日時＝12月14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（11月12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

人材募集

障がい福祉センター 作業療法士
産休代替職員（非常勤）

■対象＝作業療法士の資格を有す
る方■勤務内容＝脳血管障がい者
などの機能訓練通所事業における
作業療法業務�など■勤務条件＝
週５日、１日６時間（午前9時～午
後4時）　※社会保険・有給休暇
あり■雇用期間＝２年１月１日～３
月３１日■報酬＝日額１万９,０００円
■募集人数＝１人■選考＝▷１次…
書類　▷２次…面接■申込＝履歴書
（J

ジ ス

IS様式推奨、写真貼付）、資格
証明書の写しを簡易書留で郵送・
持参　※申込書類は返却不可■期
限＝１１月２２日㈮必着■勤務場所・
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　
〒121-0816�梅島3-31-19
� ☎5681-0131

スピード感を意識して大会
に向けてテンポを調整して
いく

 　区出身の競泳選手といえば、オリンピアンで100m
自由形の日本記録保持者の中

な か む ら

村克
か つ み

選手（区立第十四中
学校出身）が活躍中です。今号はオリンピックの舞台を
夢見る、女子高校生スイマーを紹介します。

東京2020大会を
　  盛り上げる月1連載

一直線！

第5弾

■問先＝広報係　☎3880-5815

競泳
平泳ぎ

次回12月10日号は、
新体操で活躍する

中学生が登場！

未来へ輝く

　高校2年生で出場したインターハイで7位になり、都の強化選
手に選出されている長谷さん。水泳を始めたのはなんと1歳。得
意種目の平泳ぎについて｢テンポとタイミングが重要で、細かい技
術も必要。それが難しさでもあり、面白さでもある｣と話します。
　｢指摘されたことをすぐに修正できる｣ことが自身の強みと分析する
彼女は、「それが0.01秒を争うこの競技で勝つための武器」と自信を
のぞかせます。幼少期から指導を受けてきたコーチとともに、めざす
は全国優勝。そしてその先に見据えるのは、オリンピックの舞台です。
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表3　特定健診受診券など送付用封筒 広告規格等
掲載場所 規格（縦×横〈cm〉） 掲載料金 予定印刷枚数

裏面6分の1面 7×8.5 ６万円 21万枚裏面3分の1面 7×18 12万円

長
は せ

谷 珠
す ず

那
な

さん（17歳） 
都立墨田川高校２年生（区立第十三中学校出身）
コナミスポーツクラブ西新井 所属

表2　障がい別福祉相談日時
障がい種別 日時
聴覚障がい 11/16、12/21、1/18、2/15、いずれも土曜日、午後1時～4時
肢体不自由 11/19㈫、1/21㈫、午前10時～正午
視覚障がい 11/20㈬、1/15㈬、午前10時～正午
知的障がい 11/26㈫、2/25㈫、午前10時～正午
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■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

※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＝交通対策課�推進係　　☎3880-5912

「足立区自転車の安全利用に関す
る条例」が2年1月1日から施行

■日時＝12月4日㈬、午前11時■内容＝屋外に設置してある防災行政無線のス
ピーカーから「これはテストです」などと放送■問先＝危機管理係　☎3880-5838

全国瞬時警報システム
（Jアラート）の試験放送

を含む）として1年以上の経験があ
る■勤務地＝足立区、大田区を除
く東京21区の区立幼稚園■選考＝
書類・面接■申込＝募集案内に添
付の申込書類を持参　※過去5年
間に区立幼稚園臨時的任用教員と
して勤務実績があり、更新を希望
する方は郵送も可■期限等＝▷郵
送…11月25日㈪消印有効　▷持
参…12月2日㈪･3日㈫■募集案内
配布場所＝区・子ども政策課�保育
人事計画担当／特別区人事・厚生
事務組合教育委員会事務局■申・
問先＝特別区人事・厚生事務組合
教育委員会事務局　〒102-0072
千代田区飯田橋3-5-1�東京区政会
館17階� ☎5210-9751
■問先＝区・保育人事計画担当
� ☎3880-5445

暮らし・まちづくり

�

NPO活動体験講座
「クリスマスソングで
リトミック＆英語あそび」

■日程＝12月18日㈬■時間等＝▷
リトミック…午前10時30分～11時
30分／午前11時30分～午後0時
30分　▷英語あそび…午後1時30
分～2時30分／午後2時30分～3
時30分■場所＝エル・ソフィア■対
象等＝▷リトミック…1～3歳の子ど
もと保護者（各35組）　▷英語あそ

び…2・3歳の子どもと保護者（各25
組）　※いずれも抽選■申込＝電話
／区のホームページから専用フォー
ムに入力■期限＝11月25日㈪■
申・問先＝区民参画支援係（エル・ソ
フィア内）� ☎3880-5020

都市計画案の縦覧
（決定前の案の公表）
■内容＝渕江南一団地の住宅施設
の廃止／東保木間一丁目地区地区
計画の策定／生産緑地地区の変更
■公告日＝１１月１５日㈮■縦覧・
意見書提出期間＝１１月１５日～２９
日■縦覧場所・意見書提出・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

地域のコミュニティ事業が
助成を受けました

　（一財）自治総合センターは宝くじの
社会貢献広報のために、文化振興
事業やコミュニティ助成事業を行っ
ています。今年度はこの宝くじの助
成金制度を活用し、千住寿町北町
会が祭りを通して地域の活性化を図
るため神

み こ し

輿を修繕しました。■問先
＝地域調整係� ☎3880-5864

区立学童保育室職員（非常勤）
■対象＝保育士、放課後児童支援
員、幼小中教員などの資格・免許
を有する方　※2年3月31日までに
取得見込みの方を含む■勤務条件
＝週4日～5日・30時間（月～土曜
日、午前9時30分～午後6時15分）
（予定）　※ローテーション勤務。
社会保険・有給休暇あり■雇用期
間＝2年4月1日～3年3月31日（予
定）■報酬＝月額17万8,000円～
19万3,000円（予定）　※交通費あ
り（上限あり）■募集人数＝4人程度
■選考＝▷1次…書類　▷2次…面接
（12月12日㈭予定）■申込＝履歴書
（自筆、写真貼付）、作文「学童保
育室職員のあり方について」（400
字詰め原稿用紙2枚程度）を区へ簡
易書留で郵送・持参　※申込書類
は返却不可■期限＝12月3日㈫必
着■申・問先＝住区推進課�学童保
育係� ☎3880-5863

特別区立幼稚園 
妊娠出産休暇・育児休業補助教員
採用候補者（臨時的任用教員）

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…昭和34年4月2日以降生まれ
／幼稚園教諭普通免許状を所持／
国公私立幼稚園、幼保連携型認定
こども園の正規任用教員または満
3歳以上を担当する正規任用保育
教諭（東京23区の区立幼稚園臨時
的任用教員、学級専任非常勤講師

「これってDV？」と思ったら、
１人で悩まずご相談ください
■申・問先＝区・男女参画プラザ　☎3880-5222　FAX3880-0133

　夫婦、恋人同士の間での暴力を「ドメスティック・バイオレンス（Ｄ
Ｖ）」と呼びます。近年、大人だけではなく、学生など若い恋人同士
の間で起こる暴力（デートＤＶ）も問題となっています。暴力は、身
体的・精神的・性的・経済的・社会的など、様々な形で表れます。
１人で悩まずに適切な専門機関にご相談ください（表4）。
表4　DV相談窓口一覧

相談先 予約・相談時間

区・男女参画プラザ
（エル・ソフィア内）

女性相談（DV相談など）
1回50分　☎3880-5223
※事前予約制（予約時に面
　談または電話相談を選
　択）。保育あり

▷月・火・金曜日、
　午前10時～午後4時
　（正午～午後1時を除く）
▷水・木曜日、午後3時～8時
※祝日・年末年始を除く

男性電話相談（DV相談）
1回50分 ☎3880-5224　
※事前予約制

▷月・火・金曜日、
　午前11時～午後3時
　（正午～午後1時を除く）
▷水・木曜日、午後4時～7時
※祝日・年末年始を除く

都・女性相談センター
☎5261-3110

月～金曜日、午前9時～午後8時
※祝日・年末年始を除く

都・東京ウィメンズ
プラザ

【女性専用】
☎5467-2455

毎日、午前9時～午後9時　
※年末年始を除く

【男性専用】
☎3400-5313

月・水曜日、午後5時～8時
※祝日・年末年始を除く

国・女性の人権ホットライン
☎0570-070-810

月～金曜日、
午前8時30分～午後5時15分
※祝日・年末年始を除く

DV相談ナビ
※最寄りの相談窓口に電話を自動転送

☎0570-0-55210
毎日、24時間
※相談は各窓口の受付時間内

性犯罪被害相談電話（全国共通番号）
※各都道府県警察の性犯罪被害相談窓口に電
　話を自動転送　　　☎#8103（ハートさん）

毎日、24時間

※夜間・緊急の場合＝
　▷警察　☎110　 ▷都・女性相談センター（夜間・休日）　☎5261-3911
※配偶者からの暴力被害者支援情報（内閣府男女共同参画局ホームページ）

HPhttp://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html
DVについて学ぶ

▪講座「暴力のない関係とこころのケア」
■日程＝12月13日㈮■場所＝花畑地域学習センター■内容＝Ｄ
Ｖのない関係について学び、こころのケアの重要性について理解
を深める■定員＝15人
▪講座「結婚生活や恋人との関係がつらい ＤＶ・モラハラを知ろう」
■日程＝12月14日㈯■場所＝エル・ソフィア■内容＝ＤＶ・モラ
ルハラスメントへの理解を深め、被害にあった場合の支援方法な
どを学ぶ■定員＝20人

―いずれも―
※11月11日から先着順。保育あり（12月6日までに要予約、6カ月～
就学前の子ども、先着10人）■時間＝午後2時～4時■対象＝区内在
住・在勤・在学の方■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
氏名�（フリガナ）・年齢、電話・ファクス番号、講座名をファクス

資金名 対象（いずれか） 貸付上限額 利子 必要書類（すべて）★3

災害援護
資金

（国制度）

①居住地が全壊または
半壊した世帯★1

②世帯主がおおむね１
カ月以上の療養を有
した世帯

③家財の3分の1以上
に被害があった世帯

150万円～
350万円★2 ▷保証人あり

…無利子
▷保証人なし
…年1％

り災証明書／平
成30年中の世帯
員すべての収入
を証明する書類
／②の場合は医
師の診断書災害援護

資金
（都制度）

国制度（上記）の貸し付
けを受け、さらに資金
を必要とする世帯

150万円

※そのほかにも貸し付け条件があります。くわしくはお問い合わせください。
★1…り災証明書上の「一部損壊」の住居は対象外
★2…世帯主の療養の状況、住居の状況（全壊・半壊）などにより異なる
★3…そのほかにも書類が必要な場合あり

台風第15号または第19号で
被害を受けた方への貸し付け

■問先＝民生係　
☎3880-5870

台風第19号で3万人以上が避難
　今回の台風で、区内全域に避難勧告を初めて発令し、3万3,172
人が避難しました。現在、避難所の開設やペットの同行避難など、課
題を洗い出し、改善策を検討しています。くわしくはあだち広報12月
10日号でお知らせする予定です。■問先＝災害対策課�災害対策係

☎3880-5836
▪荒川河川敷の利用中止
　台風第19号の被害による復旧工事のため、
場所によって最長で2年3月末ごろまで利用でき
ない場合があります。ご不便をおかけしますが、
ご理解をお願いします。再開が決まり次第、区
のホームページなどで順次お知らせします。■
問先＝公園管理課�施設維持係　☎3880-5021

▲台風通過後の荒川。
　増水により橋脚が
　水没寸前に

資料写真（西新井橋付近）

暮らし・まちづくりは、
8面に続きます




