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■内容＝製品表示の適正化のため、各法令に規定される製品の販売店を無作為抽出し、
身分証を携帯した区職員が立ち入り検査を実施■問先＝消費者センター　☎3880-5385

製品安全に関する
表示検査にご協力を

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＝親医療証を有し、元年度現況届の内容が受給要件に当てはまる方　※受給資格が消滅した方には消滅通知を送
付。現在受給していない方で、受給対象になると思われる方はご連絡ください。■問先＝親子支援係　　☎3880-5883

2年1月から使用する親医療証
を12月17日㈫に送付

人材募集

学校栄養士（非常勤）
■対象＝栄養士の資格を有する方
※2年3月31日までに取得見込み
含む■勤務内容＝区立小・中学校
などでの献立作成／給食に関する
業務■勤務条件＝週5日以内・1日
7時間　※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■報酬＝月額19万3,000
円　※交通費あり（上限あり）■募
集人数＝10人程度■選考＝▷1次
…書類　▷2次…面接（2年1月下
旬予定）■申込＝履歴書（J

ジ ス

IS様式
推奨、自筆、写真貼付）、作文「学
校給食についての私の考え」（原稿
用紙800字程度、自筆）を区へ簡
易書留で郵送・持参　※申込書類
は返却不可■期限＝2年1月8日㈬
必着■申・問先＝学務課�学校給食
係� ☎3880-5975

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1■勤務場所＝
区立保育園／区立認定こども園■
雇用期間＝2年4月1日～3年3月
31日■選考＝▷1次…書類　▷2次
…面接（2年1月31日㈮予定）■申
込＝申込書（自筆、写真貼付）を区

へ簡易書留で郵送・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。申込書は返却
不可■期限＝2年1月14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

�
まちづくりカウンセラー
■対象＝区内に3年以上居住する
79歳以下で、行政の都市計画に
関する業務経験がある、または一
級建築士、中小企業診断士などの
資格を有する方　※年齢は2年4
月1日現在■内容＝まちづくりへの
専門的助言・提案、地域情報の提
供など■募集人数＝7人■選考＝
論文・面接■申込＝申込書類を区

へ簡易書留で郵送・持参　※申込
書類はまちづくり課�管理調整係で
配布するほか、区のホームページ
からもダウンロード可。申込書類
は返却不可■期限＝2年1月10日㈮
必着■申・問先＝まちづくり課�管
理調整係� ☎3880-5933

暮らし・まちづくり

区の地図や歴史の本などの
販売・貸し出し
　区政資料室では区の地図や歴史
の本などの販売や、区が作成した
各種行政資料の貸し出しなど（一部
を除く）を行っています。
▪販売
■主な販売資料＝表2
▪貸し出し
■貸し出し方法＝区立図書館の貸
し出しカードまたは住所・氏名を
確認できる公的な証明書を持参■
貸し出し限度数＝20冊■貸出期間
＝２週間
―いずれも―

■場所＝区役所区政資料室■問先
＝区政情報係　	 ☎3880-5830

消費者講座「相続入門」
■日時＝2年1月16日㈭、午後2時～

4時■場所＝エル･ソフィア■対象
＝区内在住・在勤・在学の方■内
容＝「争

そうぞく

続」の未然防止や早めの節
税対策のため、正しい知識を学ぶ
■定員＝60人（12月11日から先
着順）■申込＝電話／窓口／区の
ホームページから専用フォームに
入力／氏名（フリガナ）、電話・ファ
クス番号、「相続入門」をファクス
■申・問先＝消費者センター
☎3880-5385	 FAX3880-0133

男女参画プラザの講座
▪区民企画講座
　「いまをココロ輝くステージに
　生き生きとした思考と身体づくり」
■日時＝2年1月11日㈯、午後2時
～4時■場所＝エル・ソフィア■内
容＝明るい思考と健康的でハリの
ある身体作りを、講話と簡単エク
ササイズを通して学ぶ　※保育あり
（12月27日㈮までに要予約、6カ
月～就学前の子ども、先着10人）
▪子育て世代向け
　「家族を守る防災・3つの心がまえ」
■日時＝2年1月18日㈯、午前10
時～正午■場所＝シアター1010・
10階アトリエ■内容＝災害時の身
の守り方や備蓄品、避難所での暮
らし方について学ぶ　※保育あり
（2年1月10日㈮までに要予約、6
カ月～就学前の子ども、先着10人）
―いずれも―

■対象＝区内在住・在勤・在学で
小学生以上の方　※小学生は保護
者同伴■定員＝30人（12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（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■申・
問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

区営西新井東・西自転車駐車場
定期利用者の募集
■利用開始予定日＝2年4月1日■
対象＝区内または近郊在住・在
勤・在学の方　※西新井駅から約
800m以内に在住の方や防犯登録
をしていない自転車は除く■募集
予定台数等＝▷西新井東（栗原1-7-
5）…約400台　▷西新井西（栗原
3-1-1）…約170台　※いずれも抽
選■費用＝月額2,100円■申込＝
住所、氏名（フリガナ）、電話番号、
チャイルドシート・電動アシスト機
の有無、希望駐車場名を区へ往復
ハガキで送付　※返信面にも宛名
を記入。1人１回のみ申し込み可
■期限＝12月27日㈮必着■申･問
先＝交通対策課�自転車係
	 ☎3880-5914

雇用・生活・こころと
法律の総合相談会
■日時＝2年1月14日㈫～18日㈯、
午前10時～午後3時　※14日㈫・
17日㈮は午後5時終了■場所＝東
京芸術センター9階・会議室■内
容＝仕事が見つからない、働く自
信がない、多重債務がある、眠れ
ないなどの悩みに専門相談員が応
じる■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝くらしとしごとの相談
センター� ☎3880-5705

人材募集は、
3面からの続きです

表2　主な販売資料一覧

タイトル 販売価格
（円）

計
画
・
報
告

足立区基本計画（平成29年度〜36年度） 800 
足立区基本構想（平成28年） 500 
足立区人口ビジョン総合戦略 300 
足立区例規集（令和元年） 2巻セット 2,500 
あだち広報縮刷版（平成27年4月〜29年3月） 3,700 
数字で見る足立（令和元年） 1,200

歴
史
・
文
化

葵
あおい

の御威光 800 
足立区仏像調査報告書 1,000 
足立の絵馬 上下 各1,000
あだちの祭

まつり

囃
ば や

子
し 1,000 

荒川の昔―思い出の写真― 300
浮世絵展「タテモノとマチナミ」 400
浮世絵と近代版画・橋 600
歌川派と歌舞伎―勇壮なる役者絵の世界― 300
大千住展―町の繁栄と祝祭― 700 
スイーツランドあだち 東京東部のお菓子づくり 900
ブックレット足立風土記（1〜10巻） 各150
ブックレット千住の民俗 300
文化遺産調査特別展「美と知性の宝庫 足立」 600

地
図

足立区洪水ハザードマップ 100 
足立区主要施設案内図・交通案内図（足立区マップ） 100 
足立区都市計画図Ⅰ（用途地域等指定図） 700 
足立区都市計画図Ⅱ（都市計画施設等指定図） 700 
足立区土地区画整理区域図（平成31年4月） 580 
カラーマップあだち'15 600

表1　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 業務内容 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

28人程度
週5日・
1日6時間 17万8,000円

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

8人程度
週6日・
1日2時間ずつ

（朝および夕方）15万7,000円
保育

（延長保育）
週6日・
1日4時間 5人程度

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 8人程度

※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
　申込書類をご覧ください。

※	報酬・給与
　は予定



■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

■内容＝1冊5,000円分の商品券を4,000円で購入可　※最大5冊まで。取扱店はスーパーなど区内1,200店以上。購入対象など、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。■販売期限＝2年2月29日㈯■使用期限＝2年3月31日㈫■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

毎日のお買い物がお得に
足立区プレミアム付商品券

講座
「人生100年時代の過ごし方
地域とつながる元気のヒケツ」
■日時＝2年1月26日㈰、午後1時
～3時30分■場所＝エル・ソフィア
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方■内容＝地域活動での人とのつ
ながりや役割が、健康維持や引き
こもり・孤立予防に効果があるこ
とについて、実際のデータを基に
学ぶ■定員＝50人（12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（フリガナ）、電話・
ファクス番号、Ｅメールアドレス、「人
生100年時代の過ごし方」をファク
ス■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

西新井・梅島エリアデザイン
計画説明会
■日時＝12月18日㈬、午後7時～
8時■場所＝こども支援センターげ
んき■内容＝西新井・梅島のまち
の特徴・魅力や求めるべき将来像
など、エリアデザイン計画案を説
明■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

あだち再生館の
リサイクルショップは
2年3月29日で閉店
■内容＝リサイクルショップ・家具
抽選販売が終了　※洋服・小物・
家具の受け入れは12月28日㈯ま
で■問先＝あだち再生館
� ☎3880-9800

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～12月27日、2年
1月6日～31日の平日、午前9時
～午後4時30分／2年1月26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

職種 対象（いずれかに当てはまる方） 業務内容 勤務条件 報酬（予定）募集人数 選考（予定） 期限 問先

げんき就学
相談員★

小学校または中学校の教員免許を有
し、特別支援教育の経験がある／大
学・大学院で心理学の関連学科を履
修し、臨床経験がある（2年3月卒業見
込み含む）

区立学校の特別支援学級・
学校などへの就学などの
相談／知能検査の実施 な
ど

週4日・1日7時間30分
（午前8時45分～午後5
時15分）
※土曜日勤務あり 月額23万円

若干名
▷1次…論文
▷2次…面接

（2年1/26㈰）

2年
1/10㈮

支援管理課
特別支援係
☎3852-2875

特別支援教室
指導教員Ⅰ★

小学校または中学校の教員免許を有
し、学校での勤務経験・特別支援教
育の経験がある／小学校または中学
校の教員免許を有し、大学・大学院
で心理学の関連学科を履修し、臨床
経験がある（2年3月卒業見込み含む） 　

特別支援教室・学校内で
の該当児童・生徒に応じ
た指導／通常学級での行
動観察 など

週5日・1日6時間
（午前8時～午後5時の
間の6時間）

10人程度 ▷1次…論文
▷2次…面接

（2年1/25㈯）
▷3次…面接

（指定の日時）

支援管理課
特別支援教室
担当
☎3852-2868特別支援教室

指導教員Ⅱ★

週2日・1日6時間
（午前8時～午後5時の
間の6時間）

月額
9万2,000円 5人程度

発
達
支
援
専
門
職
種

作業
療法士★ 作業療法士の資格を有する 区内保育所などへの作業

療法の支援 など 週1日以上・1日6時間
（午前9時～午後5時15
分の間の6時間）

日額
1万9,000円

各
若干名

▷1次…論文
▷2次…面接

（2年2/1㈯）
2年

1/6㈪
支援管理課 
発達支援係
☎5681-0134

心理
判定士★

大学で心理学を専攻／心理判定など
の臨床経験がある

区内保育所などへの巡回
指導／乳幼児などの発達
検査／保護者支援 など

発達支援専門
相談員★

社会福祉士の資格を有する／障がい
児などへの相談支援の経験がある／
大学・大学院で社会福祉学の関連学
科を履修

児童の発達に不安がある
家族の相談に応じ、養育
や就学に関する指導・助
言 など

週5日・1日6時間
（午前9時～午後5時15
分の間の6時間）
※土曜日勤務あり

月額22万円

適応指導教室
指導員

小学校または中学校の教員免許を有
する（2年3月取得見込み含む）／小学
校または中学校教員として3年以上の
実務経験がある／大学・大学院で、
心理学の関連学科を履修（2年3月卒業
見込み含む）

児童・生徒に対する学校
復帰支援、学習・進路・
生活指導 など

週4日・1日7時間30分
（午前8時30分～午後5
時）

月額
19万5,000円 10人程度

▷1次…書類
▷2次…面接

（2年1/25㈯）
12/25㈬

教育相談課 
西新井教育
相談係
☎3852-2872

教育相談員★ 臨床心理士・臨床発達心理士・公認
心理師のいずれかの資格を有する／
大学院で心理学を専攻（2年3月卒業見
込み含む）／大学で心理学を履修し、
相談関係の実務経験がある

子どもの教育にかかわる
相談支援／カウンセリン
グおよび心理・知能検査
／学校関係者への教育相
談 など

週4日・1日7時間30分
（午前8時45分～午後5
時15分）　
※土曜日勤務あり 月額23万円

各
若干名

▷1次…論文
▷2次…面接

（2年1/24㈮
または25㈯）

12/24㈫

スクール
カウンセラー

児童・生徒へのカウンセ
リング／教員・保護者へ
の助言 など

週4日・1日7時間
（午前8時30分～午後5
時15分の間の7時間） ▷1次…筆記

（2年1/18㈯）
▷2次…面接

（2年2/1㈯）

2年
1/10㈮

教育相談課 
登校支援係
☎3852-3652スクール

ソーシャル
ワーカー

社会福祉士・精神保健福祉士・臨床
心理士のいずれかの資格を有する／
大学・大学院でスクールソーシャル
ワーク教育課程を修了（2年3月卒業見
込み含む）

児童・生徒の生活環境な
どへの働きかけ／保護者・
教員などへの支援・相談・
情報提供 など

週4日・1日7時間30分
（午前8時45分～午後5
時15分）

月額25万円

こども家庭支
援専門相談員

社会福祉士・精神保健福祉士・保健
師・助産師・看護師・教員（普通免許
状）のいずれかの資格・免許を有する
／大学・大学院で、心理学・教育学・
社会学を専攻し、児童福祉法施行規
則に定める指定施設で1年以上の相談
援助業務従事経験がある

子どもの養育相談・支援
／児童虐待への対応 など

週4日・1日7時間30分
（午前8時45分～午後5
時15分）　
※土曜日勤務あり

▷1次…筆記
（2年1/18㈯）
▷2次…面接

（2年2/1㈯ま
たは8㈯）

こども家庭
支援課 事業係
☎3852-2863

※発達支援専門職種を除き、交通費あり（上限あり）　★…課題論文を申し込み時に添付

こども支援センターげんき職員（非常勤）募集 ■雇用期間＝2年4月1日～3年3月31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。

■日時＝22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（12月分）


