
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。

■試験日＝6月6日㈯■配布期間＝4月1日～5月1日■配布場所＝足立保健所�生活衛生課�食品保健係／保健センター／衛生
管理課�衛生管理係　※申請方法など、くわしくは願書参照■問先＝足立保健所�生活衛生課�食品保健係　　☎3880-5363

製菓衛生師試験
願書を配布

仕事・産業

マンスリー就職面接会
「第1回 パート就職応援 面接会」

■日時＝5月19日㈫、午後１時３０
分～4時■場所＝ムーブ町屋（荒川
区荒川7-50-9）■持ち物＝履歴書
（写真貼付）／職務経歴書■申込
＝不要　※当日直接会場へ■問先
＝ハローワーク足立�事業所第二部
門� ☎3870-8617
区・就労・雇用支援係��
 ☎3880-5469

生涯学習関連施設の
指定管理者募集

■募集施設＝地域学習センター・
図書館・体育館(一部)が複合した
生涯学習関連施設（9施設）／江南
コミュニティ図書館■対象＝都また

は区の競争入札参加資格の登録が
ある事業者・団体　※法人格の有
無は不問。個人は不可■指定管理
期 間＝3年4月1日～8年3月31日
■募集要項配布期間＝3月25日～
5月24日　※募集要項は区のホー
ムページからダウンロード■申込
＝応募書類を持参　※必要書類
など、くわしくは募集要項参照。
申し込みには募集説明会への参加
が必要■申し込み受付日＝5月25
日㈪～27日㈬
▪募集説明会
■日時＝4月16日㈭、午後2時30
分～4時30分■場所＝生涯学習セ
ンター（学びピア21内）■申込＝参
加申込書をEメール　※参加申込
書は区のホームページからダウン
ロード■期限＝4月10日㈮

――いずれも――
■申・問先＝地域文化課�文化施設
選定・評価係（4月1日から生涯学

習支援課�生涯学習支援第二係）
� ☎3880-5468

sg-shien@city.adachi.tokyo.jp

人材募集

図書館専門員（非常勤）
■対象＝司書または司書補の資格
を有する方■勤務内容＝図書案内
や選書など■勤務条件＝週4日・
30時間以内　※土・日曜日、祝日
勤務あり。社会保険・有給休暇あ
り■雇用期間＝7月1日～3年3月
31日　※勤務実績により更新あり
■報酬＝月額20万1,600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＝履歴書（Ｊ

ジ ス

ＩＳ様式推
奨、自筆、写真貼付）、資格証明
書の写し、小論文「これからの図
書館サービスのあり方」（原稿用
紙800字程度、自筆）を簡易書留
で郵送・持参■期限＝5月11日㈪
必着■勤務場所・申・問先＝中央

図書館�管理係（午前8時30分～午
後5時15分）　〒120-0034千住
5-13-5� ☎5813-3749

暮らし・まちづくり

町会・自治会向け 
街角防犯カメラの設置費を助成

■対象＝町会・自治会　※防犯に
関する見守り活動を月1回以上継
続して行うなどの条件あり■助成
額＝設置費（「安全・安心まちづくり
推進地区」内で整備する防犯カメラ
などの購入代金、初年度に支払う
賃借料、取り付け工事費）の95％
（1団体上限〈単独〉570万円）　※設
置後、維持費（電気料、保守点検
費など）の一部助成あり■期限＝6
月30日㈫　※先着順。申請には
事前相談が必要。申請方法など、
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＝生活安全推進担当
� ☎3880-5838

審議会等の公開（4月分）
　日時など、変更になる場合があります。傍聴方法など、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。

審議会等 日程 時間 場所 問先

足立区建築審査会 15㈬ 午後3時～5時
区役所

建築調整課 用途照会係
☎3880-5943

足立区環境審議会 30㈭ 午前10時～正午 環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

休日接骨院当番所（4月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。

日程 当番所名（所在地） 電話番号

5㈰
原田整骨院（綾瀬5-14-5） 3628-1037
みやかわ整骨院（伊興5-21-9） 5647-9739

12㈰
大澤接骨院（江北4-12-5） 3854-2278
羽鳥整骨院（青井2-7-14） 3840-3623

19㈰
たかはし整骨院（千住1-23-12 梅田ビル1階） 3870-6200
まきの整骨院（梅島1-8-4-101） 3852-4900

26㈰
牛込接骨院（栗原1-25-1） 3883-0987
花畑名倉堂接骨院（花畑3-35-5-101） 5242-8760

29㈷
かわはた整骨院（六月1-16-8 トモエビル1階） 3850-1125
白川接骨院（大谷田5-8-4） 5697-0325

■時間＝午前9時～午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係 ☎3880-5891

献血（4月分）
　体調などの条件により、献血できない場合があります。

日程 場所 時間
4㈯ 東京芸術センター前広場 午前10時～11時30分／

午後1時～4時12㈰ 竹ノ塚駅東口

18㈯ 西新井駅西口 午前10時～正午／
午後1時30分～4時

20㈪・21㈫ 東京電機大学 東京千住キャンパス
（千住旭町5）

午前10時～11時20分／
午後0時50分～4時30分

27㈪・28㈫ 区役所1階区民ロビー 午前9時30分～11時30分／
午後1時～4時

29㈷ 都立舎人公園　※荒天中止 午前9時30分～11時30分／
午後1時～3時30分

※運転免許証や健康保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝�▷献血の条件…東京都赤十字血液センター ☎5272-3523 

▷実施場所など…区・衛生管理係 ☎3880-5891

宿泊施設インフォメーション（6月分）

▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表1■対象＝区内在住・在勤の方、その同伴の方、区内
の社会教育団体　※1人のみや、未成年のみでの利用不可■利用料
金＝大人1泊2食3,650円など■申込＝抽選申し込みハガキを利用施設
に郵送　※抽選申し込みハガキは区民事務所、地域学習センターなど
で配布■申込期間＝4月1日～10日消印有効　※4月15日㈬以降に抽
選結果を通知。抽選の結果空室がある場合は、5月1日㈮～利用希望
日の3日前までに電話または代表者の住所・氏名（フリガナ）・年齢・
電話番号・ファクス番号、利用人数、希望日をファクスにて申し込み（先
着順）
表1　宿泊施設 利用日等（6月分）

利用施設 利用できる日 受付時間
＼利用再開のキャンペーン実施中！／
宿泊者にお買い物券などをプレゼント
鋸南自然の家（予約専用）
☎0470-55-4770　FAX 0470-55-4720 6・13・20・27 平日、

午前9時～午後5時
日光林間学園（予約専用）
☎0288-53-3681　FAX 0288-54-1661
※学校などの利用により、空室が少ない場合や体育館の使用ができない場合が
　あります。くわしくは、各施設にお問い合わせください。

4月6日～15日は
春の全国交通安全運動
■問先＝交通対策課�推進係　☎3880-5912 
　昨年区内で発生した交通事故件数は1,767件で、全国的に減少傾向
にある中、前年から29件増えています。中でも、「自転車関与事故」は
823件で、101件増加しました。自転車関与事故の多くは、安全不確
認などの「交通ルール・マナー違反」です。
◉自転車関与事故で約１億円の賠償事例も…
　4月1日から都内の自転車利用者に「自転車損害賠償責任保険等」の
加入が義務化されます。安全不確認や子どもの起こした事故により、
約１億円にもなる賠償事例も発生しています。交通ルール・マナーを
守ることはもちろんですが、「もしも」に備えて、保険にも加入しましょう。
交通安全パネル展
■期間＝4月4日～15日■場所＝区役所１階区民ロビー■内容＝交通安全
に関するパネルや写真の展示■申込＝不要　※当日直接会場へ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、運動期間中設置して
いる見守りテントを中止していただくよう、各町会・自治会にお願い
いたしました。ご理解・ご協力をお願いいたします。

2月までの区内の
交通死亡事故件数
は過去10年で
   最多 ！



■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

▷保険料が4月から新たに特別徴収（年金天引き）となる方…4月上旬に郵送　▷普通徴収（年金天引き以外）の方…4月中
旬に郵送　※本計算した保険料は7月に通知■問先＝資格収納係　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎3880-6041

後期高齢者医療保険料
（仮計算分）の通知

北千住駅西口ペデストリアン
デッキ花壇 春の花植え

■日時＝4月25日㈯、午前10時開
始■場所＝北千住駅西口ペデスト
リアンデッキ■内容＝「千住花＊花
会」と一緒に花植えをして、駅前を
春の花で飾る■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝美化推進係　�
� ☎3880-5856

都市計画道路
補助第256号線（花畑大橋通り）
事業認可を取得

■期間＝2月28日～16年3月31日
■内容＝中央本町三丁目～青井六
丁目地内において道路整備の事業

認可を取得■問先＝事業計画係
　� ☎3880-5921

空き家 無料相談会
■日時＝4月21日㈫～23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
などについて専門家が応じる■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝空き家担当� ☎3880-5737

講座「まちを知り まちと
つながる はじめの一歩」

■日時＝4月25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＝区の歴史や現状を学び、区
内の課題解決に必要な活動につい
て参加者同士で考える■定員＝30人
（3月26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）、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、Eメー
ルアドレス、「はじめの一歩」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� FAX 3840-2333

4月1日から悪質業者には過料も ！
違反広告物対策ガイドライン制定 

■問先＝占用係　☎3880-5907

　無秩序・大量に掲出された電柱などのチラ
シや道路上の立て看板などは、まちの美観を
損ねるだけでなく、落下・倒壊などの恐れが
あります。
　区ではビューティフル・ウィンドウズ運動の
一環として、違反広告物除却協力員と一緒に
除却に取り組んできました。
　東京2020大会に向けてさらにまちをきれ
いにするために、「違反広告物対策ガイドライ
ン」を制定。悪質な表示者へ指導や勧告を行
い、過料を科すなど、罰則を規定し、違反
広告物の取り締まりを強化していきます�！

※�東京都屋外広告物条例により、
公衆に表示される看板などを
屋外で掲示するには許可が必
要です。申請方法など、くわ
しくはお問い合わせください。

本庁舎展望レストランが
和食中心のメニューになって
4月13日㈪から新規オープン ！

　区役所14階の展望レストラ
ンが、「メヒコ」から「一歩一歩」
の経営に変わります。豊富な
メニューを取り揃

そろ

え、親子三
世代で楽しめるレストランへ、
ぜひお越しください�！
■問先＝本庁舎管理係

☎3880-5824
▲�赤城牛ともち豚のハンバーグと生アジフ
ライ定食（990円）

特別区（東京23区）職員採用試験
Ⅰ類【一般方式】・Ⅰ類【新方式】

■試験日＝5月3日㈷■対象等＝表2　※試験時間など、くわし
くは試験案内参照■試験案内配布場所＝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■期限等＝▷郵送…4月2日㈭消印有効　▷イ
ンターネット…4月6日㈪　※過去問題を特別区人事委員会ホー
ムページで公表■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ｰsiken.htm
■問先＝区・人事係　　　　　　　　　　　　　��☎3880-5831
表2　特別区（東京23区）職員採用試験 対象等

採用区分 職種 採用予定数 主な受験資格

Ⅰ類
【一般方式】

事務 906人程度

日本国籍を持ち、平成元年4/2～11年
4/1に生まれた方

土木 48人程度
造園 6人程度
建築 50人程度
機械 16人程度
電気 21人程度

福祉 87人程度

国籍を問わず、平成3年4/2～11年4/1
に生まれ、社会福祉士もしくは児童指導
員の資格を持つまたは保育士となる資格
があり、都道府県知事の登録を受けてい
る方

心理 26人程度
国籍を問わず、昭和56年4/2以降に生ま
れ、学校教育法に基づく大学（短期大学を
除く）の心理学科を卒業または相当する
方

衛生
監視

（衛生）
33人程度

日本国籍を持ち、平成3年4/2～11年4/1
に生まれ、食品衛生監視員および環境衛
生監視員の資格を持つ方

衛生
監視

（化学）
5人程度 日本国籍を持ち、平成3年4/2～11年4/1

に生まれた方

保健師 78人程度 国籍を問わず、昭和56年4/2～平成11年
4/1に生まれ、保健師の免許を持つ方

Ⅰ類
【新方式】

土木 8人程度 日本国籍を持ち、平成元年4/2～11年
4/1に生まれた方建築 6人程度

東京未来大学 こどもみらい園の催し

▪不登校や発達のお悩み相談会
■日時＝4月11日㈯、午前10時～11時30分■対象＝登校などに不
安のある小学3年生～中学生の保護者■定員＝10人
▪ロボットプログラミング体験
■日時＝4月18日㈯、午後3時～4時■対象＝発達に課題のある小学
4年生～中学生■内容＝発達に悩みを抱える子どもも安心して学習
できるロボットプログラミング体験■定員＝8人

――いずれも――
※3月26日から先着順■申込＝ホームページから専用フォームに入
力■場・申・問先＝東京未来大学�こどもみらい園(月・火曜日を除く、
午前10時～午後6時)　綾瀬2-30-6

☎5629-3789　HP http://miraien.tokyomirai.ac.jp

大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

▲�区のホームページで
　閲覧可

違反広告物は年々減少し
ているものの、除却件
数は年4万枚を超える�！

�　区の「ベジタ
ベライフ事業」
に協力し、健康
メニューを提供

　足立区産の野菜に
加え、新鮮な魚や産
地直送の肉などが味
わえる

　北千住で大人気の
ラーメン店「麺屋�音」
とつくりあげた、こ
こでしか食べられな
い中華麺なども！

足立区産の新鮮な野
菜をふんだんに使用

季節に合わせた和食や 
おかずいっぱいの定食

あのお店とコラボした 
限定メニュー


