
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。

仕事・産業

中小企業者向け
各種無料相談

■日時等＝表1■対象＝区内で事業
を始めたいまたは営んでいる方■
内容＝創業・経営に関する各専門
員による相談など■申込＝電話／
住所、氏名（フリガナ）、電話番号、
希望日時、相談内容をファクス

中小企業者向け融資あっせん
■対象＝次のすべてに当てはまる
中小企業者…区内に1年以上住所
（法人は本店または支店登記）を
有し、継続して事業を営んでいる
／保証協会の保証対象業種を営
み、営業に関し必要な許認可を受
けている／税の未申告・滞納がな
い／暴力団との関わり合いがない�
など　※融資の種類ごとに対象要
件あり■内容等＝表2　※要件や
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＝相
談・融資係� ☎3880-5486

人材募集

区立保育園・区立認定こども園
職員（保育〈非常勤〉）

■必要資格等＝表3■勤務場所＝
区立保育園／区立認定こども園■
雇用期間＝６月１日～３年３月３１日
■選考＝▷１次…書類　▷２次…面
接（５月11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＝５月7日㈭必着■申・問先＝
子ども政策課�保育人事計画担当�
 ☎3880-8015

特別区立幼稚園教員
採用候補者

■対象＝昭和６１年４月２日以降生
まれで、幼稚園教諭普通免許状を
所持する方　※令和３年４月１日ま
でに取得見込みも可■勤務場所＝

足立区、大田区を除く東京２１区
の区立幼稚園■選考＝▷１次…筆
記（６月２１日㈰）　▷２次…実技（8
月15日㈯）・面接（８月16日㈰）■
申込＝申込書類を郵送・持参■期
限等＝▷郵送…５月７日㈭消印有効　
▷持参…５月７日㈭・８日㈮■選考
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
 ☎3880-8015

統計調査員の登録
■対象＝２０～７５歳の方■勤務内容
＝調査票の配布・回収／書類審査�
など　※従事回数は調査の実施状
況によって異なる（毎回調査に従事

できるわけではありません）■報酬
＝おおむね１万円～５万円　※調査
規模・対象件数によって異なる■
申込＝事前連絡し、履歴書（Ｊ

ジ ス

ＩＳ様
式推奨、写真貼付）を持参■申・問
先＝総務課�統計係�☎3880-5251

統計調査事務補助員（非常勤）
■勤務内容＝書類などの記入・点
検・整理／電話・来客対応／パソ
コン入力�など■勤務条件＝平日・
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＝９月１日～３年２月２８日■報
酬＝時給1,０９３円　※交通費あり
（上限あり）■募集人数＝８人■選
考＝▷1次…書類　▷2次…面接■
申込＝履歴書（ＪＩＳ様式推奨、写真
貼付）を区へ簡易書留で郵送・持
参■期限＝６月３０日㈫必着■勤務
場所・申・問先＝総務課�統計係　　
 ☎３８８０-５２５１

新年度は、新入生の急な飛び出しによる交通事故が増加する傾向にあります。日ごろから危険な場所について家庭で話し合うとともに、車を運転する方も
住宅街や小学校周辺など、子どもの多い場所では速度を落とし、距離をあけて通行しましょう。■問先＝交通対策課 推進係　　　　　　　☎3880-5912

新入生の交通事故を
防ごう

表3　区立保育園・区立認定こども園職員（保育〈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 15万279円
6人程度

週5日・1日6時間 18万7,849円

保育
（朝夕保育）保育士

週6日・1日4時間
（朝または夕方） 15万4,441円 5人程度
週5日・1日6時間
（朝または夕方） 20万3,364円 若干名

※�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
込書類を参照

■対象等＝表4　※所得制限★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。
■問先＝▷障がい者福祉手当（身体・知的）・難病患者福祉手当…障がい福祉課�各援護係（表5）
／障がい福祉課�障がい給付係�　　　 　　　　　　　　　  ☎3880-5472　 FAX3880-5754
▷障がい者福祉手当（精神）…保健センター（表5）／中央本町地域・保健総合支援課�精神保健係（足
立保健所内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��☎3880-5358　 FAX3880-6998
★…360万4,000円　※扶養者1人ごとに38万円加算。税の所得額の計算とは若干異なります。

表5　問先一覧
施設名 電話番号

障がい福祉課
各援護係

西部援護係 3897-5034
千住援護係 3888-3146
中部援護第一係・第二係 3880-5881
東部援護係 3605-7520
北部援護係 5831-5799

保健センター

江北　 3896-4004
千住　 3888-4277
竹の塚 3855-5082
東部　 3606-4171

障がい者福祉（身体・知的／精神）・難病患者福祉手当

表4　各手当 対象等
手当名 対象 手当額（月額） 申請に必要なもの

障がい者
福祉手当

身体
・

知的

20～64歳で、次のいずれかの障がいのある方…身体障害者手
帳1・2級／愛の手帳1～3度／進行性筋萎縮症／脳性マヒ 1万5,500円 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳／本人名義

の預金通帳／印鑑／本人の課税証明書（1/1現在、区内在住でなかった
方のみ）／マイナンバーを証明できるもの（通知カードなど）と身分証明
書（運転免許証、パスポートなど）

20～64歳で、次のいずれかの障がいのある方…身体障害者手
帳3級／愛の手帳4度 4,000円

精神 20～64歳で、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方

難病患者
福祉手当 64歳以下で、所定の疾病に関する医療費の助成を受けている方 1万5,000円

特定医療費支給認定申請書、難病医療費申請書兼同意書、臨床調査個
人票、都医療券、特定医療費受給者証（小児慢性疾患の方は難病名が
記載された小児慢性疾患医療意見書）の写し（いずれか一つ）／本人名義
の預金通帳／印鑑／本人（未成年の場合は扶養義務者）の課税証明書
（1/1現在、区内在住でなかった方のみ）／マイナンバーを証明できるも
の（通知カードなど）と身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

※施設入所者、児童育成手当（障害手当）受給者は対象外。障がい者福祉手当と難病患者福祉手当の併給不可

表1　中小企業者向け各種無料相談 日時等
内容 相談日時 場・申・問先

中小企業
診断士

平日、午前10時／午後1時／2時30分 相談・融資係（区役所内）☎3880-5486　 FAX 3880-5605      
毎月第2・3・4土曜日、午後1時／2時

産業情報室
（あだち産業センター内）
☎3870-1221　 FAX 3882-0886
※２日前までに要予約

弁護士 毎週木曜日、午後6時／7時
税理士 毎月第1・3火曜日、午後6時／7時
行政書士 毎月第2水曜日、午後6時／7時
社会保険
労務士 毎月第2・4火曜日、午後6時／7時

W
ウ ェ ブ

EB
デザイン

毎月第1・3金曜日、午後6時／7時

WEB
ショップ 毎週金曜日、午後2時

知的財産 毎月第4水曜日、午前10時／午後1時
／3時

※祝日、年末年始を除く

表2　中小企業者向け融資あっせん 内容等

融資の種類 融資限度額
信用保証料補助★1

（運転2分の1／
設備・併用3分の2）

利子補給率
（3分の2） 利子補給期間

一般事業資金 3,000万円 上限10万円 補助なし －
経営革新資金 上限50万円 上限1.6％

運転資金…3年
設備資金…5年
併用資金…4年

経営安定資金 1,000万円 上限10万円
創業資金①
申告前 1,000万円

（2,000万円★2）
※①②合計額

（運転・設備・併用3分の2）
上限50万円

上限2.5％★3

創業資金②
申告後 上限1.6％
小口零細資金 2,000万円 上限10万円
※�返済期間、貸付利率（固定）は、金融機関所定
★1…借換資金として申し込みの場合補助なし
★2…特定創業支援等事業を受けた証明書を交付された事業者の創業資金の融資限度額
★3…3分の2の適用なし



■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

■対象＝1歳6カ月児健診を受診した子どもと保護者■内容＝数種類の絵本の中から1冊をプレゼント　※英語の絵本もあり■引き換え期
間＝受診指定月～1年間　※引き換え場所など、くわしくはお問い合わせください。■問先＝中央図書館�読書活動推進係　☎5813-3745

「あだちはじめてえほん」の
引き換えはお済みですか

ターなど■対象＝小学4～6年生■
内容＝ゲーム・歌などを通して子ど
も会活動の楽しさを体験し、グルー
プの中での人との関わり合い方を
学ぶ　※研修を修了した小学5・6
年生は、宿泊キャンプに参加可（定
員あり。抽選）
▪ジュニアリーダー
　スーパー研修会（5日制）
■期間＝5月～8月■場所＝ギャラ
クシティなど■対象＝中学生■内容
＝野外活動やグループワークを通
して発想方法や表現方法を学び、

子ども会などでリーダーとして活
躍するのに必要な力を身につける　
※宿泊キャンプあり（希望者のみ）

――いずれも――
※定員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＝青少年事業係
� ☎3880-5275

内容＝令和３年１月１１日㈷の「成人
の日の集い」に向けて、６月ごろか
ら月２回程度、企画立案などを行
う■期限＝５月１２日㈫必着　※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。
▪ 令和4年度以降も「成人の日の

集い」は20歳の方を対象に実施
　令和４年度から成人年齢が１８歳
に引き下げられます。これを受け、
区では中学・高校生約３，４００人に
アンケートを実施。結果や関係機
関からの意見などを踏まえ、今後も
「成人の日の集い」の対象を２０歳
とすることに決定しました。なお、
名称については変更する予定です。

――いずれも――
■問先＝青少年課�管理調整係
 ☎３８８０-５２６４

地域で活躍する
ジュニアリーダーになろう

▪ジュニアリーダー研修会
■期間＝5月・6月　※地域によっ
て異なる■場所＝地域学習セン

介護保険調査員（非常勤）
■対象＝介護支援専門員の資格を
有する方■勤務内容＝介護保険に
関する事務・調査・相談�など■勤
務条件＝週４日・３０時間　※社会
保険・有給休暇あり■雇用期間＝
６月１日～３年３月３１日■報酬＝月
額２１万２４０円　※交通費あり（上
限あり）■募集人数＝２人■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）、作文「介護支援専門員の役
割と高齢者支援について」（原稿用
紙800字程度）を区へ簡易書留で
郵送・持参■期限＝４月23日㈭必
着■勤務場所・申・問先＝介護保
険課�介護保険係� ☎３８８０-５８８７

公募・ボランティア

成人の日の集い実行委員
■対象＝区内在住で平成１２年４月
２日～１３年４月１日生まれの方■

公募・ボランティアは、
8面に続きます

 

ボッチャ�四肢機能に障
がいのある方のために
考案された球技。6つの
ボールを投げたり転がし
たりして、ジャックボー
ルまでの距離を競う

　東京2020大会の開催延期が決定しましたが、あだち広報
では大会を盛り上げる企画などを引き続き行っていきます。
今号ではあだち広報3月25日号の「パラスポーツ特集」に続い
て、都立花畑学園※1のボッチャ部を紹介します。

東京2020大会を
　  盛り上げる月1連載

一直線！

第10弾

■問先＝広報係　☎3880-5815

次回5月10日号は、
卓球で活躍する
小学生が登場予定！

未来へ輝く

都立花畑学園
ボッチャ部

ⓒTokyo�2020

元年9月に開催されたCACカップ※2で
3位という好成績を収めているボッチャ部

には、約20人の部員が在籍。「主体的に、意欲的に生きていく」とい
う校風のもと、生徒が自ら率先して練習に励みます。
　ボッチャ部の主力である3人は、「ジャックボール（目標球）と呼ばれる

白いボールや相手のボールをはじき飛ばし、ゲームの
流れを変える技」や、「山なりのボールを投げ、ジャッ
クボールにぴたりとつける技」など、それぞれが得
意技を持っています。「今年の目標はCACカップ
優勝」と、力強い言葉に自信をのぞかせる３人。
今後のさらなる成長と活躍に大いに期待です。
※1…�都立城北特別支援学校と都立南花畑特別支援学

校が統合し、4月1日から都立花畑学園となった
※2…�㈱CAC�H

ホールディングス

oldingsが主催の都大会。昨年で３回
目を迎え、12校20チームが参加した

ボッチャ
ⓒTokyo�2020
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「歩きタバコ」は区内全域で禁止！
 ■問先＝美化推進係　☎3880-5856
・ 周囲に迷惑をかけないように、人通りのない場

所で立ち止まって喫煙しましょう。
・ 携帯灰皿を用意し、吸い殻はポイ捨てしないでく

ださい。
　自転車やバイクなどでの走行中の喫煙も禁止です。また、以下
の「禁煙特定区域」では、立ち止まっての喫煙も禁止しています。
▪区内6駅周辺は禁煙です
　北千住・綾瀬・西新井・竹
ノ塚・梅島・五反野の6駅周辺
を「禁煙特定区域」に指定して
います。区域内での喫煙（火の
ついたタバコの所持を含む）に
は1,000円の罰則が科されま
す。禁煙特定区域内での喫煙
は、各区域内に設置された指定
喫煙場所でお願いします。
※禁煙特定区域の場所など、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。

犬のふんの放置も区内全域で禁止
　犬のふんに関する苦情や相談が増えています。犬のふんは飼い主
が責任を持って、必ず持ち帰りましょう。

▲禁煙特定区域では
　パトロールを実施

▲この標示がある
区域では禁煙

幼児教育・保育の無償化
■問先＝子ども施策推進担当　☎3880-5266

　元年10月1日から全国で「幼児教育・保育の無償化」が開始。区では、
国の基準より上乗せしていた補助を、今年度からさらに拡充します。
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。

対象 拡充前 拡充後

幼稚園 入園料補助金 所得に応じて
5万円～10万円 所得に関係なく10万円まで

保育料等補助金 月額2万9,000円まで 月額3万3,000円まで
認可保育所、認定こども
園（長時間利用）

低所得者・第3子の
給食費無償化

全3～5歳の子どもの
給食費無償化

児童発達支援（障がい児）低所得者の利用料無償化
所得に関係なく
利用料無償化

さらに
拡充 ！

▲�（一社）日本ボッ
チャ協会ホー
ムページ




