
6 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

�

赤ちゃん休憩室（コーナー）
の協力店募集

■対象＝授乳やベビーベッドなどの
オムツ替えができる場所がある店
舗など■内容＝外出中に気軽に授
乳やオムツ替えができる店舗などを
「赤ちゃん休憩室（コーナー）」とし
て登録　※登録方法など、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＝子ども施策推進担当
� ☎3880-5266

区内工業製品の展示募集
■期間＝８月１日～１１月３０日■場所
＝区役所１階区民ロビー■対象＝区
内に工場・事業所がある企業また
は団体■展示品＝自社で製造また
は開発した製品　※食料品・なま
ものは不可（缶詰を除く）■展示ス
ペース等＝幅８０㎝×奥行３５㎝×高
さ３５㎝以内　※重さ１０㎏以下■
定員＝６団体（抽選）■申込＝申込書
を区へ郵送・ファクス　※申込書は
区のホームページからダウンロード
■期限＝７月９日㈭必着■申・問先
＝産業振興課�ものづくり振興係
☎３８８０-５８６９� FAX３８８０-５６０５

区立保育園の指定管理者募集
■募集施設＝青井おひさま（青井
1-7-6）／水神橋（西保木間4-12-4）
■指定管理期間＝4年4月1日～14
年3月31日　※施設見学会を6月
下旬に実施予定。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＝子ども施設整備課�整
備推進係� ☎3880-5713

人材募集

区立保育園・認定こども園職員
（保育〈非常勤〉）
■必要資格等＝表1■勤務場所＝
区立保育園・認定こども園■雇用
期間＝８月１日～３年３月３１日■選
考＝▷１次…書類　▷２次…面接（７
月10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）・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＝７月6
日㈪必着■申・問先＝子ども政策
課�保育人事計画担当
� ☎3880-8015

暮らし・まちづくり

�

道路を占用・使用するとき
は許可申請が必要です
　道路を占用・使用するときは、
通行の支障にならず一定の基準を
満たすほか、道路管理者（足立区
など）や交通管理者（警察）の許可
を受ける必要があります。また、
突き出し看板・日よけの設置、建
築工事を行う場合の足場・仮囲い
の設置なども許可申請が必要で
す。駐車場などに乗り入れるため
の道路工事を行うときも必ず事前
に相談し、自費工事承認を受けて
ください。�※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＝占用係� ☎3880-5907

都営住宅・区営住宅（単身者・
家族向け）の入居者募集

▪ 都営住宅
■募集案内配布期間＝6月8日～
23日　※土・日曜日を除く
▪ 区営住宅／
　都営住宅地元割り当て
■募集のしおり配布期間＝6月24
日～7月1日　※土・日曜日を除く

――いずれも――
■配布場所＝住宅課�住宅管理係／
区民事務所　※なくなり次第配布
終了。申し込み資格など、くわしく
は配布書類または区のホームペー
ジをご覧ください。■問先＝お問
い合わせコ－ルあだち（毎日、午前
8時～午後8時）� ☎3880-0039

図書館資料長期未返却者へ
6月25日から訪問・督促を
行います

　訪問時の図書館資料の受け取り
はしていません。■問先＝中央図
書館� ☎5813-3740

住民基本台帳の
元年度閲覧状況

■閲覧状況の概要＝▷国または地
方公共団体が法令で定める事務の
遂行に必要で行うもの…1件　▷統
計調査、世論調査、学術研究その

ほかの公益性が高いと認められる
調査研究…67件　▷公共的団体が
行う地域住民の福祉の向上に寄与
する公益性の高い活動…10件■問
先＝住民記録係� ☎3880-5724

応急小口資金の貸し付け
■対象＝急な入院・区内転居・生
活必需品（エアコンなど）購入など
の費用を準備することが困難な方　
※生活費・借金返済費用を除く。
収入状況などによる貸し付け審査
あり。収入のある連帯保証人が必
要（現に所持していない方が10万
円以下のエアコンを購入する場合
など、一定の要件に該当する場合
は連帯保証人が不要）。くわしくは
区のホームページを参照■貸付上
限額＝１世帯につき15万円（無利
子）■問先＝債権係
� ☎3880-5731

住居表示板の実態調査を実施
■期間＝６月中旬～８月上旬（予定）
■対象＝綾瀬一・二丁目■内容＝
老朽化などの確認のため、住居表
示実施済み区域の街区表示板と町
名・住居番号表示板（電柱や建物
に設置する緑色のアルミ板）の取り
付け状況を順次調査　※区の腕章
を付けた委託事業者が実施■問先
＝住民記録係� ☎３８８０-５７２５

表1　区立保育園・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 5人程度

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 2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
申込書を参照

 
　足立特別支援学校在学中、球技部で大活躍し、
今年の4月に社会人となった青年を紹介します。

東京2020大会を
　  盛り上げる月1連載

一直線！

第12弾

■問先＝報道広報課 広報係
☎3880-5815

次回7月10日号は書道で優秀な
成績を収める中学生が登場予定

未来へ輝く

篠
し の

田
だ

 光
こ う

汰
た

さん（都立足立特別支援学校 卒業生・18歳）
在学中、サッカー、バスケ、バレーなど、様々な球技で類まれな運動セン

スを発揮してきた篠田さん。中でも、フットベースでは「４番・投手」を任され、
蹴ってはホームラン、投げては変幻自在の変化球を操る部の大黒柱。社会人を
含む都の選抜チームに選出されるほどの実力を誇ります。
　モットーは「何事も挑戦」。幼少期から様々なことを経験し、進路には、とりわけ
強く惹かれた調理の仕事を選択しました。卒業してからは、運動する場所や機会
を見つけるのが難しいようですが、「仕事を頑張りながらも、スポーツは好きなの
で続けたい」と話します。スポーツ・仕事の両面で、彼の活躍にこうご期待�！
★…�野球に似たルールの球技。守備側が投げた（転がした）サッカーボールほどの球を

蹴って攻撃し、得点を競う。キックベースボールとも称される。オリンピック・パ
ラリンピックの種目ではありません。

フット
ベース
ボール

障がいのある方の運動・スポー
ツの相談窓口を開設します
　区では、障がいのある方
が運動・スポーツに親しめ
るようにサポートする相談窓
口「あだちスポーツコンシェ
ルジュ」を9月に開設予定で
す。■問先＝スポーツ振興
課�スポーツコンシェルジュ
担当　　　��☎3880-6205

★



■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 7
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この下は広告スペースです。内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは、報道広報課へ   ☎3880–5815

■対象＝区内在住の方■内容＝年1回開催する食の安全懇
談会（2年度は3年2月の平日を予定）に出席し、足立区食
品衛生監視指導計画を審議／食の安全について意見交換
■任期＝2年　※8月下旬に選任■募集人数＝3人以内■
選考＝作文■申込＝住所、氏名、年齢、電話番号、職業、

作文｢食品衛生や食の安全の考え方｣（400字程度、様式自
由）を郵送・持参　※応募書類は返却不可■期限＝7月31
日㈮消印有効■申・問先＝足立保健所�生活衛生課�食品保
健係　〒120-0011中央本町1-5-3　　　�☎3880-5363

ご家庭の食卓でも起こりうる
身近な食中毒に注意 ！

　下痢・腹痛・発熱・嘔
おう

吐
と

などの症状を引き起こす食中毒。高温多湿
のこの時期は細菌の増殖が活発になり、特に発生しやすくなります。
抵抗力が弱い乳幼児や高齢者は重症化しやすいため、特に注意が必要
です。■問先＝足立保健所�生活衛生課�食品保健係　☎3880-5363

生肉に付着したカンピロバクター
　鶏

とりにく

肉に付着しているこ
とが多く、下痢・腹痛・
発熱などを引き起こすカ
ンピロバクター。肉を生
や加熱不足で食べたり、
生肉を触った手でほかの食品を触ったりする
ことで感染したケースがあります。

●�調理時は鶏肉も含め、十分に加
熱する
●�包丁やまな板などをこまめに洗
い、菌を移さないようにする

常温放置で増えるウェルシュ菌
　肉や野菜などに付
着しているウェルシュ
菌は耐熱性が高く、カ
レーなどを常温で放置
すると、その間に菌が
増殖。下痢や腹痛などの症状が起こることが
あります。

●�作り置きはせず、早めに食べ切
る
●�大量調理した場合は小分けして
冷凍し、よく再加熱する

生魚などの寄生虫アニサキス
　大きさは約2～3㎝、半
透明の白色で渦巻きのよ
うな形状が特徴のアニサ
キス。寄生したサバ・サ
ンマ・イカなどを生で食
べてしまうと、激しい腹痛に見舞われること
があります。

●�しっかり加熱するか、－20°Cで
24時間以上冷凍する
●�よく見て取り除く（アニサキスは
目に見える大きさ）

主な
対処法

主な
対処法

主な
対処法

食の安全懇談会
委員募集

令和元年度新規認定企業へインタビュー
㈱ヒューマンサポート
　昭和51年に足立区で設立し、40年以
上保育所を運営。現在は、区内を中心に
保育・介護事業を展開。

Q WLBに取り組んでよかった点は？
A ��子の看護休暇や介護休暇を有給とし
て付与するなど、福利厚生に力を入
れてきたため、産休・育休後の復職
率は100%です。また、経営陣からの
呼びかけで仕事の効率化にも取り組
み、残業削減につながっています。

Q 今後の取り組みは？
A ��認定企業応援サービスの「新任者向け
ビジネスマナー研修」「出前講座の講
師派遣」を利用し、社員の育成を行っ
ていきます。また、健康経営にも取
り組み、より社員が働きやすい職場
づくりに取り組んでいきたいです。

足立区ワーク・ライフ・バランス
推進企業を募集中 ！

WLB推進企業認定制度
　5つの認定分野を設け、分野数に応じて認定レベ
ル（★～★★★）を決定。認定された企業は★の数に
応じて、様々な支援が受けられます。

＼支援内容の例／

認定制度やそのほかの支援内容、
申し込み方法など、くわしくはコチラ

85社を認定中。ぜひご応募ください！

★以上
�一般事業資金利
用時の融資金利
を0.25％優遇

★★以上
�WLB推進企業
ハンドブック
にてPR

★★★
�中小企業融資時の
信用保証料を最大
50万円まで補助

　区では「ワーク・ライフ・バランス◆推進企業認定
制度」を設け、WLBに取り組む企業を応援していま
す。■問先＝男女参画プラザ　　　 ☎3880-5222
◆… 仕事と生活の調和と訳され、ライフステージに合わせて「仕事」

と「仕事以外の生活」の両方を充実させる生き方。略称はWLB

▶
外遊びを楽しむ保育士と子どもたち




