
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。

制度の概要など、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＝男女参画プラザ�　☎3880-5222

男女共同参画社会の推進に関する
施策の苦情を受け付けています

今年の夏も無理のない節電
にご協力をお願いします

皆さんの日ごろの節電が、CO2を削
減し、地球温暖化緩和につながります。

福祉・高齢医療

新しい後期高齢者医療被保険者証
を7月中旬に簡易書留で郵送
　現在の被保険者証の有効期限は
7月31日です。8月1日以降に破棄
または区民事務所、高齢医療・年
金課�資格収納係に返却してくださ
い。■問先＝資格収納係
� ☎3880-6041

▲�新しい後期高齢者医療被保険者証
（オレンジ色、カードサイズに変更）

後期高齢者医療制度の
認定証の更新
　「限度額適用・標準負担額減額
認定証」または「限度額適用認定
証」を所持し、8月以降も該当する
方に、7月下旬に新しい認定証を
送付します。■問先＝高齢医療係
� ☎3880-5874

新規
事業

高齢者補聴器
購入費用助成

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…65歳以上／区内に住民登録
がある／住民税非課税世帯／身体
障害者手帳（聴覚）を所持していな
い／聴力レベルが両耳40㏈

デシベル

以上

70㏈未満■内容＝管理医療機器
としての補聴器購入に2万5,000円
（上限）を助成　※耳鼻咽喉科専
門医の診断結果（意見書）が必要。
受診・聴力検査費用などは自己負
担。修理費などは対象外■申込＝
窓口■申先＝高齢福祉課�在宅支
援係／地域包括支援センター／足
立福祉事務所�各福祉課■問先＝
在宅支援係� ☎3880-5257

2年度介護保険料の
決定通知書を7月上旬に郵送
■内容＝▷年金天引き（特別徴収）
の方…天引き額をお知らせ　▷年
金天引き以外（普通徴収）の方…7
月〜3年3月分（10月から年金天引
き開始の方は7月〜9月分）の納付
書を同封■問先＝資格保険料係　��
� ☎3880-5744

仕事・産業

学童保育室の指定管理者募集
■募集施設＝せきや（千寿第八小学
校内）／なかよし（大谷田小学校内）
／中島根（中島根小学校内）／しま
ねっ子（島根小学校内）／東栗原（東
栗原小学校内）■指定管理期間＝
3年4月1日〜8年3月31日■応募
書類配布期間＝6月25日〜7月7日　
※住区推進課�調整担当で配布する
ほか、区のホームページからもダウ
ンロード可■申込＝応募書類を持参　
※申し込みには公募要領説明会・

現地見学会への参加が必要■申込
期間＝7月13日〜8月3日、午後3
時
▪�公募要領説明会・現地見学会
■日程等＝▷公募要領説明会…7月
2日㈭（区役所）　▷現地見学会…
3日㈮（せきや）／6日㈪（なかよし）
／7日㈫（中島根）／8日㈬（しまねっ
子）／9日㈭（東栗原）■時間＝午前
10時開始■申込＝電話■期限＝▷
公募要領説明会…7月1日㈬　▷現
地見学会…2日㈭　※いずれも午
後3時まで

――いずれも――
■対象＝保育施設などの運営実績
があり、施設の適切な維持管理・
運営ができる団体■申・問先＝住
区推進課�調整担当�☎3880-5859

公募・ボランティア

都市計画審議会�区民委員
■対象＝区内在住・在勤・在学の
25歳以上の方■内容＝年4回程度
の会議に出席し、都市計画に関す
る事項を審議■任期＝10月1日〜
4年9月30日■報酬＝1回8,000円
■募集人数＝3人以内■選考＝▷1
次…書類　▷2次…面接■申込＝
申込書、応募理由書、経歴書、作
文「災害に強い安心・安全なまち
づくりについて」（700〜1,200字、
様式自由）を区へ簡易書留で郵送・
持参　※申込書類は都市計画課�
都市計画係で配布するほか、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＝
7月27日㈪必着■申・問先＝都市
計画課�都市計画係
� ☎3880-5280

暮らし・まちづくり

建設工事施工統計調査に
ご回答をお願いします
■内容＝対象の建設業者には6月
20日ごろに調査票を郵送済み■
基準日＝7月1日■問先＝統計係　
� ☎3880-5251

公益活動げんき応援事業
助成金の申請受け付け（第2期）
■対象＝NPO活動支援センター
に登録し、区内を主な活動地域
とするNPO・ボランティア団体な
ど■対象事業＝子どもの居場所づ
くりや高齢者支援、まちづくりな
ど、区内における公益活動や地域
貢献活動■助成額＝▷げんき応援
コース…10万円（上限）　▷ステッ
プアップコース…60万円（上限）■
申込＝申請書類を持参　※申請書
類・募集要項は区民参画推進課（エ
ル・ソフィア内）、NPO活動支援
センターで配布するほか、区のホー
ムページからもダウンロード可■
申込期間＝7月15日〜8月11日■
申・問先＝区民参画推進課�区民参
画支援係� ☎3880-5020

医療機関・介護サービスを調べるなら
「足立区医療・介護情報提供システム」が便利 ！

　区内の病院・診療所・歯
科医院・薬局などの営業日
時や診療科目が調べられる�！

　区内の病院・診療所・歯科医院・薬局などの情報や、介護サービスの空き情報などが一目で分かる総合サイトです。
最寄りの医療機関をお探しの方、介護サービスの利用を考えている方など、ぜひご活用ください。

■問先＝医療・介護連携推進担当　�☎3880-5643

便利
ポイント1

検索画面例

最寄りの医療機
関などをチェック

介護サービスの
事業所をチェック

医療法人社団○○医院

〒120-0000　東京都足立区足立0-0-0

03-000-0000（代） 03-000-0000

2020年02月07日

便利
ポイント2

　「自宅で生活しながら介護を
受けたい」など、探している介
護サービスの事業所が検索で
きる�！

検索画面例

　介護サービス
の空き情報が確
認できる�！

デイサービスセンター
○○○○○
〒120-0000
東京都足立区足立0-0-0

0000000000
03-0000-0000

検索画面例

最新の空き情
報をチェック

便利
ポイント3

足立区医療・介護情報提供システム 検索

見本

訪問や認知症の方の対応
可否が、アイコンを見れば
一目で分かる�！

必要な介護サービスをク
リックすれば、対象事業者
が一覧で見られる�！

最寄りの医療機関などがすぐに見つかる ！
スマホに
も対応

診療科目や取り扱い保険
も確認できて便利�！



■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、3面左上を参照 5

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます

伊興センター（地域学習セン
ター・体育館・図書館）
リニューアルオープン
■再開日＝7月21日㈫（予定）■問
先＝▷地域学習センターなど…生
涯学習支援課�生涯学習支援第一
係� ☎3880-5467
▷図書館…中央図書館�管理係
� ☎5813-3749

総合スポーツセンター
屋外プール利用案内
▪�個人利用（一般用／幼児用）
■期間＝7月15日〜8月31日、午
前9時30分〜11時30分／午後1時
30分〜3時30分■定員＝各60人
■利用料金等＝▷高校生以上の方
…550円　▷中学生以下の方…
200円　※おむつのとれていない
または1歳以下の子どもは利用不
可。小学3年生以下の方は高校生
以上の方の同伴が必要（同伴者も
水着着用。同伴者1人につき子ど
も3人まで）■申込＝不要　※当日
直接会場へ
▪団体貸し出し
■期間＝7月15日〜8月31日、午
後6時〜8時　※7月18日㈯、8月
8日㈯を除く■対象＝次のすべてに

に類するものを含む）を出すことも
禁止されています。■問先＝選挙
管理委員会事務局�管理係
� ☎3880-5581

改修工事に伴う
鹿浜センターの仮移転
■期間＝９月下旬〜3年7月中旬■
移転先＝鹿浜6-12-6■実施業務
＝区民事務所／学童保育室／児

当てはまる団体…営利を目的とし
ない／利用の際「日赤水上安全法
救助員」有資格者を配置できる／
団体内で責任をもって指導・監視
体制がとれる　※申請時に申し出
があった場合、監視員を配置可■
定員＝各2団体　※1団体30人ま
で■申込＝電話／窓口■申込期間
＝7月7日㈫〜利用日の8日前

――いずれも――
※先着順。「新型コロナウイルス
感染症」拡大防止のため、一部利
用制限あり■場・申・問先＝総合
スポーツセンター� ☎3859-8211

政治家などの寄附や、
有権者の寄附要求は禁止
　政治家（立候補者・立候補予定
者を含む）が選挙区内の人に寄附
をすることは、いかなる名目でも
禁止されています。金銭に限らず、
お中元などを贈ることや、祭りな
どで酒や食べ物を振る舞うこと（会
費など債務の履行と認められるも
のを除く）などもできません。
　有権者がこれらを求めることも
禁止されていて、強要すると処罰
されます。また、答礼のための自
筆によるものを除き、暑中見舞い
状などのあいさつ状（電報やそれ

童館／予約図書の受け渡し・ブッ
クポスト利用　※地域学習セン
ター・図書館・体育館は9月1日㈫
から、悠々館は9月上旬から休館
■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

東京23区職員採用試験
Ⅲ類・経験者・障害者・就職氷河期世代
■試験日＝▷経験者・就職氷河期世代…9月6日㈰　▷Ⅲ類（高校卒
業程度）・障害者…9月13日㈰■採用予定日＝3年4月1日以降■採
用予定数等＝表1■採用試験案内・申込書配布場所＝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　※ホームページからもダウンロード
可。過去の試験問題を区・区政資料室で公表■申込＝ホームペー
ジから専用フォームに入力／申込書を郵送■期限＝▷郵送…7月14
日㈫消印有効　▷ホームページ…7月16日㈭、午後5時■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-siken.htm

●�雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代（昭
和45年4月2日〜61年4月1日生まれ）の採用を初実施�！

●�児童相談所などでの業務経験を求める児童福祉・指導・心理
の受験資格を緩和�！

表1　東京23区職員採用試験�採用予定数等（2年3月現在）
採用区分 試験区分 採用予定数

Ⅲ類 事務 130人程度
障害者 事務 89人程度
就職氷河期
世代 NEW 事務 36人程度

経
験
者

1級職

事務 101人程度
土木 10人程度
建築 14人程度
機械 6人程度
電気 6人程度
福祉 20人程度

児童福祉 10人程度
児童指導 7人程度
児童心理 6人程度

採用区分 試験区分 採用予定数

経
験
者

2級職
(主任)

事務 43人程度
土木 5人程度
建築 9人程度
福祉 15人程度

児童福祉 12人程度
児童指導 5人程度
児童心理 5人程度

3級職
(係長級)

児童福祉 6人程度
児童指導 1人程度
児童心理 3人程度

※ Ⅰ類採用試験【一般方式】【新方式】・
就職氷河期世代に申し込んだ方は、
経験者の申し込み不可。受験資格な
ど、くわしくは採用試験案内を参照

元年度 下半期財政状況
　区では条例に基づき、6月と12月の年２回、財政状況を公表して
います。特別会計など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＝財政担当　　　　　　　☎3880-5814
▪�財政状況の概要
　元年9月補正後の一般会計予
算額は2,938億円でした。その
後、台風第19号で被害を受けた
荒川河川敷の復旧工事や災害時
の備蓄物品の補充などによる予
算の補正を行い、歳入・歳出そ
れぞれを25億円増額し、2年3
月の最終予算額は2,963億円と
なりました（表2）。
表2　元年度歳入・歳出（一般会計）　　　��　　　　予算額2,963億円

歳入
収入済額 2,767億円

歳出
支出済額 2,399億円

収入率 93.4％ 執行率 81.0％

※�数値は2年3月31日現在。収入済額、支出済額は、最終の決算額とは異な
ります。

▲�河川敷に堆積した大量のごみの撤去
費用も計上

審議会等の公開（7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

足立区立中学校
使用教科用図書審議会

3㈮・
9㈭・

16㈭・
21㈫・
27㈪

午後6時～8時

区役所

教育指導課 教育指導係
☎3880-5974

足立区地域保健福祉
推進協議会 介護保険･
障がい福祉専門部会

6㈪ 午前10時～
正午

介護保険課 介護保険係
☎3880-5887

足立区情報公開・
個人情報保護審議会 9㈭ 午後2時～4時 区政情報課 情報公開担当

☎3880-5225

足立区環境基金審査会 13㈪ 午後3時〜5時 環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

足立区地域保健福祉
推進協議会
子ども支援専門部会 15㈬

午前10時〜
11時30分

子ども政策課 子ども・
子育て支援制度担当

☎3880-5795

足立区建築審査会 午後2時30分〜
4時30分

建築調整課 用途照会係
☎3880-5943

足立区環境審議会 16㈭ 午後3時30分〜
5時

環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

第6回足立区
緑の基本計画改定審議会 20㈪ 午前10時〜

正午
みどり推進課�計画係

☎3880-5423

第67回足立区
都市計画審議会 22㈬ 午後1時〜2時 都市計画課 都市計画係

☎3880-5280

足立区男女共同参画
推進委員会 27㈪

午後2時〜4時

エル・
ソフィア

区民参画推進課�
男女共同参画推進係

☎3880-5222

足立区地域保健福祉
推進協議会

29㈬ 区役所

福祉管理課�調整担当
☎3880-6223

第25回足立区ユニバー
サルデザイン推進会議

都市計画課�ユニバーサ
ルデザイン担当

☎3880-5768


