
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。

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

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

福祉・高齢医療

高齢者入浴事業
「ゆ～ゆ～湯」入浴証を
5月上旬までに送付

■対象＝3年4月1日現在、区内在
住で70歳以上の方■内容＝指定日
に銭湯を1回120円で利用できる
入浴証を送付　※特養入所者、寝
たきりなどで利用できない方を除
く。入浴料が値上がりした場合、
料金の値上がり分は自己負担■問

先＝在宅支援係 ☎3880-5257

介護予防｢はつらつ教室
（プール）｣（8日制）

■日時等＝表1■対象＝区内在住
の65歳以上で、要介護・要支援の
認定を受けていない方■内容＝水
中ウォーキングなど■問先＝（区）介
護予防・生活支援担当
 ☎3880-5642

仕事・産業

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

▪区立保育園・認定こども園の非常勤職員
職種 勤務内容（例） 勤務条件 雇用開始日 報酬月額（予定） 期限 申・問先

保育（日中保育）
保育・環境整備
※必要資格・免許あり

週4日・1日6時間

6/1

15万279円

4/30㈮
子ども政策課
保育人事計画担当

☎3880-8015

週5日・1日6時間 18万7,849円

保育（朝夕保育）
週6日・1日4時間（朝または夕方） 15万4,441円
週5日・1日6時間（朝または夕方） 20万3,364円

保育（延長保育） 週6日・1日4時間 15万7,191円
▪そのほか

職種 勤務内容（例） 勤務条件 雇用開始日 報酬額（予定） 期限 申・問先

特別区立幼稚園
教員採用候補者

学級担任
※必要資格・免許あり 週38時間45分 4/1

▷大卒…
　月額24万4,400円
▷短大卒…
　月額22万2,900円
※いずれも初任給

5/7㈮

■申・問先＝特別区人事・厚
生事務組合教育委員会事務
局　�������　☎5210-9751
■問先＝（区）保育人事計画
担当　　����☎3880-8015

登録調査員
（統計調査）

調査票の配布・回収
／書類審査

従事回数は調査の実施状況に
より異なる
※調査実施時に別途依頼

―
1万円～5万円程度
※�調査規模・対象件
数により異なる

― 総務課�統計係
☎3880-5251

人材募集コーナー 　対象や募集人数、勤務内容・条件など、くわしくは区のホームペー
ジをご覧ください。区のホームページでは、このほかにも募集情報
をまとめて掲載しています。

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／税金の未申告・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

足立成和信用金庫との協
きょうそう

創
事業「創業者経営力アップ支
援事業」

■対象＝3年4月1日現在、創業3年

未満で2年6月1日～3年5月31日に
区内で事業所を借りた法人・個人　
※未創業者を含む■内容＝専門家
による経営指導／事業所の賃貸
料補助（月額5万円または賃貸料
の2分の1のいずれか低い額） な
ど　※支援期間は最長2年■募集
件数＝5件（選考）■申込＝申込書類
を郵送・持参　※申込書類は足立
成和信用金庫の各支店で配布する
ほか、ホームページ（http://www.
adachiseiwa.co.jp）からもダウン
ロード可■期限＝5月31日㈪必着■
申・問先＝足立成和信用金庫 営業
推進部　〒120-0034千住1-4-16
 ☎3882-3246
■問先＝（区）創業支援係
 ☎3880-5495

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

区の保健師などと面接を受けた妊婦に、
こども商品券をお渡しします。
■対象＝妊娠届または転入妊婦アンケートを提出した区内に住民登
録がある妊婦　※保健予防課、保健センターでは、妊娠届出・面接・
育児パッケージ配布が同日中に可。区民事務所で妊娠届出をした方
は、後日面接が必要

1歳の誕生月に送付するアンケートを、
1歳2カ月になる月の末日までに回答した
方に、こども商品券を郵送します。
■対象＝区内に住民登録があり、3年度中に1歳になる子どもを養育
する方

区の保健師などと面接を受けた方に、
こども商品券を郵送します。
■対象＝区内に住民登録があり、3年度中に2歳以下の多胎児を養育
する方　※対象者には、通知または赤ちゃん訪問などでお知らせ

育児パッケージとして、こ
ども商品券1万円分を配布
※ 多胎児の場合は子ども

の人数分を配布

子育て情報の冊子と、育
児パッケージとしてこども
商品券を配布
※ 第1子（1万円分）
　第2子（2万円分）
　第3子以降（3万円分）

タクシーに利用できるこど
も商品券2万4,000円分を
配布
※各年齢ごとに1回配布

あだちスマイルママ＆エンジェルプロジェクト（ASMAP）
妊娠期～子育て期を切れ目なく支援します ！
　区では、妊娠期から子育て期まで安心して過ごせるよう、一人ひ
とりに寄り添った支援を充実させています。

スマイルママ面接

NEW ファーストバースデーサポート

NEW 多胎児家庭移動支援

表1 はつらつ教室（プール）（8日制） 日時等
場・申・問先 日時等 定員（選考）

スイムスポーツセンター（うきうき館）
〒121-0812西保木間4-10-1

☎3850-1133　 FAX 3860-6903

5/7～6/25の毎週金曜日、
午後1時～2時30分
■申込＝申込書をファクス・郵送・持参
■申込期間＝4/11～30必着

20人

千住温水プール
〒120-0034千住3-30

☎3882-2601

4/30㈮、5/10㈪・12㈬・19㈬・
26㈬・31㈪、6/2㈬・9㈬、
午後1時～2時30分
■申込＝申込書を郵送・持参
■申込期間＝4/11～24必着�

12人

東綾瀬公園温水プール
（すいすいらんど綾瀬）
〒120-0004東綾瀬3-4-1

☎5616-2500　 FAX 5616-2525

5/20～7/8の毎週木曜日、
午後1時～2時30分
■申込＝申込書をファクス・郵送・持参
■申込期間＝4/11～5/2必着

20人

※申込書は開催場所で配布するほか、区のホームページからもダウンロード可

保健予防係　☎3880-5892問先

エ ー ス マ ッ プ



■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

■問先＝住民記録係
☎3880-5724

システムメンテナンスのため、4月17日㈯の午後9時以降、
5月1日㈯～5日㈷の終日はコンビニでの各種証明書の取得ができません。

ビジネスプランを募集
「創業プランコンテスト」
■対象＝3年4月1日現在、創業3年
未満の区内事業者　※未創業者を
含む■内容＝斬新な事業計画（ビジ
ネスプラン）を募集し、優秀な事業
計画の提出者を表彰するとともに、
補助金を交付■補助金額＝最大
200万円■対象事業＝区内の本社・
事業所で行われる事業など■申込
期間＝4月12日～6月11日　※募
集要項は区のホームページからダ
ウンロード。過去の採択事業や申
し込み方法など、くわしくは区の
ホームページをご覧ください。■
問先＝創業支援係 ☎3880-5495

民営自転車駐車場などを
運営する個人・団体へ
補助金を交付

■内容＝設置費・管理費の一部に
補助金を交付　※審査や工事前の
相談が必要です。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＝自転車係
 ☎3880-5914

公募・ボランティア

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＝エル・
ソフィアなど■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
※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

成人の日の集い実行委員
■対象＝区内在住で平成13年4月
2日～14年4月1日生まれの方■内
容＝令和4年1月10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11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。■問先＝青少年
課 管理調整係 ☎3880-5264

暮らし・まちづくり

あだち環境ゼミナール
受講生募集（10日制）

■日時＝5月～4年2月の第4土曜
日、午後2時～4時30分■対象＝
区内在住・在勤・在学で高校生以
上の方■内容＝地球温暖化、海洋
プラスチック、生物多様性、水環境、
S
エスディージーズ

DGsなど、様々な分野の専門家
によるオンライン講義（区役所での
受講も可）　※事前にオンライン説
明会を実施。修了者を「あだち環
境マイスター」に認定■定員＝20人

（抽選）■申込＝区のホームページ
から専用フォームに入力／住所、

氏名、電話番号、Eメールアドレス、
「環境ゼミナール」を区へハガキで
送付■期限＝4月30日㈮必着■申・
問先＝環境政策課 計画推進係
 ☎3880-6049

公益信託あだちまちづくり
トラスト事前相談と受け付け

■対象＝区内に活動拠点があり、
まちづくり活動を行う個人・団体
■内容＝助成金の支給を通して、
ハードからソフトまで様々なまちづ
くり活動を支援■申込期間＝5月
10日～6月10日　※4月9日～5月
10日に事前相談可（要予約）。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＝まちづく
り課 管理調整係 ☎3880-5915

区営六町駅自転車駐車場で
不用自転車の無料引き取り開始

■時間＝午前5時～午後8時　※日

曜日、祝日は午前7時～午後5時■
所在地＝六町4-1-25■申込＝不要　
※自転車、本人確認書類を持参し
直接引き取り場所へ■問先＝自転
車係 ☎3880-5914

区営北綾瀬北暫定自転車駐車場
がリニューアルし一時利用開始

■所在地＝谷中4-7-5■問先＝自転
車係 ☎3880-5914

補助第138号線その2工区
（環七南通り）事業期間の延伸
■整備区間＝関原三丁目23番～梅
田五丁目11番地先■内容＝道路整
備の事業期間の終了日を4年3月
31日から7年3月31日までに延伸■
問先＝街路橋りょう課 事業計画係　　　　　 
 ☎3880-5921

東京都写真館協会 足立支部
　あだち★元気つながるプロジェクトのきっかけは、足立成
和信用金庫で実施した写真館協会による「シニア写真展」で
した。写真展の発案者である田

た が や

賀谷さんは、「自分たちで
各支店を巡回し、設営するのが結構大変で、継続性や発展
性を考え、ポスターを作ることになりました。モノクロにし
たのは、写真のプロだからこそ、色ではなく濃淡で表現し
たいと思ったからです」と話します。
▪ 写真を通して、地域貢献を
　「地元密着の写真館だからこそ、地域のためにできること
を」という想

お も

いから、区内で頑張る人・企業を撮影してきま
した。写真館協会・支部長を務める柳

や ぎ

下
し た

さんは、「地元の
信用金庫と写真館が手を取り合い、地元を元気にするこのプロジェクトが足立区から全国に広がってほ
しい」と夢を語ります。
　今後は新たなポスター作りなどを進めるほか、苦境に陥る地元飲食店を応援する新たな企画を足立
成和信用金庫と行う予定です。これからも「げんき、あだち。」を発信し続けていく写真館協会に注目です。
◀左下から反時計回りに、柳

やぎした
下さん、田

た が や
賀谷さん、須

す
永
なが

さん、日
ひ び や

比谷さん、河
こ

内
うち

さん、谷
たに

さん

合
言葉の月1連載「
げ

んき
、あだち。」が

最終回

今
回
の
一
枚

　区内の頑張る人・企業を写真とともに紹介してきた本コラム。今回は、その写真を撮影している
東京都写真館協会 足立支部（以下、写真館協会）を紹介します。■問先＝広報係　☎3880-5815

連載企画 東京都写真館協会 足立支部×足立成和信用金庫×あだち広報

▲ モデルの方々の魅力を伝えるため、構図だ
けでなくポスターのキャッチフレーズも撮
影者が考えている

区内で頑張る人・企業を撮影した写真を▲
足立成和信用金庫ホームページで公開中 ！

㈱写真柳下、㈱谷写真館、小林写真館、
㈲須賀写真館、㈲田賀谷写真舘、ワカバスタジオ（ ）

暮らし・まちづくりは、
8面に続きます

東京都シルバーパスを4月～9月に新規購入される方へ
■対象＝新たにシルバーパスを購入する70歳以上の都民■有効期限
＝9月30日㈭■費用＝①3年度住民税課税者（③を除く）…1万255円
②3年度住民税非課税者…1,000円　③3年度住民税課税者で、2年
の合計所得金額が135万円以下の方（経過措置）…1,000円■持ち物
＝本人確認書類（保険証や運転免許証など）　※上記②③の方は次の
いずれかの所得確認書類が必要…3年度介護保険料決定通知書（所得
段階1～6の方。7の方は課税証明書での所得確認が必要）／3年度課
税・非課税証明書（3年度住民税の賦課決定前〈4月～6月〉は2年度の
書類を利用可）／生活扶助記載の生活保護受給証明書■申込＝窓口
■申先＝最寄りのバス営業所・定期券発売所■問先＝東京バス協会
シルバーパス専用電話（平日、午前9時～午後5時）  ☎5308-6950

官  公 庁

5月10日号から新コラムスタート ！ S
エスディージーズ

DGs（持続可能な開発目標）と関連付けて、区の事業や企業の取り組みを紹介します ！


