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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。

■対象＝区内在住で5年度に新入学の年齢に達する外国籍の子どもがいる家庭　※区立小学校へ入学を希
望する方は、学務課 就学係で手続きをしてください。■問先＝就学係　　　　　　　　　 ☎3880-5969

区立小学校に入学希望の外国籍の方へ
8月中旬に入学手続きの案内を送付
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福祉・高齢医療

高齢者体力測定会（9月分）
■日程等＝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（体力に自信の
ない方も参加可）■内容＝握力測定
や立ち上がりテストなどの結果を踏
まえ、専門家が効果的なストレッチ
の方法をアドバイス■定員＝各20人

（抽選）■申込＝電話■申込期間＝
8月12日～開催日の2週間前■申・
問先＝セントラルスポーツ㈱ 健康サ
ポート部（区委託事業者）（平日、午
前10時～午後5時30分）　

☎5543-1888

第11回 特別弔慰金の
支給申請は今年度まで
■対象＝次のすべてに当てはまる先
順位の戦没者などの遺族1人…２年

４月１日現在、戦没者などの遺族内
に公務扶助料・遺族年金などの受給
権者がいない／２年４月１日までに戦
病者戦没者等援護法による弔慰金
の受給権がある、戦没者死亡時の
子・父母・孫・祖父母・きょうだい、
または上記以外の３親等内の親族で
戦没者の死亡時まで引き続き１年以
上の生計関係があった■内容＝額面
25万円の特別弔慰金を支給　※1
年に1回5万円で5年償還の記名国
債を交付。申し込み方法など、くわ
しくはお問い合わせください。■期
限＝5年3月31日㈮■問先＝民生係

☎3880-5870

65～74歳でも一定の
障がいのある方は後期高齢者
医療制度へ加入できます
■対象＝65～74歳で次のいずれか
に当てはまる方…身体障害者手帳1
～3級（4級の一部を含む）／愛の手
帳1・2度／精神障害者保健福祉手
帳1・2級／障害基礎年金1・2級 な
ど■内容＝申請により、受診時の自

己負担割合が1割または3割になる
被保険者証を交付　※東京都後期
高齢者医療広域連合の認定を受け
た日から使用可。法改正により10
月1日以降の自己負担割合は1割・
2割・3割の3区分となります。くわ
しくはお問い合わせください。■問
先＝資格収納係 ☎3880-6041

若年性認知症 
本人・家族交流会
■日時＝9月10日㈯、午後1時30分
～3時■場所＝総合ボランティアセ
ンター■対象＝区内在住で若年性
認知症と診断を受けた方と家族介
護者■内容＝日々のもの忘れにつ
いての情報交換や悩みなどを気軽
に話せる交流会■定員＝20人（8月
12日から先着順）■申込＝電話／窓
口■申・問先＝地域包括ケア推進
課 認知症施策推進担当

☎3880-5953

都市型 軽費老人ホーム
入居者（登録）募集
■募集施設＝ケアハウス 足立万葉
苑／ケアハウス レスペート千住／
茂
しげる

ホーム■対象＝区内在住で60歳
以上の方■内容＝食事の提供や生
活相談などのサービスを受けなが
ら自立した生活を送る■居室＝約
10～13㎡■費用（月額）＝▷ケアハ
ウス 足立万葉苑…8万1,810円～
21万5,410円　▷ケアハウス レス

ペ ート千 住 …10万9,790円～24
万3,390円　▷茂 ホ ー ム …10万
8,500円～24万2,100円　※いず
れも収入に応じて変動。光熱費な
どが別途必要■申込＝申込書を郵
送・持参　※申込書は｢募集のし
おり｣に添付。入居要件など、くわ
しくはしおりを参照。しおりは高齢
福祉課で配布するほか、区のホー
ムページからもダウンロード可■
申・問先＝ケアハウス 足立万葉苑　
〒121-0814六月2-11-20

☎5851-8256
ケアハウス レスペート千住　〒120-
0045千住桜木2-11-8

☎6684-1010
茂ホーム　〒120-0006谷中1-17-7

☎3620-5188
■問先＝（区）高齢福祉課 施設係　

☎3880-5498

9月19日ごろまでに敬老祝い品
（白寿〈99歳〉・米寿〈88歳〉・
喜寿〈77歳〉）を送付します
■対象等＝▷白寿（長寿証と区内共
通商品券500円券40枚）…大正12
年4月2日～13年4月1日生まれの
方　▷米寿（区内共通商品券500円
券20枚）…昭和9年4月2日～10年
4月1日生まれの方　▷喜寿（区内共
通商品券500円券10枚）…昭和20
年4月2日～21年4月1日生まれの
方　※いずれも申請不要■問先＝
高齢調整係 ☎3880-5886

3面からの続きです

表1　高齢者体力測定会（9月分） 日程等
場所 日程 時間

アリオ西新井1階・
インフォメーション前特設コーナー
（西新井栄町1-20-1）

15㈭ 午前10時30分～11時30分／
11時30分～午後0時30分

伊興地域学習センター 12㈪ 午後0時45分～1時35分／
1時35分～2時25分

総合ボランティアセンター 16㈮ 午後1時30分～2時30分／
2時45分～3時45分

中央本町地域学習センター 29㈭
午後0時45分～1時35分／
1時35分～2時25分東和地域学習センター 7㈬

舎人地域学習センター 9㈮
トヨタモビリティ東京
足立保木間店（保木間3-1-4） 22㈭ 午後1時～2時／

2時～3時

□任期付職員（育児休業代替）
職種 勤務内容（例） 勤務条件 雇用開始日 給与月額（予定）期限（必着） 申・問先

事務・Ⅲ類 行政事務

平日・1日7時間45分
（変則勤務あり）

4年12/1～
5年11/30に
随時採用

17万6,520円

8/31㈬ 人事課人事係
☎3880-5831

福祉・Ⅱ類★

（福祉） 相談援助／福祉事務所におけるケースワーク 19万5,240円

保健師・Ⅰ類★ 母子・成人・精神など地域保健に関する相談 22万8,000円
栄養士・Ⅱ類★ 学校給食に関する専門的業務 19万7,640円

□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 給与月額（予定）期限（必着） 申・問先

保育（朝夕保育）★
保育・環境整備

週6日・1日4時間
（朝および夕方）

10/1㈯

16万4,029円

9/2㈮
子ども政策課
保育人事計画担当

☎3880-8015
週6日・1日4時間
（朝または夕方） 15万4,441円

保育（延長保育）★ 週6日・1日4時間 15万7,191円

人材募集コーナー 　対象や必要資格・免許、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。　★…必要資格・免許あり

　同行避難とは、災害発生時に飼い主がペットを連れて、避難所まで
安全に避難すること★です。自分や大切なペットを守るため、下記4点
のポイントを日ごろから徹底し有事に備えましょう。
★…避難所で人とペットが同一の空間で居住できることを意味するものではあり

ません。各避難所のルールに従ってください。
1 避難所にペット用の備蓄はありません
　最低でも2～3日分のエサと水を用意しておきましょう。
2 飼い主とペットは同じ居室で過ごせません

ケージ、リード、シートを必ず持参しましょう。ケージに入るのを嫌
がらないようにするなど、普段からのしつけが大切です。

3 伝染病などが蔓
ま ん え ん

延する恐れがあります
予防接種（狂犬病予防接種／混合ワクチン）を受けてくだ
さい。ノミやダニの駆除・予防も大切です。

4 避難中にペットとはぐれる可能性があります
　マイクロチップや鑑札を装着しましょう。

災害時のペットとの同行避難
これだけは覚えておいて ！

■問先＝足立保健所 生活衛生課 庶務係　☎3880-5375

▲
くわしくは
コチラ



■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

4月～7月分の手当を指定の口座に8月15日ごろ振り込み■問先＝▷身体・知的障がい者、難病患者…障がい福祉課 障がい給付係　☎3880-5472　 FAX 3880-5754
▷精神障がい者…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 FAX 3880-6998

障がい者福祉手当（区制度）・
難病患者福祉手当の定例払い

生活支援サポーター
養成研修（2日制）
■日時＝9月15日㈭・20日㈫、午
前9時45分～午後5時■場所＝生涯
学習センター（学びピア21内）■対
象＝介護サービスを受けていない
18歳以上で、区の指定を受けた訪
問介護事業所での雇用を希望する
方■内容＝講義などを通して、専門
的技術・知識が不要な介護サービス

（掃除／ごみ出し／見守り など）の
担い手「生活支援サポーター」資格
を取得■定員＝30人（8月12日から
先着順）　※保育あり（要予約）■申
込＝電話／区のホームページからオ
ンライン申請■申・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

仕事・産業

セミナー
「個人商店の売上・利益を
向上させる数字の読み方」
■日時＝9月20日㈫、午後2時～4
時30分■対象＝区内事業者／区内
で起業を検討している方／区内在
住の方■内容＝損益分岐点の活用
を軸に、数字を上手に使って売上や
利益を伸ばすための考え方や実践
方法などを中小企業診断士から学
ぶ■定員＝25人（8月12日から先着
順）■申込＝電話／窓口／チラシ裏
面の申込書をファクス　※チラシは
産業情報室（あだち産業センター・
1階）、企業経営支援課で配布する
ほか、区のホームページからもダウ
ンロード可■場・申・問先＝あだち
産業センター
☎3870-1221 FAX3882-0886

千住一丁目創業支援館
「かがやき」入居者募集
■入居日＝12月1日以降■所在地＝
東京芸術センター・11階■対象＝
入居日現在、創業3年未満の法人・
個人　※未創業者を含む■募集室
数＝3室（1室21.8㎡）　※選考■入
居期間＝2年間　※審査により1年
間延長可■申込＝必要書類を区 へ
郵送・持参　※申込書類は企業経
営支援課で配布するほか、区のホー
ムページからもダウンロード可■期
限＝9月26日㈪必着■申・問先＝企
業経営支援課 創業支援係

☎3880-5495

あだち若者サポートステー
ション「ぶらり・あだちサポ」
■日時＝8月31日㈬、午後1時～1
時30分／1時30分～2時／2時～2
時30分■対象＝就労を考えている
15～49歳の方または関係者■内容
＝サポステの事業内容や利用方法
などを紹介■定員＝各3人（8月12
日から先着順）■申込＝電話■場・
申・問先＝あだち若者サポートス
テーション（火～土曜日、午前10時
～午後6時）　千住3-6-12 ツオード
千住壱番館402 ☎6806-1401
■問先＝（区）就労・雇用支援係 

☎3880-5469

生涯現役 シニア期に向けた
暮らしと働き方セミナー
■日時＝9月15日㈭、午後1時～
3時45分■場所＝あだち産業セン
ター■対象＝55歳以上で働く意欲
のある方■内容＝これからのライフ
プランニングとシニア世代の再就職
の考え方を学ぶ■定員＝20人（8月
12日から先着順）■申込＝電話■申
先＝セミナー予約専用ダイヤル（平

日、午前9時～午後5時）
☎5422-1399

■問先＝東京しごとセンター シニア
コーナー ☎5211-2335

（区）就労・雇用支援係
☎3880-5469

資格取得もサポート
「介護のおしごと就労支援」
■対象＝求職中の方■勤務場所＝
区内の特別養護老人ホームなど■
内容＝希望をもとに仕事内容や職場
を紹介し、約3カ月の派遣後、その
職場に就職　※介護資格がない方
は、期間中に介護職員初任者研修
を自己負担なしで受講可■募集人
数＝30人程度（選考）■申込＝電話
■申・問先＝㈱シグマスタッフ（区
委託事業者）（土・日曜日、祝日を除
く、午前9時30分～午後5時30分）

☎6806-1264
■問先＝（区）高齢調整係　

☎3880-5886

暮らし・まちづくり

京成本線 荒川橋
きょうりょう

梁
架け替え事業 工事説明会
■日時＝8月27日㈯、午後3時～5
時／7時～9時■場所＝千寿桜堤中
学校■内容＝事業や工事の概要な
どの説明■申込＝不要　※当日直
接会場へ。京成本線沿線に住む、
工事の影響を受ける可能性がある

方には案内状をポスティング■問先
＝▷工事説明会…京成電鉄鉄道本
部 四ツ木工事事務所

☎5654-7051
▷事業全般…国土交通省 荒川下流
河川事務所 特構推進室

☎3902-2314
▷そのほか…（区）企画調整担当

☎3880-5160

事業系ごみは自らの責任で
処理してください

　事務所・店舗などの事業活動で
生じたごみは、事業者自らの責任で
適正に処理しなければなりません。
自ら処理できない、処理施設へ運
搬できない場合は、廃棄物処理業
者に委託してください。
　なお、粗大ごみの処理を除き、
区の処理基準（従業員20人以下で
ごみ量1日10kg未満）に該当する事
業所は、区の収集を利用できます。
その際は、必ず「事業系有料ごみ処
理券」を購入・貼付してください。
　ごみの自己処理や集積所への持
ち出しを適正にしていない事業者に
は罰則が科される場合があります。　
※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。
■問先＝▷廃棄物処理業者への委
託…ごみ減量推進課 業務係

☎3880-5302
▷区の収集の利用…足立清掃事務
所 作業係 ☎3853-2141

8面に続きます

部落差別（同和問題）の
正しい理解を

広げよう！
人権の輪

■問先＝（区）人権推進係　　　　　　　　　  　　☎3880-5497
　部落差別（同和問題）とは、歴史の中で形作られた身分差別により、
一部の人々が被差別部落（同和地区）の出身という理由で様々な差別
を受けている、解決しなければならない問題です。

部落差別（同和問題）Ｑ＆Ａ
Q どのような差別がありますか？
A 区では、平成15～16年ごろに被差別部落出身者に対して差別的な内容の
ハガキが大量に送付されるという事件が起きました。そのほかにも、落書
きの被害を受けるといった事案が発生しています。
近年ではインターネット上で同和地区を特定しようとしたり、被差別部
落出身者の個人情報を公開したりする差別行為が行われています。

Q 差別を無くすために私たちができることはありますか？
A 部落差別（同和問題）は昔の問題だと決めつけることなく関心を持ち、正
しく理解することが大切です。
区では、部落差別（同和問題）について正しい理解を深めるため、関係す
る人権団体と連携し、区民向け講座を開催しています。

　国勢調査などの国が実施する様々な統計調査において、調
査対象となる世帯や事業所を訪問し、調査票の配布・回収・点
検などを行います。統計は「揺れる社会の揺るがぬ指標」といわ
れています。統計調査員は、その指標づくりの第一線で活躍
する重要な役割です。

初めてでも大丈夫！
　資格、経歴不問。 調査ごとに職員
が丁寧にご説明します。

自分のペースでスキマ時間に！
従事期間内であれば、日中の自由

な時間帯に業務ができます。
報酬はおおむね２～５万円！

　従事する調査の規模・対象件数に
よって異なります。
【注意事項】
●年間を通して従事する形態ではありません。
●調査を実施する地域や調査の規模により、従事できない場合もあります。

■対象等＝20～75歳の方　※そのほかにも条件あり。事前登録制。
登録後、年に数回実施する統計調査のいずれかに従事していただ
きます。■申込＝電話／区のホームページからオンライン申請／住
所、氏名、年齢、電話番号をファクス　※申し
込みを確認後、説明資料を区から郵送■申・問
先＝統計係　　 ☎3880-5251　 FAX3880-5609

◀くわしくは
　コチラ

統計調査員
統計
調査員
とは

事前
登録制求む ！

ベテラン調査員　大
おおさわ

澤 輝
てる

子
こ

さん▲

やりがいのある仕事です
　調査に快く回答してい
ただけないときは大
変ですが、調査
の結果が、重要
な施策に役立っ
ていることにや
りがいを感じ
ています。




