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令和４年（2022年）6月1日（水曜日） No.１５０３区のおしらせ 6 月 1 日号

対　象
　区内介護サービス事業所での就労
を希望する方（区内在住者に限りま
せん）
内　容
・ 介護職員初任者研修（20日程度。
集合研修で実施します）
・職場見学・職場体験
・キャリアカウンセリング
・ 区内介護サービス事業所とのマッ
チング（一人一人の希望に合った
事業所を紹介します。面接の支援
も行います）
・就業後の定着支援
◎ 本事業は、区が㈱シグマスタッフ
に事業委託をして実施します。
定　員

　15人
選考方法
　書類選考および面談
費　用
　無料
申し込み方法
　㈱シグマスタッフへ電話で申し込
む。
◎申し込みは随時受け付けています。
逢 ・中央区介護人材確保支援事業へ
の参加について
　㈱シグマスタッフ
　☎（６８０６）１２１１
・ 中央区介護人材確保支援事業につ
いて
　介護保険課指導担当
　☎（３５４６）５７４９

中央区介護人材確保
支援事業

落下防止のために建物の点検を

マンションなどにおける
中央区災害時地域たすけあい
名簿の活用

区役所本庁舎１階の戸籍係・住民記録係窓口で発行
する証明書などの手数料の支払いで使える

　区では、「中央区災害時地域たす
けあい名簿」を町会・自治会などに
提供し、災害時における高齢者や障
害のある方への支援に役立てていた
だいています。多くの方々が住んで
いるマンションの管理組合などでも
支援体制づくりができるよう、事前
に区と協定を締結したマンション管
理組合などに「中央区災害時地域た
すけあい名簿」を提供しています。
「中央区災害時地域たすけあい名簿」
とは
　区が災害時に地域や近隣住民など
の支援を希望されている方の情報を
町会・自治会などに提供し、災害時
の安否確認や避難支援などに活用し
ていただいているものです。
ワークショップ
　マンション管理組合などが名簿の
提供を受けるまでに検討すべき事項
や、名簿の提供を受けた後の活用方
法、高齢者や障害のある方の安否確
認や避難支援の方法などを専門家と
一緒に考えるワークショップを開催
します。
日　時
　６月25日（土）
　午前10時～正午
会　場
　区役所８階大会議室

対　象
・ 名簿の活用に関心のあるマンショ
ン管理組合などの方

・ 地域のマンションなどとの連携を
検討している町会・自治会の方な
ど

◎ その他、参加を希望される方はお
問い合わせください。

内　容
・ 災害時における高齢者や障害のあ
る方への支援の必要性

・名簿の取り扱い
・ 災害時の安否確認やその準備のた
めの名簿活用

講　師
　（株）社会安全研究所　福井敏夫
費　用
　無料
申し込み方法
　６月３日（金）から電話または申込
書に記入の上、区役所４階高齢者福
祉課に持参またはファクスで申し込
む。
◎ 申込書は高齢者福祉課で配布する
ほか、区のホームページからダウ
ンロードすることもできます。

逢高齢者福祉課高齢者福祉係
　☎（３５４６）５３５４
　℻  （３２４８）１３２２

取扱窓口
　区役所本庁舎１階区民生活課戸籍
係と住民記録係の窓口
◎ 日本橋・月島特別出張所の窓口で
は取り扱っていません。
対象となる手数料
　住民票の写し、印鑑登録証明書、
戸籍に関する証明書など
新たに使えるキャッシュレス決済
電子マネー
　iD・QUICPay・WAON・
nanaco・楽天Edy
クレジットカード
　VISA・Mastercard・JCB・
AMERICAN EXPRESS・
Diners Club

２次元コード
　PayPay・ｄ払い・楽天ペイ・
au PAY・メルペイ・Al ipay・
WeChat Pay
◎ 交通系電子マネー（Suica、Kitaca、
TOICA、ICOCA、SUGOCA、
PASMO、nimoca、manaca、
はやかけん）も引き続きご利用い
ただけます。
その他
・ 現金と併用での支払いはできませ
ん。
・区役所でのチャージはできません。
逢区民生活課住民記録係
　☎（３５４６）５３２０

　公道上に物（置き看板、商品、のぼ
り旗、段差解消ブロックなど）を設
置することは、道路法、道路交通法
などにより禁止されています。
　道路に物が置か
れると、歩道や車
道の幅を狭め、車
いすの利用者をは
じめ、歩行者の交
通に支障をきたす
恐れがあります。
　誰もが安全に、
安心して気持ちよ
く利用できる道路
となるよう、公道
上には看板などを

設置せず、ご自身の敷地内に設置す
るようお願いします。
逢管理調整課土木監理係
　☎（３５４６）５４１５

　建物の外壁や袖看板などは老朽化
などにより破損し、落下する恐れが
あります。区内でも外壁タイルが落
下し、通行人が負傷するという事故
がありました。
　外壁のタイルやモルタル塗り、ス
チール枠の窓ガラス、屋外広告物な
どは特に注意が必要です。日頃から
の点検を心掛けてください。
外　壁
・ ひび割れや部分的な剥がれがない
か
・ 膨らみや、浮いている部分がない
か
・ たたいた時に、他の部分と比べて

違う音がする部分がないか
窓ガラス
・ ガラスがパテ留めとなっていない
か

屋外広告物など
・さびや劣化がないか
　このようなことがありましたら、
専門家に相談し調査や改善を行って
ください。建物の点検や維持管理は
所有者、管理者の皆さんの責務です。
　日頃から点検や維持管理を行い落
下物による事故を未然に防ぎましょ
う。
逢建築課建築監察係
　☎（３５４６）５４５５

猶予期間
　申出日から最長で１年間
◎ 猶予期間は原則４カ月ごとに設定
します。
受付期間
　９月30日（金）まで
対　象
　新型コロナウイルスの影響により
収入が減少している場合など、一時
的に水道料金・下水道料金の支払い
が困難になった方
申し出の方法
　電話または支払猶予申出書に記入

して、ファクスで逢へ申し出る。
◎ 支払猶予申出書は東京都水道局の
ホームページからダウンロードす
ることができます。
◎ 詳しくは東京都水道局のホームペ
ージをご覧ください。
逢水道局お客さまセンター
　☎（５３２６）１１０１
　℻  （３３４４）２５３１
茜東京都水道局
　 https://www.waterworks.met
ro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/tetsu
duki/tesuzuki_yuuyo.html

　保健師やソーシャル
ワーカーなどの専門職
員が、認知症ではない
かと思い悩んでいるご
本人や、認知症の方を
介護されているご家族のさまざまな
悩みについての相談を、電話でお受
けします。匿名でも構いません。
　必要に応じて、自宅にお伺いする
こともできます。

電話相談
　月～金曜日（祝日・休日、年末年
始を除く）
　午前８時30分～午後５時
費　用
　 無料
相談専用電話
　☎（３５４６）５２８６
逢介護保険課地域支援係
　☎（３５４６）５３７９

ワーク
ショップ
開催

区役所本庁舎１階の戸籍係・住民記録係窓口で発行
7月1日（金）から

する証明書などの手数料の支払いで使える
キャッシュレス決済の種類拡大

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
水道料金・下水道料金の支払い猶予

道路の正しい使い方

知っていますか？認知症サポート電話

商品陳列

置き看板

灰　皿植木鉢

のぼり旗


