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令和４年（2022年）10月1日（土曜日） No.１５１５区のおしらせ 1 0 月 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　「令和５年度保育園のごあんない」
を10月下旬から別表１のとおり各施
設にて配布予定です。
　この冊子には、これから認可保育
所などの申し込みをする方、申し込
みをして待機している方、現在通っ
ている方を対象に、手続きの方法や
必要な書類、ご注意いただきたい点
などの重要なことが記載されていま
す。
令和５年１・２・４月入園・転園・
月極延長保育の申し込みについて
　申込者が定員よりも多い場合、提
出された書類を基に利用調整を行い、
内定者を決定します。
申込受付期間
・ 令和５年１・２・４月（第１回）入
園など
　11月２日（水）～30日（水）
・令和５年４月（第２回）入園など
　令和５年２月１日（水）～14日（火）
すでに認可保育所などの入園・転園・
月極延長保育を申し込んでいる方
　現在の申し込みは令和４年度内に
限り有効です。ただし、年度内であ
っても支給認定証の有効期間が切れ

　令和５年度小学校入学予定のお子
さんに対する就学時健康診断を別表
２のとおり実施します。
　なお、実施通知書については、10

月中旬に対象となるお子さんの保護
者宛てに送付します。
逢学務課保健給食係
　☎（３５４６）５５１５

緊急告知ラジオとは
　区が発信する地震情報や避難情報、
弾道ミサイル情報などの緊急放送を
自動的に音声でお知らせするラジオ
です。
開始日時
　10月３日（月）～　（平日のみ受け
付け　午前８時30分～午後５時）
場　所
・区役所１階防災危機管理センター
・ 日本橋・月島特別出張所（区内事
業所への頒布は行いません）
対象・価格
頒　布
　緊急告知ラジオをお持ちでなく、
新たに購入を希望する方
・区民：2,000円
・区内事業所：21,450円
交　換

　現在お持ちの緊急告知ラジオと交
換を希望する方
　区民：1,000円
◎１世帯（１事業所）１台までです。
◎区内事業所は頒布のみが対象です。
手続き
　下記のものをご持参の上、窓口で
申請書を記入してください。
・代金（現金のみ）
・ 所有している緊急告知ラジオ（交
換の方のみ）
・ 住所が確認できる身分証明書（運
転免許証・保険証・マイナンバー
カードなど）
◎ 区内事業所は、社員証など区内事
業所の所在地が確認できるものを
お持ちください。
逢危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

　防災行政無線（屋外スピーカー）と
緊急告知ラジオを活用し、全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）の起動確
認のための試験放送を区内全域で実
施します。ご理解、ご協力をお願い
します。
日　時
　11月16日（水）午前11時ごろ（全国
一斉実施）

放送内容
　「これはＪアラートのテストです」
を３回、「こちらはぼうさいちゅう
おうです」を１回放送します。
◎ 携帯電話への緊急速報メールは配
信されません。
逢危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

日　時
　11月26日（土）
　・１回目　午後２時～３時
　・ ２回目　午後３時30分～４時30

分
◎ １回目と２回目の講演内容は同様
です。
会　場　
　区役所８階大会議室　
対　象
　区内在住・在勤・在学の方
◎会場に手話通訳者を配置します。
講　師
　聖路加国際病院　脳神経内科部長
認知症疾患医療センター
センター長　木村哲也　

定　員
　各50人（先着順）
費　用
　無料
申し込み方法　
　10月３日（月）から11月11日（金）ま
でに電話、Eメールまたはファクス
に①講演名②希望時間帯（１回目・
２回目）③氏名④住所⑤電話番号⑥
在勤・在学者は勤務先または通学先
の名称を記入して申し込む。
逢介護保険課地域支援係
　☎（３５４６）５６９５
　℻  （３５４３）０２３６
絢zaitaku@city.chuo.lg.jp

日　時
　10月29日（土）午前10時～午後８時
開催方法
　YouTubeの中央区公式チャンネ
ルでオンライン配信
◎ 所要時間は約15分間で、上記時間
中はいつでも視聴できます。
対　象
　18歳以上の区内在住・在勤・在学
者、その他関心のある方
内　容
　障害のある方や高齢の方、乳幼児
をお連れの方などが安心して外出で
きるように、区民の方の参加により
区内全域のバリアフリーマップを作
成しました。今後区民の方から情報
をお寄せいただき、随時更新を行う
ため、調査の具体的な方法や情報の
投稿方法を説明します。
講　師
　ＮＰＯ法人リーブ・ウィズ・ドリ
ーム理事長　金子　久美子

定　員
　30人（先着順）
費　用
　無料
申し込み方法
　10月１日（土）から27日（木）までに、
電話または茜から①氏名・ふりがな
②電話番号③メールアドレス④年齢
（年代のみ）⑤区内在住・在勤・在学
者・その他を入力して申し込む。
逢福祉保健部管理課庶務係
　☎（３５４６）５３４３
茜 ＮＰＯ法人リーブ・ウィズ・ドリ
ーム

　 ht tps ://www. lwd. tokyo/
koushin-lecture2022-4

月以降は利用調整の対象になりませ
んのでご注意ください。
令和５年度保育園入園に関する
説明動画
　認可保育所などの入園申し込みに
関する説明動画を区のホームページ
で配信します。10月下旬から配信予
定ですので、ぜひご覧ください。
逢保育課保育入園係
　☎（３５４６）５２２７・５３８７
 ・９５８７

小学校入学予定者に対する
健康診断の実施日程

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の
全国一斉試験放送の実施

バリアフリーマップ更新
ボランティアWEB講習会別表1

配布時期 10月下旬頃

配布場所

・区役所6階保育課保育入園係窓口
・日本橋・月島特別出張所
・中央区保健所
・日本橋・月島保健センター
・子ども家庭支援センター「きらら中央」

◎区のホームページでもご覧いただけます。

別表2
小学校名 日　時 電話番号
城　東 11月16日（水） 午後1時10分～1時25分 （3272）1611
泰　明  25日（金） 午後1時45分～2時 （3571）1765
中　央  17日（木） 午後1時15分～1時45分 （3551）0565
明　石  24日（木） 午後1時40分～2時 （3541）8934
京橋築地  16日（水） 午後1時50分～2時20分 （3541）0642
明　正  10日（木） 午後1時15分～2時 （3551）5812
常　盤  8日（火） 午後1時40分～1時55分 （3241）1910
日本橋  11日（金） 午後1時20分～1時40分 （3668）2360
有　馬  4日（金） 午後1時15分～2時 （3666）5702
久　松  2日（水） 午後1時15分～1時45分 （3661）6016
阪　本  17日（木） 午後2時～2時15分 （3666）0044
佃　島  2日（水） 午後1時10分～1時30分 （3531）7208
月島第一  8日（火） 午後1時15分～1時45分 （3531）7285
月島第二  16日（水） 午後1時30分～2時15分 （3531）7268
月島第三  24日（木） 午後1時45分～2時15分 （3531）7225
豊　海  17日（木） 午後1時50分～2時20分 （3534）1251

◎日時が変更となる場合は、各学校のホームページでお知らせします。

▲NPO法人リーブ・ウィズ・ドリーム

「令和５年度 保育園の　　　　　　　
　　　ごあんない」の配布

令　和
５年度

在宅療養に関心のある皆さんのための医師による講演会
「加齢による認知機能の変化と認知症」

令和 5年度

保育園の
ごあんない

この「保育園のごあんない」には、

入所の申し込みに関する手続きや

必要な書類、ご注意いただきたい点など、

重要なことが記載されています。

入所の申し込みをされる前に必ず

お読みいただき、内容を十分理解した上で

お手続きください。

中央区 福祉保健部 保育課 保育入園係
（中央区福祉事務所）

電話03（3546）5227・5387・9587

〒104-8404 東京都中央区築地一丁目１番１号（区役所本庁舎6階）
午前 8時 30分～午後 5時（土日・祝日・年末年始を除く。）

認可保育園についてのチャットボット
https://app.chatplus.jp/chat/
visitor/afb057b3_1?t=btn

中央区 LINE 公式アカウント
https://lin.ee/hf20odjhttps://www.city.chuo.lg.jp/

中央区ホームページ

保育園に関する情報については
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た場合には、申し込みも有
効期限切れとなります。
　令和５年度も引き続き入
園などを希望する場合は、
申込受付期間内に改めて申
し込みが必要です。申し込
みがない場合、令和５年４

280ＭＨｚ新型緊急告知ラジオの
頒布・交換


