特別区
（東京23区）職員
採用試験合同説明会
凡例

日時

会場

対象

内容

﹁区長への手紙﹂
から
Ａ 都に対して働きかけた結

︵４月投書︶

果︑４月から都バスの路線

ください︒

要望・提案などをお聴きする
変更が実現しました︒今後

区民の皆さんからの意見・

か︒区施設のカウンターに備

﹁区長への手紙﹂をご存じです

水深などを︑利用者の状況

見を踏まえ︑コース設定や

定しています︒今後︑ご意

らい２週間前から予約し利

入る前は使用券を区からも

くて困っています︒特養に

リフト付ハイヤーを使えな

ー十思に入所していますが

母がケアサポートセンタ

板を設置するほか︑区職員な

に︑隅田川テラス内に注意看

ール・マナーを徹底するため

Ａ 犬の飼い主に散歩時のル

まれないでしょうか︒

の勝手な振る舞いを取り締

なりません︒一部の飼い主

えてください︒被災者の方

えがどうなっているのか教

Ｑ 災害時の仮設トイレの備

です︒

仕組みを考えてもらいたい

料でも構わないので新たな

指導を行うなど︑飼い主の意

どが見回り︑
違反者には注意・

Ｑ

を見ながら皆さんに安全に

用できました︒使用券がな

も本区のまちづくりの動向

たちが一番困ったのはトイ

段スロープ側をより深く設

使っていただけるよう見直

いと予約ができません︒有

えてある広聴はがきのほかＥ
や利用者の声を踏まえ︑現

レ問題だと聞き区ではどう

︵７月投書︶

していきます︒

メール・ファクス・投書箱で

在︑協議を行っているＢＲ

容を具体的にお聴きする場合

なお︑お寄せいただいた内

きかけていきます︒

ート検討を行うよう都に働

ジを探しましたが見つけら

なっているのかホームペー

ため︑施設入所者は対象外

宅障害者を支援する事業の

Ａ リフト付ハイヤーは︑在

場に関するもの︑屋外での喫

紹介したもののほか︑駐輪

識啓発に取り組んでいきます︒

Ｔをはじめ︑バスなどのル

もありますので︑連絡先・氏

︵７月投書︶

も受け付けています︒

Ｑ

母なのですがねずみに驚い

うです︒遭遇しているのは

ねずみが飛び出してくるそ

車道沿いの植え込みから

ンク式トイレやマンホール

Ａ 区内の公園などに地下タ

けてください︒︵６月投書︶

人が多いので区民に呼びか

れませんでした︒知らない

すが︑運行事業者に利用の

ことから︑全額自己負担で

伴う移送に対応していない

中の施設が入所者の通院に

です︒しかしながら︑入所

は個人情報保護の観点から本

なお︑区の事業以外のもの

した︒

まなご意見・ご要望がありま

煙に関するものなど︑さまざ

ここで︑平成 年度前半に
寄せられた﹁区長への手紙﹂の

て転んでしまったこともあ

名の記入をお願いします︒

中から︑いくつかをご紹介し

たら英語表記がありません

ずっと見ているので見てみ

の案内板があり︑外国人が

Ｑ 京橋築地小学校の角に区

ます︒

してください︒︵６月投書︶

植え込みだそうです︒駆除

ィの植え込みや宝橋付近の

中央大橋寄りのリバーシテ

ります︒最近見掛けるのは︑

います︒各家庭での備えは

トイレの備蓄などを行って

ホールトイレの整備や簡易

所となる防災拠点にもマン

トイレを整備したり︑避難

テラスで︑犬の放し飼いが

Ｑ 相生橋より南側の隅田川

ました︒

相談ができるように調整し

などの担当機関に対応を依頼

人の了解を得て︑都や警察署

ロの駅を探していました︒

込みなどの巣穴への殺そ剤

Ａ 区では︑公共道路の植え

ームページに︑より分かり

啓発していますが︑今後ホ

パンフレットなどで普及・

の人も避けて通らなければ

ですし︑ジョギング︑散歩

後︒犬が嫌いな人には脅威

匹でしたが︑今朝は

増えています︒冬は１︑２

℻
︵３５４６︶２０９５

☎
︵３５４６︶
５２２２

広報課広聴係

中央区築地１

１

１

８４０４

主要な場所と交通機関︑方

投入︑公共下水道のマンホ

やすく掲載します︒

〒１０４

意見などの送付・問合せ先

します︒

でした︒話しかけるとメト

面を英語表記したら外国人

ールなどへの殺そ剤投入・

匹前

客に親切ではないでしょう

には︑ねずみや巣穴は確認

います︒今回ご指摘の場所

は︑放課後などにおける障害

﹁放課後等デイサービス﹂
と

必要な区内在住の小学生から

日中において特別に支援が

向性を検討中です︒今後も

なくなりました︒第１コー

をする高齢者の姿を見掛け

ですが︑今年から水中歩行

始を除く︶

実施日時

スです︒

もに生活の充実を図るサービ

定

ケアが必要な障害児を除く︶

高校生までの障害児
︵医 療 的

施 日︶か ら 福 祉 セ ン タ ー ２階

年末年始に当たる場合は翌実

の１日
︵１日が日曜日︑祝日︑
中央小学校の温水プール
来訪者が目的地に移動・滞

スの入水の出入りには体力

放課後〜午後７時

・平日
︵学校実施日︶

各種公共サインの整備の方

在しやすいサイン整備に取

の弱い人などに難がありま

１日

利用料

︵昼 食 代 な ど の 実 費 が
無料

かかります︶

利用登録

事前に区役所４階障害者福

付けます︒

◎申込み初日は来所の方のみ︑

翌日からは電話またはファ

クスでも受け付けます︒

◎初めてご利用の方は︑事前

にお問合せください︒

☎
︵３５４５︶
９３１１

逢 福祉センター管理係

給 決 定﹂を 受 け︑ 発 行 さ れ た

℻
︵３５４４︶０８８８

て登録してください︒

通所受給者証と印鑑を持参し

祉課で
﹁障 害 児 通 所 給 付 費 支

放課後等デイサービスで受け
り組んでいきます︒

す︒階段を利用して水中に

・土曜日︑夏・冬・春休み
午前９時〜午後６時
・学校が定める学校休業日
午前９時〜午後７時

員

月島・晴海地区を結ぶの

入ることができるようにし

︵６月投書︶

実施場所

名

は江戸バスか都バス１路線

ていただければ利用者が増
勝どき駅は当初から狭いと

Ａ 中央小学校温水プールは︑

Ｅメールアドレス

福祉センター２階
ホームページアドレス

予測できたので区から都に

問合せ︵申込︶
先

中間の柵で水深を分け︑階
申込方法

意見を述べるなど連携して
費用

月〜土曜日
︵祝 日︑ 年 末 年

だけで不便です︒また︑月

えることでしょう︒

利用の申込みは︑２カ月前

利用受付

福祉センター放課後等デイサービスの利用
Ａ 総合案内板は︑盤面更新

されませんでしたが︑引き

児の居場所の確保を図るとと

補そ器の設置などを行って
時に地図の更新とともにロ

続きねずみの発生調査を行

︵４月投書︶

−

島方面から東京駅までのバ

象

ーマ字や英語併記とするな

っていきます︒

か︒

−

ス路線をつくってください︒

対
どしてきていますが︑オリ
Ｑ

ンピック開催に備え︑現在︑

Ｑ

定員

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へお気軽にお問合せ・ご相談ください。

(3)

10

社会福祉協議会への寄付
平成27年11月分寄付合計6,047,844
円（敬称略・順不同）
［一般寄付金］
立正佼成会千代田中央教会…328,

消防団は、火災や大地震発生時に
は、地域防災の要として幅広い活動
を行っています。
首都直下地震の発生が心配されて
いる中、消防団の活動はますます重
要なものとなっています。
災害からわがまちを守るため、会
社員、自営業者、学生、主婦などさ
まざまな職種、男女を問わず皆さん
の入団をお待ちしています。
［入団資格］

27

−

15

〜大切な人と大好きなまちを災害から
守るため、あなたの力が必要です〜

唖３月６日
（日）
午前10時〜午後４時（予定）
娃昭和女子大学
（世田谷区太子堂１
−７−57）大学１号館・大学３号
館・80年館・グリーンホール
亜平成28年度以降の特別区職員採用
試験の受験希望者
阿各区・一部事務組合の概要説明、
技術・専門職の個別相談および人
事委員会による採用試験の概要説
明
（それぞれブースに分かれて説
明を行います）
姶２月８日
（月）
までに特別区人事委
員会のホームページから申込む
（受信有効）
。
◎詳しくは、特別区人事委員会ホー
ムページをご覧ください。

消防団員募集

あたたかい善意
ありがとうございました

416円、一般社団法人京橋青色申告会
…30,000円、一般社団法人日本橋青
色申告会…40,000円、佃二丁目鈴木
猛夫…1,585円、常山雅子…10,000円、
公益社団法人京橋法人会…85,550円、
栗原裕信…100,000円、松原美枝子…
3,000円、若葉会…10,000円、林義信
…10,000円、銀座料理飲食業組合連
合会…252,000円、保田清…5,000円、
株式会社大星商店…2,707円、有限会
社三谷葬儀社…10,000円、三谷和美
…5,000円、匿名（５件）…5,025,303円
（内訳5,000,000円、12,500円、5,000円、
5,103円、2,700円）
［ボランティア基金］
中央美世の会…3,000円、石田和子
…55,000円、中央区高齢者クラブ連
合会…65,283円、NPO法人つつじ…
4,000円、匿名（１件）…2,000円
逢中央区社会福祉協議会管理部
☎（３２０６）０５０６
区内在住・在勤で18歳以上の健康
な方（学生も入団可）
［入団後の待遇］
報酬などの支給や公務災害補償、
制服の支給、表彰制度があります。
逢京橋消防団本部（京橋消防署内）
☎（３５６４）０１１９
日本橋消防団本部（日本橋消防署
内）
☎（３６６６）０１１９
臨港消防団本部（臨港消防署内）
☎（３５３４）０１１９
逢特別区人事委員会事務局任用課採
用係
☎（５２１０）９７８７
茜http://www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htm
情 報コーナー （４頁からのつづき）
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