
2 広報　いたばし 令和 ３年（２０２1年）３月２０日（祝）

※費用の明示がないものは無料

国際交流事業などに 
助成します

▷対象＝次のいずれかの事業
Ⓐ�４月〜来年３月に実施し、外
国人に日本語を教える

Ⓑ�国際交流・相互理解の促進を
目的として４月〜７月に実施
し、１週間以内で完了する

▷助成金額＝対象事業費の２分
の１（１団体につき、同一年度
内上限20万円）※Ⓐの会場・設
備借上費のみ全額※助成の可否
・金額は審査のうえ決定▷募集
要項などの配布場所＝（公財）板
橋区文化・国際交流財団（区役
所８階⑬窓口）、同財団ホーム
ページ、いたばし総合ボランテ
ィアセンター▷申込・問＝４月
15日（必着）まで、必要書類を直
接または郵送で、同財団（〒173
‐ 8501）☎3579 ‐ 2015

児童手当などの申請は 
お済みですか

　子どもの養育などにかかる負
担を軽減するため、対象児童の
保護者に各種手当を支給してい
ます。所得制限など詳しくは、
区ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
▷手当種類・対象
● 児童手当…15歳になった最初
の３月までの児童

● 児童扶養手当・児童育成手当
（育成手当）…18歳になった最
初の３月（児童扶養手当で、
心身に中度以上の障がいがあ
る場合は20歳未満）までで、
父または母がいない・父また
は母に重度の障がいがある児
童

● 児童育成手当（障害手当）…20
歳未満で、心身に中度以上の
障がいがある、または脳性ま
ひ・進行性筋萎縮症の児童

● 特別児童扶養手当…20歳未満
で、心身に中度以上の障がい
がある児童
▷申請・問＝直接、子ども政策
課子どもの手当医療係（区役所
１階⑥窓口）☎3579 ‐ 2477また
は赤塚支所住民サービス係☎
3938 ‐ 5113

戦没者等の 
遺族のみなさんへ

　国の主催による令和３年度慰
霊巡拝は、カザフスタン共和国
・イルクーツク州・ブリヤート
共和国・ハバロフスク地方・ユ
ダヤ自治州・中国東北地方・イ
ンドネシア・東部ニューギニア
・北ボルネオ・ビスマーク諸島
・トラック諸島・ミャンマー・
フィリピン・硫黄島を予定して
います。詳しくは、お問い合わ
せください。
▷問＝東京都福祉保健局計画課
☎5320 ‐ 4076、板橋区福祉部管
理課援護係☎3579 ‐ 2212

土地建物の調査・測量・
境界などの相談会

　４月１日は「表示登記の日」で
す。これに合わせ、土地建物の
調査・測量・境界問題、不動産
の表示登記の相談に応じます。
▷とき＝４月５日㈪10時〜16時
▷ところ＝グリーンホール504
会議室※当日、直接会場へ。▷
問＝東京土地家屋調査士会板橋
支部・吉田☎5399 ‐ 4386、板橋
区区民相談室☎3579 ‐ 2288

大規模な土地取引の前に
届出が必要になります

　４月から、周辺環境と調和し
た適正な土地利用を推進するた
め、都市づくり推進条例に基づ
く大規模土地取引行為の届出が
必要になります。届出方法など
詳しくは、区ホームページをご
覧ください。
▷問＝都市計画課土地利用計画
担当係☎3579 ‐ 2552

特別区職員（Ⅰ類） 
採用試験を実施します

▷区分・採用予定数＝下表参照
▷第１次試験・選考日＝５月２
日㈰※受験資格など詳しくは、
採用試験・選考案内をご覧くだ
さい。▷採用試験・選考案内の
配布場所＝板橋区人事課（区役
所４階㉑窓口）・各地域センタ
ー・各区民事務所・東京23区の
各区役所・特別区人事委員会事
務局・同事務局ホームページ▷
申込＝４月５日（受信有効）まで、
同事務局ホームページ※一般方
式と土木・建築新方式の併願不
可▷問＝同事務局任用課☎5210
‐ 9787、板橋区人事課人事係☎
3579 ‐ 2070
《特別区職員（Ⅰ類）採用試験》

区　分 採用予定数

一般方式

事務 874人程度
土木造園（土木） 53人程度
土木造園（造園） 8 人程度
建築 53人程度
機械 各13人程度電気
福祉 114人程度
心理 24人程度
衛生監視（衛生） 29人程度
衛生監視（化学） 5 人程度
保健師 111人程度

土木・建
築新方式

土木造園（土木） 9 人程度
建築 6人程度

高齢者紙おむつ等 
支給事業を行う事業者

▷期間＝10月〜来年３月※３回
を限度に更新可※事業期間前に
準備期間あり▷選定＝プロポー
ザル方式▷募集要項の配布場所
＝長寿社会推進課（区役所２階
⑮窓口）・区ホームページ▷申
込・問＝４月９日㈮まで、必要
書類を直接、長寿社会推進課高
齢者相談係☎3579 ‐ 2464

「高齢者・シニア世代生活
ガイドブック」の広告

▷掲載位置・規格・掲載料
● 裏表紙の内側全面（縦23㎝×

横16.3㎝）…１万1300円
● 指定ページの全面（縦23㎝×

横16.3㎝）…１万円
● 指定ページの半面（縦11㎝×

横16.3㎝）…5000円
※刷り色は黒色のみ
▷発行部数＝9700部▷発行時期
＝７月中旬予定▷選定方法＝内
容を審査のうえ抽選※広告版下
は広告主が作成。掲載基準など
詳しくは、お問い合わせくださ
い。▷申込書の配布場所＝長寿
社会推進課（区役所２階⑯窓口）
・区ホームページ▷申込・問＝
４月16日（必着）まで、申込書・
広告原稿案を直接または郵送・
FAX・Ｅメールで、長寿社会推
進課計画調整係（〒173 ‐ 8501）
☎3579 ‐ 2371 3579 ‐ 2309 ki-
keikaku@city.itabashi.tokyo.jp

富士山麓で冒険トレック
▷とき＝５月１日㈯〜３日㈷
（２泊３日）※13時に乙女森林公
園第１キャンプ場（静岡県御殿
場市深沢2190）集合・３日㈷11

Ⓐ「大谷口上町周辺地区」
地区計画の決定

▷対象区域＝大谷口上町・大谷
口二丁目・大山西町の各地内
Ⓑ「国道254号線（川越街道）Ａ地区」

沿道地区計画の変更
▷対象区域＝ⓐ大山町ⓑ大谷口
上町・大山西町の各地内

ⒶⒷいずれも
▷内容＝建築物の用途の制限・
敷地面積の最低限度など

Ⓒ「大山駅西地区」
地区計画の変更

▷内容＝建築物の用途の制限・
壁面の位置の制限など▷対象区
域＝大山町・大山金井町の各地内

Ⓐ〜Ⓒいずれも
※区域内で建築などを行う場合
は、工事着手の30日前までに届
出が必要。▷計画書などの閲覧
場所＝都市計画課（区役所５階
⑮窓口）
▷問
● 決定・変更の経緯について…
Ⓐ・Ⓑのⓑ市街地整備課住環
境整備計画グループ☎3579 ‐
2562、Ⓑのⓐ・Ⓒ拠点整備課
大山まちづくり第一グループ
☎3579 ‐ 2449

● 届出について…都市計画課ま
ちづくり計画担当係☎3579 ‐
2553

地区計画を決定・変更しました

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

◉�シニア就活オンライン相談
▷とき＝ 3 月25日㈭・29日㈪・ 4 月
5 日㈪・ 7 日㈬、各 1 日制、10時〜
16時※ 1 人20分程度▷内容＝求人探
し・就職活動中の悩みなどの個別相
談※オンライン会議システム「Zoom」
を使用▷対象＝50歳以上で、求職中
の方※定員あり（申込順）▷申込・問
＝ 3 月22日㈪朝 9 時から、電話で、
はつらつシニアいたばし☎5943 ‐
1300
◉�ぬくもりサービス協力会員募集説
明会

　地域住民による支えあいのサービ
ス（ 1 時間あたり700円からの謝礼あ
り）で、家事・外出の付き添いなど
を行う協力会員を募集します。
▷とき＝ 4 月22日㈭14時〜15時30分
▷ところ＝情報処理センター 7 階※
当日に会員登録をする場合は、必要
な持ち物があります。詳しくは、お
問い合わせください。▷申込・問＝
3 月22日㈪朝 9 時から、電話で、ぬ
くもりサービス☎3964 ‐ 1185

時解散予定▷対象＝小学〜高校
生とその保護者▷定員＝６組
（抽選）▷費用＝一般４万2000円
・高校生以下３万8000円※申込
方法など詳しくは、植村冒険館
ホームページをご覧ください。
▷問＝植村冒険館☎3969 ‐ 7421
〈月曜休館〉※本事業は、民間旅
行会社への委託事業です。

☆区へ（ 1 月13日〜 2 月 8 日）
▷東京あおば農業協同組合10万円▷
植木セツ 3 万円▷金沢自治会 3 万円
▷いたばしプロレスリング㈱ 2 万円
☆社会福祉協議会へ

（ 1 月 7 日〜 2 月 2 日）
▷里彩くるカエル倶楽部2000円▷
NPO法人環境と美化を考える会
2000円▷伊藤康治 5 万円▷（公社）東
京都宅地建物取引業協会板橋区支部
27万4500円▷上村八郎 1 万5000円▷
NPO法人ゆずり葉600円▷大工原辰
実 1 万円▷カトリック板橋教会15万
円


