4 令和3年（2021年）5月1日

お知らせ
5月1日㈯から区役所でクー
ルビズを実施します
節電対策の一環として、職員はノー
ネクタイなどの軽装で業務を行いま
す。ご理解とご協力をお願いします。
▶問合せ：総務係☎5984-2600

地価公示価格がご覧になれます
1月1日現在の地価公示価格
（国が
区内の一般的な画地を抽出し、1㎡
当たりの価格を公表したもの）が区
民事務所
（練馬を除く）
や図書館、経
理用地課
（区役所東庁舎3階）でご覧
になれます。▶問合せ：経理用地課
管財係☎5984-2807

小 冊 子「 学 び と 文 化 の イ ベ
ント情報」を発行
今年度上半期に区内で開催する文
化イベントや講座などを紹介する冊
子です。▶配布場所：区民事務所
（練
馬を除く）
、図書館、地区区民館、
生涯学習センター、区民情報ひろば
（区役所西庁舎10階）
、文化・生涯
学習課
（同本庁舎8階）
など▶問合せ：
生涯学習センター☎3991-1667

パンフレット「すぐわかる！
災害リスク」を発行
お住まいの地域や家庭の状況に応
じた防災対策が行えるよう、区の事
業などを紹介しています。▶配布場
所：地区区民館、地域集会所、危機管
理課
（区役所本庁舎7階）
など▶問合
せ：危機管理課庶務係☎5984-2762

介護保険事業に関する協議
会・委員会の区民委員を募集
介護保険や地域包括支援セン
ター、地域密着型サービスの運営に
ついて検討する協議会・委員会の区
民委員を募集します。協議会・委員
会は、区民や学識経験者などで構成
され、任期中13回程度開催します。
※謝礼あり。▶任期：7月〜令和6年6

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、
月▶申込： 「
『超』
超高齢社会を見据
えた練馬区の高齢者保健福祉と介護
保険」 「高齢者が安心して在宅生活
を続けるための介護」
をテーマとした
作文
（800字程度。様式自由）
と①住
所②氏名
（ふりがな）
③年齢④性別⑤
電話番号⑥職業⑦簡単な自己PR⑧区
の審議会・懇談会などの委員の経験
がある方はその名称と任期を記入し
たものを、6月4日
（必着）
までに持参
または郵送で〒176-8501区役所内
高齢社会対策課計画係
（西庁舎3
階）
☎5984-4584 介護保険課事業
者指定係
（東庁舎4階）
☎5984-1461
介護保険運営協議会
▶対象・募集人数：区内在住の40歳
以上の方…8名（選考）▶審議内容：
高齢者保健福祉計画や介護保険事業
計画、介護保険事業の運営など
地域包括支援センター運営協議
会・地域密着型サービス運営委員会
▶対象・募集人数：①区内在住の40歳
以上の方…4名②介護保険サービス
の利用者またはその家族…2名
（いず
れも選考）
▶審議内容：地域包括支援
センターの運営や地域密着型サービ
ス事業者の指定など

国民健康保険
加入・脱退の手続きが必要です
職場の健康保険を脱退した方は国
民健康保険への加入手続きを、職場
の健康保険に加入した方は国民健康
保険の脱退手続きをしてください。
国民健康保険への加入手続きが遅
れた場合でも、保険料は職場の健康
保険を脱退した日までさかのぼって
お支払いいただきます。脱退手続き
が1年以上遅れた場合、保険料が減
額にならず、払い過ぎた保険料が戻
らない場合があるのでご注意くださ
い。▶手続きに必要なもの： 国民健
康保険に加入する方…職場の健康保
険の資格喪失証明書 国民健康保険
を脱退する方…国民健康保険証と職
場の健康保険証
（全員分）
とも
①届出人の本人確認ができる書類②
世帯主と届け出の必要な方全員のマ

憲法記念日に寄せて
〜人権について考える

憲法は、基本的人権の尊重を大きな柱の一つとしており、侵すことの
できない永久の権利として一人ひとりの人権を保障しています。

イナンバーが確認できる書類が必要
です。 ※代理人が届け出をする場
合は、委任状が必要です。▶届出先：
こくほ資格係
（区役所本庁舎3階）
、こ
くほ石神井係
（石神井庁舎2階）
、区民
事務所
（練馬・石神井を除く） ※届
け出は郵送でもできます。詳しくは、
お問い合わせください。▶問合せ：こ
くほ資格係☎5984-4554

ボランティア
住民主体の
「通いの場」
を立ち
上 げ よ う！フレ イル サ ポ ー
ター育成研修

の場合あり）▶日時：週5日午前8時
30分 〜 午 後8時15分 の 間 の7時 間
45分（土・日曜・祝休日勤務、変則
勤務あり）▶場所：練馬文化センター
など▶内容：庶務・経理事務、施設
管理、事業運営など▶採用予定数：
若干名
（書類選考・筆記選考・面接）
▶申込：練馬文化センターや
（公財）
練馬区文化振興協会ホームページ
（https://www.neribun.or.jp/）に
ある募集案内をご覧の上、5月31日
（必着）までに（公財）練馬区文化振興
協会☎6914-7305

自衛官など

フレイル
（虚弱）
予防について区民
種目
対象
募集期限
に伝える方法を学びます。修了後は、
通いの場
（桜台・高野台地区）
の新規
大卒以上で2年
技術海上・
以上の実務経験
立ち上げや、はつらつシニアクラブ
航空幹部
のある方
のサポーターとして活動していただ
5/21㈮
きます。▶対象：区内在住の方▶日時：
技術海曹・ 国家資格のある
6月8日 〜8月3日 の 毎 火 曜 午 後1時
空曹
20歳以上の方
30分〜3時45分
【6月29日を除く。8
自衛官
18歳 以 上33歳
日制】
▶場所：区役所本庁舎19階など
随時
候補生
未満の方
▶講師：東京都介護予防・フレイル予
防推進支援センター／髙橋淳太ほか 〈自衛官募集説明会〉
▶定員：25名
（抽選）
▶申込：5月14日
▶日 時：5月7日 ㈮ 〜9日 ㈰・21日 ㈮
㈮までに電話で介護予防係☎5984午前10時〜午後5時 ※入退場自由。
2094
▶場所：自衛隊東京地方協力本部練
馬地域事務所
（豊玉北6-3-3 第8平
働く
和ビル4階）
▶申込：当日会場へ
◎問合せ：同所☎3991-8921

副校長補佐
【会計年度任用職員】

▶対象：学校運営などに関する知識
と経験がある方や民間企業などでの
事務経験がある方▶期間：7月〜来
年3月
（再任する場合あり）▶日時：
午前8時15分〜午後5時の間の5時
間（月16日）▶場所：区立小中学校▶
内容：副校長の業務
（服務管理・調査
対応などの事務）の補佐▶採用予定
数：若干名
（書類選考・面接）
▶報酬：
時給1,572円 ※交通費支給。 ※
期末手当あり。▶申込：教育指導課
（ 区 役 所 本 庁 舎12階 ）や 区 ホ ー ム
ページにある申込書
（写真貼付）
と作
文を、5月21日
（必着）までに教育指
導課管理係☎5984-5746

（公財）練馬区文化振興協会
契約職員（事務）
▶期間：10月から1年間
（正職員登用

7/26 〜30
8/2

住まい・まちづくり
都営住宅の入居者を募集
（都公募分・地元割当分）
申し込み資格など詳しくは、申込
書と一緒に配布する募集案内をご覧
ください。 ※都公募分と地元割当
分は、それぞれの申し込み資格を満
たせば、両方に申し込めます。 ※
地元割当分は、単身者または2人世
帯向け1戸、2人以上世帯向け1戸。
▶申込書・募集案内の配布期間：5月
6日㈭〜14日㈮▶配布場所：区民事
務所
（練馬を除く）
、図書館
（南大泉
図書館分室を除く）
、区役所庁舎案
内
（本庁舎1・2階）
、住宅課
（同13階）
▶問合せ：都公募分…東京都住宅供
給公社☎3498-8894、地元割当分…
住宅課住宅係☎5984-1619

、 大泉さくら運動公園駐車場が

利用できません

いじめや虐待、配偶者による暴力など、相手の人権を考えない行為が
依然としてなくなりません。区内でも公共施設への差別的な落書きや街

東京2020大会で射撃競技の観客送迎バスの待機場として使用するた

頭宣伝でのヘイトスピーチなど外国人や同和問題に対する差別や偏見が

め、利用できません
（障害者用駐車場を除く）
。▶問合せ：スポーツ振興課

発生しています。また、新型コロナウイルス感染症に関して、感染者や

運営調整係☎5984-1660

ひ ぼう

医療関係者などに対する誹謗・中傷も後を絶ちません。
平成28年に
「部落差別の解消の推進に関する法律」
と
「本邦外出身者に対
する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
（ヘイトス
ピーチ解消法）
」
が、31年に
「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊
重の理念の実現を目指す条例」
が施行され、法令の整備が行われてきまし

練馬区防災気象情報の
ホームページをリニューアル

た。区では、
差別を許さないという認識のもと、
人権尊重に関するセミナー
やパネル展を開催し、周知・理解促進に取り組んでいます。
多様な生き方を認め合い、支え合う社会を築いていきましょう。
▶問合せ：人権・男女共同参画課☎5984-1452

練馬区情報番組

区内の天気や水位・雨量情報などの防災気象情報が見
やすくなりました。ぜひご利用ください。▶問合せ：防災施
設係☎5984-2602 HP https://nerima-city.bosai.info/
二次元バーコード

5月の放送内容

【 1日〜15日】 ●心のバリアフリーを広げよう！〜だれもが暮らしやすい

【16日〜31日】 ●今春リニューアル！防災学習センターと四季の香ローズ

