
休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

歯科

内科・
小児科

▶受付時間：①～③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～
11：30・13：00～16：30・18：00～21：30　※①は平日20：00～
22：30も対応しています。④日曜・祝休日10：00～11：30・13：00
～16：30

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

　申し込み方法など詳しくは、特別区人事委員会ホームページ（https://
www.union.tokyo23city.lg.jp/index.html）にある募集案内をご覧く
ださい。　※障害などにより閲覧が難しい方は、お問い合わせください。

採用区分 試験区分（※1）
（【　】は採用予定数）

受験資格
（年齢は5年4月1日㈯現在） 申込期間

Ⅰ類
【一般方式】

事務【983名】

22歳以上32歳未満の方

4/4㈪まで

土木造園(土木)【64名】
土木造園(造園)【17名】
建築【62名】
機械【15名】
電気【19名】
福祉【125名】 22歳以上30歳未満で、必要

な資格・免許がある方衛生監視(衛生)【34名】
衛生監視(化学)【5名】 22歳以上30歳未満の方

心理【21名】
40歳未満で、大学（短期大学
を除く）の心理学科を卒業し
た方またはこれに相当する方

保健師【109名】 22歳以上40歳未満で、必要
な資格・免許がある方

Ⅰ類
【土木・建築
新方式】

土木造園(土木)【13名】
22歳以上32歳未満の方

建築【14名】

Ⅲ類
事務 18歳以上22歳未満の方

6/23㈭～
7/14㈭

障害のある方を対象とする
選考（事務）

18歳以上32歳未満で、心身
に障害のある方（※2）

経
験
者

１級職
事務、土木造園(土木)、建築、
機械、電気、福祉、児童福祉、
児童指導、児童心理

60歳未満で、民間企業などの
従事歴が一定以上ある方２級職

（主任）
事務、土木造園(土木)、建築、
福祉、児童福祉、児童指導、
児童心理

３級職
（係長級）

児童福祉、児童指導、児童
心理

就職氷河期 事務 37歳以上53歳未満の方
※1　福祉・心理・保健師・児童福祉・児童指導・児童心理は日本国籍でない方も可。
※2　 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、または

知的障害のある方。

令和4年度 特別区職員採用試験

問合せ 特別区人事委員会事務局任用課☎5210-9787
職員課採用係☎5984-4153 FAX 3993-1195

4月から区の組織が一部変わります

問合せ 人事企画担当係☎5984-4507

◆建築・開発担当部
　建築・開発行為や建築物の維持管理に関する専門性の高い業
務に迅速に対応するため、執行体制の効率化を図ります。
◆美術館再整備担当課
　まちと一体となった新しい美術館を創造するため、美術館の
全面リニューアルに着手します。
◆美術館再整備まちづくり担当課
　美術館の再整備をきっかけとしたまち並みの整備など、中村
橋駅周辺のまちづくりを進めます。

設  

置

◆オリンピック・パラリンピック担当課
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の終了に
伴い廃止します。

廃  

止

◆子ども家庭支援センター
　組織再編に伴い、「練馬子ども家庭支援センター」の名称が変わ
ります。　※各地域の子ども家庭支援センターは、「地域子ども
家庭支援センター」に名称が変わります。

名
称
変
更

区立施設の指定管理者が決定しました
　指定管理者制度は、区立施設の管理を民間事業者・団体が行い、サー
ビスの向上と経費の節減などを図るものです。4月から区立施設を管理
する指定管理者が決まりましたので、お知らせします。▶問合せ：制度
について…経理用地課管理係☎5984-2801、施設について…子育て支
援課運営支援係☎5984-1078

施設名 指定管理者

東大泉児童館、東大泉児童館学童クラブ、
東大泉児童館第二学童クラブ ㈱ポピンズ

お知らせ
皆さまからの寄付（1月分）
＝ありがとうございました＝

　いただいた寄付は次の通りです。　
※寄付はインターネットからも受け
付けています。▶問合せ：管財係☎
5984-2807

区
へ

練馬みどりの
葉っぴい基金

14万7166円
（10件）

新型コロナウイルス感染
症対策への支援のため

20万1000円
（2件）

医療機関のため 2,000円（1件）
区内事業の支援・発展
のため 30万円（1件）

人と動物の共生のため 10万8000円
（4件）

練馬区社会福祉協議会へ 102万9651円
（9件）

消費生活展実行委員会の
参加団体を募集
　消費生活展は、消費者問題に取り
組む区内団体の活動成果の発表と地
域の方々の交流の場です。今回、新
しく実行委員会に参加する団体を募
集します。▶申込：4月8日㈮までに
電話で消費生活係☎5910-3089

条例・計画など
令和4年度食品衛生監視指
導計画を策定
　食品の安全管理や飲食店などへの
監視指導などについて定めた計画で
す。計画は、図書館（南大泉図書館
分室を除く）や区民情報ひろば（区役
所西庁舎10階）、生活衛生課（同東
庁舎6階）、同石神井分室（石神井保
健相談所内）、区ホームページでご
覧になれます。▶問合せ：生活衛生
課食品衛生担当係☎5984-4675

働く
消費生活相談員
【会計年度任用職員】
▶対象：区が指定する資格があり、
パソコンの入力・操作ができる方▶

期間：10月～来年3月（再任する場合
あり）▶日時：月～金曜午前9時～午
後5時の間の6時間（週4日）▶場所：
消費生活センター▶採用予定数：1
名（書類選考・面接）▶報酬：日額1
万6500円　※交通費支給。 ※期末
手当・社会保険あり。▶申込：消費
生活センター（石神井公園区民交流
センター内）や区ホームページにあ
る募集案内をご覧の上、4月20日（必
着）までに消費生活係☎5910-3089

福祉・障害のある方
手話通訳者のご利用を
　以下の場所に手話通訳者を配置し
ています。　※予約不要。　※日程
は変更になる場合があります。詳し
くは、各施設や区ホームページにあ
る設置カレンダーをご覧ください。
●区役所・総合福祉事務所

場所 日程
区役所庁舎案内
（本庁舎1・2階）

毎月曜・
水曜

光が丘総合福祉事務所
（光が丘区民センター2階） 毎火曜

石神井総合福祉事務所
（石神井庁舎4階） 第2・4木曜

大泉総合福祉事務所
（大泉学園ゆめりあ1〈4階〉） 第1・3金曜

※ 時間はいずれも10：00～12：00・13：00
～17：00。
●障害者地域生活支援センター

場所 日程
①きらら（豊玉北5-15-19） 毎土曜

または日曜②ういんぐ（石神井町7-3-28）

③ すてっぷ
（光が丘区民センター6階）第1・3木曜

④さくら（東大泉5-35-2） 第2・4金曜

※ 時間は①②13：00～16：00、③④10：00
～12：00・13：00～17：00。

◎問合せ：障害調整係☎5984-1456
FAX 5984-1215

お休みします
〈勤労福祉会館☎3923-5511〉…
3月28日㈪【全館清掃のため】　※ワ
クチン接種は行います。

子ども・教育
4月の1歳児子育て相談・
1歳からの食事講習会
▶対象：おおむね10カ月～1歳4カ
月児▶内容：歯磨き・育児・食事相
談▶持ち物：母子健康手帳▶申込：電
話で各保健相談所へ　※参加者には
歯ブラシを差し上げます。
場所（保健相談所）・申込先 日程 定員

（先着順）
豊　玉☎3992-1188 21㈭ 30名
　北　☎3931-1347 27㈬ 18名
光が丘☎5997-7722 13㈬ 18名
石神井☎3996-0634 13㈬ 30名
大　泉☎3921-0217   6㈬ 18名
　関　☎3929-5381 21㈭ 18名
※時間はいずれも9：00～11：00。

4月の「赤ちゃんからの飲む
食べる相談」
　少人数のグループで、乳幼児のい
る家庭の食事について相談できま
す。▶対象：0～3歳児と保護者▶申
込：電話で各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先
日時

（いずれも40分程度）
定員

（先着順）
豊　玉
☎3992-1188

  7㈭ ①9:30 ②10:30
18㈪ ①13:30 ②14:30 36組

　北
☎3931-1347 21㈭ ①9:30 ②10:30 32組

光が丘
☎5997-7722 25㈪ ①13:30 ②14:30 32組

石神井
☎3996-0634

  6㈬ ①9:30 ②10:30
19㈫ ①14:00 ②15:00 36組

大　泉
☎3921-0217 21㈭ ①9:30 ②10:30 24組

　関
☎3929-5381 22㈮ ①9:45 ②10:50 24組

  令和4年（2022年）3月21日 5区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。


