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区報に掲載する講座・催しもの、人材募集など、公募により区が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業の外には原則として使用いたしません。

特別区（東京23区） 
職員採用試験・選考日程が決定
　特別区（東京23区）職員採用試験・
選考（令和5年度採用予定者）の日程
が下記のとおり決定しました。詳細
は各告示日に発表する案内を参照し
てください※障害者採用選考以外の
試験・選考案内は特別区人事委員会
ホームページ上でのPDFデータ公
開のみになります。また、23区合同
説明会および技術職採用フォーラム
のライブ配信を特別区人事委員会ホ
ームページ特設サイトにて公開して
います。詳細はホームページをご覧
ください 問▢ 区職員課人事係☎3647
-5481、℻3647-9480または特別区人
事委員会事務局任用課採用係☎5210
-9787、℻5210-9708 http://ww 
w.tokyo23city.or.jp/saiyou-sike 
n.htm

令和4年度版資源・ごみ収集日
一覧を区関連施設で配布中
　令和4年度版資源・ごみ収集日一
覧を各出張所、スポーツセンター、
文化センター、図書館等区関連施設
で配布しています。また区ホームペ
ージからも収集日一覧をダウンロー
ドできます。なお、各戸への配布は
行いません。お近くの集積所看板に
も収集日一覧を掲示していますので、
ご確認ください 問▢ 清掃事務所☎
3644-6216、℻3699-9520
後期高齢者医療制度　医療費の
窓口負担割合が変わります
　10／1（土）から、一定以上の所得の
ある方（75歳以上の方と、申請によ
り一定の障害があると広域連合から
認定された65歳以上75歳未満の方）
は、現役並み所得者（窓口負担割合3
割）を除き、医療費の窓口負担割合
が「2割」になります。2割負担になる
方を対象に負担を抑える配慮措置が
あります。この見直しは、令和4年度
以降、団塊の世代が75歳以上となり
始め、医療費の増大が見込まれるこ
とから、現役世代の負担を抑え、国
民皆保険を未来につないでいくため
のものです 問▢［負担割合に関する
こと］医療保険課資格賦課係（区役所
2階7番）☎3647-3167、℻3647-8443

［配慮措置に関すること］医療保険課
保険給付係（区役所2階6番）☎3647-
3168、℻3647-8443［負担割合見直し
の背景に関すること］厚生労働省コ
ールセンター☎0120-002-719（3／31

（木）まで）［制度に関すること］東京
都広域連合お問合せセンター☎0570
-086-519、℻0570-086-075
国民健康保険料・後期高齢者　 
医療保険料の納付をお忘れなく
　国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料は、加入者の皆さんが病気や
けがをしたときの医療費などに充て
られる貴重な財源となっています。
各月月末の納期までに納付をお願い
します。口座振替は納め忘れがなく
支払いの手間が省ける安心で便利な
納付方法です。ご希望の方には「口

座振替依頼書」と「返信用封筒」をお
送りしますのでご連絡ください。ま
た、医療保険課保険料係（区役所2階
8番）および各出張所窓口ではキャッ
シュカード（一部金融機関に限りま
す）で口座振替の申込ができます。
保険証とキャッシュカードをお持ち
ください※特別徴収（年金からの引
き落とし）から口座振替への変更手
続きができるのは区役所のみです。
届出日により直近の特別徴収が中止
とならない場合があります 申▢ 医療
保 険 課 保 険 料 係 ☎3647-3169、℻ 
3647-8443
国民健康保険料　Yahoo!公金支
払いでのクレジット決済を終了
　国民健康保険料のクレジットカー
ド決済のうち、ヤフー（株）が運営す
る「Yahoo!公金支払い」は、一部サ
ービスの終了のため、3／30（水）で取
り扱い終了となります。今後のクレ
ジットカード決済は、モバイルレジ
クレジット（スマートフォン・タブ
レット可）、ネットdeモバイルレジ

（パソコン・スマートフォン・タブレ
ット可）をご利用ください。詳細は
区ホームページをご覧ください 問▢
医療保険課保険料係☎3647-3169、
℻3647-8443
区民葬儀券を発行しています
　区民葬儀は、一定の仕様で標準的
な葬儀を区民葬儀取扱指定店が行う
ものです。祭壇料金・霊柩

きゅう

車・遺骨
収納容器・火葬料金の4項目につい
て23区統一の協定料金で行います。
なお、区民葬儀に含まれない経費が
ありますので取扱指定店にご相談く
ださい。区では、ご利用を希望され
る方に区民葬儀券を発行しています。
協定料金や取扱指定店の連絡先など
の詳細は区民課戸籍係（区役所2階1
番）・各出張所・豊洲特別出張所にあ
る区民葬儀のパンフレットをご覧く
ださい（区ホームページからも入手
可）［利用方法］取扱指定店へ直接申
し込んだのち、区民課戸籍係へ死亡
診断書（死亡届）を提示して区民葬儀
券の交付を受け、取扱指定店へ渡し
てください 問▢ 区民課戸籍係☎3647
-3163、℻3647-9244
令和4年度分区民交通傷害保険　
申込は3／31（木）までに
　令和4年度分（保険期間令和4年4／1

（金）0：00～令和5年3／31（金）24：00）
の加入受付を行っています。申込締
切後の加入はできませんので、希望
される方は早めにお申し込みくださ
い［引受保険会社］損害保険ジャパン

（株）東京公務開発部営業開発課☎
3349-9666 締▢ 3／31（木）申▢ 区内金
融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、地
域振興課（区役所4階26番）※地域振
興課窓口は混雑しますので、できる
だけお近くの区内金融機関等をご利
用ください 問▢ 地域振興課地域振興
係☎3647-4962、℻3647-8441
都市計画審議会　傍聴できます
　付議予定案件名等、詳細は、都市
計画課（区役所5階21番）窓口または
区ホームページをご覧ください 時▢
3／28（月）14：00～ 場▢ 区役所3階区議
会全員協議会室 人▢ 10人（抽選）申▢
当日13：30までに都市計画課窓口へ
☎3647-9439、℻3647-9009
自転車撤去のための 
警告期間を3日から1日に短縮
　区では、「江東区自転車の放置防
止及び自転車駐車場の整備に関する
条例」に基づき、放置自転車を撤去
しています。駅前等の自転車放置禁
止区域内では即日撤去が原則ですが、

自転車放置禁止区域以外の場所では、
警告札を取り付けた放置自転車が、
警告期間の「3日」を経過してもなお
放置されている場合に撤去していま
す。捨てられている放置自転車など
をより速やかに撤去するため、同条
例施行規則を一部改正し、4／1（金）
から、警告期間を「1日」に変更しま
す 問▢ 交通対策課自転車対策係☎
3647-4789、℻3647-9287
潮見駅・亀戸駅北口第三自転車
駐車場　自動二輪車利用を拡充
1．潮見駅自転車駐車場（潮見2-6）
　原付二種（総排気量125cc以下の
自動二輪車）の一時利用を4／1（金）か
ら開始します 費▢ 24時間200円
2．亀戸駅北口第三自転車駐車場（亀
戸1-41-2）
　自動二輪車（総排気量125cc超）の
定期利用を4／1（金）から開始します
人▢ 3台（申込順）費▢ 月額5,250円
申▢ 3／25（金）10：00から亀戸駅北口

第一自転車駐車場管理室窓口（亀戸2
-18-1）で☎5609-0883
※いずれも 問▢ 交通対策課自転車対
策係☎3647-4789、℻3647-9287
司法書士による法律（登記等）
相談（4月）
時▢ ①4／6（水）②4／20（水）※いずれ

も14：00～16：00（1人20分、開始時間
の15分前に入室）場▢ ①江東区文化
センター6階第5会議室（東陽4-11-3）
②区役所7階第74会議室 人▢ 各20人

（申込順）※予約状況により当日受付
可 費▢ 無料 内▢ 相続・遺言（登記等）、
贈与、成年後見、不動産登記、株式
会社等の設立・役員変更、金銭問題
等 申▢ 3／15（火）8：30から広報広聴課
広聴相談係（区役所2階22番）に電話
または窓口で☎3647-4700、℻3647-
9635
江東区環境フェア　 
出演団体募集
　江東区環境フェアを6／5（日）に開
催予定です。当日、会場のステージ
でパフォーマンスを披露する学校・
企業・団体等を募集します 時▢ 6／5

（日）10：30～12：00の間で20～30分程
度 場▢ えこっくる江東（潮見1-29-7）
人▢ 音楽・演劇・実験ショーなどを

披露する個人・団体2組程度（選考）
締▢ 3／31（木）必着 申▢ 出演申込等の

詳細は区ホームページをご覧くださ
い 問▢ えこっくる江東☎3644-7130、
℻3644-7135
中川船番所資料館　 
オリジナルトートバッグ新発売
　キャンバス地のオリジナルトート
バッグを発売します。新学期、新年
度のスタートに、お買い物の際のエ
コバッグなどにいかがですか。期間
限定で、中川船番所資料館オリジナ
ルキャラクター「はぜちん」缶バッジ
を お 付 け し ま す［価 格］600円 場▢  
問▢ 中川船番所資料館（大島9-1-15）

☎3636-9091、℻3636-9094

消費者講座　高齢者向け住宅の
基礎知識と賢い選び方
　高齢者施設全般の種類や施設の違
いなどを中心に、施設の選び方、よ
くあるトラブル事例、必要な費用や
サービス内容などについて学びます
時▢ 4／27（水）14：00～15：30 場▢ パル

シティ江東3階研修室 人▢ 区内在住
・在勤・在学の方20人（抽選）費▢ 無
料 師▢（公社）全国有料老人ホーム協
会 締▢ 4／12（火）消印有効 申▢ 往復は
がき（1人1枚）に①講座名②参加希望
者の郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を記入し、〒
135-0011扇橋3-22-2パルシティ江東
2階消費者センターへ☎5683-0321、
℻5683-0318
深川東京モダン館　 
モダン講談会
時▢ 4／9（土）14：30 ～（開 場 14：00）
場▢ 深川東京モダン館（門前仲町1-

19-15）人▢ 50人（申込順）費▢ 2,500
円 内▢ 神田京子文化庁芸術祭賞優秀
賞受賞記念の会「金子みすゞ～明る
いほうへ」［出演］神田陽子、神田紫、
神田京子ほか 申▢ 3／15（火）10：00か
ら電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632 https://fu 
kagawatokyo.com
春から始まる講座　 
各文化センター等8館で募集中
　区内各文化センターと総合区民セ
ンターでは、春から始まる講座の受
講生を募集中です。詳細は新聞折込
等でお届けしている「カルチャーナ
ビKOTO3月号」（3／10発行、区内公
共施設や駅でも入手できます）、ま
たは文化コミュニティ財団ホームペ
ー ジ（ https://www.kcf.or. 
jp/）をご覧ください 締▢ 3／24（木）
必着 問▢ 各文化センター等へ

初心者テニス教室
時▢ 4／9～30の土曜（全4回）［前半］

13：00～14：30［後 半］14：30～16：00
場▢ 豊住庭球場（東陽6-1-13）人▢ 区

内在住・在勤の中学生以上で全日参
加できる初心者の方64人（抽選）費▢
2,500円［持ち物］テニスシューズ・
ラケット・飲み物・タオルなど 師▢
江東区テニス連盟 締▢ 3／25（金）必着
申▢ 往復はがき（1人1枚）またはメー

ルに①初心者テニス教室前半または
後半②氏名（ふりがな）③年齢（中学
生は学年）④住所⑤電話番号⑥テニ
ス歴⑦無料レンタルラケットの要不
要⑧区内在勤の方は勤務先を記入し、
〒136-0081夢の島1-1-2夢の島競技
場内屋外スポーツ施設事務所へ☎
3522-0846、℻3522-0855 ｅ▢ scho 
ol@di-ksp.jp
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障害者 9／11
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就職氷河期世代 9／4
（日）

▲トートバッグ（色：ネイビー）

施設名 電話 FAX
江東区文化センター

（東陽4-11-3） 3644-8111 3646-8369

森下文化センター
（森下3-12-17） 5600-8666 5600-8677

古石場文化センター
（古石場2-13-2） 5620-0224 5620-0258

豊洲文化センター
（豊洲2-2-18） 3536-5061 5560-0505

亀戸文化センター
（亀戸2-19-1） 5626-2121 5626-2120

東大島文化センター
（大島8-33-9） 3681-6331 3636-5825

砂町文化センター
（北砂5-1-7） 3640-1751 5606-5930

総合区民センター
（大島4-5-1） 3637-2261 3683-0507


