
男女共同参画・多文化共生推進審議会の傍聴
日 6月2日㈭午後6時30分～8時30分
場 男女共同参画センターらぷらす
備 詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。
申5月31日までに、 オンライン手続き　先着10人
問 人権・男女共同参画課
☎6304-3453 FAX 6304-3710

世田谷区男女共同参画先進事業者表
彰の対象事業者の募集
　仕事と家庭生活の両立支援や、女性の活躍推
進等に積極的に取り組む事業者を表彰します。
対 区内に事業所がある従業員数が概

おおむ

ね300人以下で、
次のいずれかに該当する事業者またはその他の団体
①従業員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組
んでいる②女性の活躍推進や管理職等への登用等に
積極的に取り組んでいる③多様な働き方を推進し、
誰もがともに働きやすい職場環境を整備している
※自薦・他薦は問いません。
備 11月（予定）に表彰式を行います。
申6月30日（必着）までに、応募用紙（人権・
男女共同参画課にあり。区のホームページから
もダウンロード可）を オンライン手続き、ファ
クシミリ、郵送または持参で人権・男女共同参
画 課(〒156-0043 松 原6-3-5 ☎6304-3453 
FAX 6304-3710)へ

選挙管理委員会事務局から
1郵便等による不在者投票（郵便等投票制度）
　身体に一定の障害等のある方が、自宅等で投
票できる制度です。この制度を利用するには、あ
らかじめご本人の意思による手続きが必要です。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
対 表Aに該当し、自分で字を書くことができる方

（自分で字を書くことができない方で、表Bにも該
当する方は、あらかじめ届け出た代理記載人に投
票に関する記載をさせて投票することができます）

問 選挙管理委員会事務局
☎5432-2757 FAX 5432-3045
2音声版「選挙のお知らせ」を送付します
　視覚障害があり希望される方へ今年行われる
参議院議員選挙の際に、音声版「選挙のお知ら
せ」（選挙公報の掲載文全文を音声化したもの）
を送付します。なお、既に以前の選挙で申込み
をしている方は申込不要です。
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申 電話で選挙管理委員会事務局（☎5432-
2751 FAX 5432-3045）へ

世田谷清掃工場運営協議会の傍聴
日 5月26日㈭午前10時～11時
場 世田谷清掃工場(大蔵1-1-1)
備 先着10人。
問 世田谷清掃工場 ☎3416-5355 FAX 3416-5387

世田谷清掃工場建替計画（素案）説明会
日 5月27日㈮午後7時～8時30分、5月28日㈯
午前10時～11時30分、午後2時～3時30分
場 世田谷清掃工場（大蔵1-1-1）
備 5月30日～6月10日まで、ホームページ（HP

下記URL）に説明会と同様の説明動画を掲載し
ます。詳しくは、ホームページをご覧下さい。
担当＝清掃・リサイクル部管理課
申5月13日（必着）までに、ハガキ、ファクシミリ

（記入例参照。希望日時（第3希望まで）も明記）
またはホームページで東京二十三区清掃一部事
務組合建設部計画推進課（〒102-0072 千代
田区飯田橋3-5-1 東京区政会館12階 ☎6238-
0912 FAX 6238-0930 HPhttps://www.union.
tokyo23-seisou.lg.jp/）へ　抽選各回30人

新B
ボ ッ プ

OP指導員（非常勤）
対 保育士、教員の資格を有する方、大学で心理学等を
専攻し卒業した方、児童育成事業の従事経験がある方等
勤務日数／月20日
月給／約16万8729円～18万5451円（期末手当あり）
任用期間／任用日～5年3月31日（再度任用あり）
募集期限／ 5月31日
備 オンライン手続き可。詳しくは、区のホー
ムページをご覧下さい。
問 児童課 ☎5432-2583 FAX 5432-3016

区立保育園職員（非常勤）

対 ①は育児または児童福祉施設での勤務・実習
の経験がある方④は栄養士免許がある方
任用期間／7月1日～5年3月31日（再度任用あり）
募集期限／ 5月13日
備 オンライン手続き可。詳しくは、区のホー
ムページをご覧下さい。
問 保育課 ☎5432-2586 FAX 5432-3018

嘱託保健師（非常勤）
対 保健師免許を有する方
勤務日数／月16日　月給／約22万9028円（期末手当あり）
任用期間／ 7月1日～5年3月31日（再度任用あり）
募集期限／ 5月20日

備 詳しくは、区のホームページをご覧下さい。
問 世田谷保健所健康企画課
☎5432-2433 FAX 5432-3022

世田谷区健康づくり推進委員会 区民委員
職務内容／ 6年度を初年度とする次期健康せたが
やプランの策定に向けた意見や提言を行う
対 年3回程度開催する委員会への出席が可能で、5月1
日現在区内に1年以上住民登録がある18歳以上の方（公
務員、区の附属機関その他各種委員、区政モニターを除く）
報酬／出席1回につき1万円　任期／ 7月1日から2年間
募集人数／若干名　選考方法／書類、作文等
備 詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。委員会は、書面やオンラ
インで開催する場合あり。
申5月26日（必着）までに、履歴書（写真貼付）
と作文「これからの区の健康づくりについて」（原
稿用紙1000字以内）を郵送で世田谷保健所健
康企画課（☎5432-2354 FAX 5432-3022）へ

「せたがや学生ボランティアフォーラム」（動画配信）
　

内容／せたがや学生ボランティアネットワークの参加
メンバー等による大学生が地域で活動している事例
等の発表、パネルディスカッション、基調講演等
備 せたがや動画「世田谷区オフィシャルチャンネル

（Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）」でご覧になれます。
問 市民活動推進課
☎6304-3174 FAX 6304-3597

帰国した子ども及び
外国人の子どものための教育相談

　

　帰国・外国人教育相談室では、区立の小・中学校に
通う、日本語があまり分からない帰国児童・生徒や外
国人のお子さんが充実した学校生活を過ごせるよう、
補助員の派遣による初期指導や、補習教室での指導
等を実施しています。お気軽にお問い合わせ下さい。
問 学務課 ☎5432-2683 FAX 5432-3029（6月
20日から FAX 5432-3028）

中高生を支援する若者育成プロジェクト
「TRPせたがや」　
内容／青少年交流センター等で中高生のモデルとなる
若者の人材育成研修（1回目＝座学、2回目＝宿泊）
対 高校3年生世代～25歳程度の方
日 6月25日㈯～7月末（全2回）
場 青少年交流センター、黒川青少年野外活動セ
ンター（川崎市麻生区黒川313-9）等
費 1000円程度（宿泊費・キャンプ実践等）
備 8月以降に自由参加の研修（宿泊研修は別途
参加費必要）あり。
申 6月8日までに、申込書（区のホームページにあり）を

オンライン手続きまたはファクシミリで子ども・若者支
援課（☎5432-2585 FAX 5432-3050）へ　選考20人

「けやき学級」参加者の募集
　障がいのある方を中心に、みんなで企画して、
ともに学び、遊び、友達をつくる学級です。
活動内容／おでかけ、学習会、交流会等
日 毎月第2・4日曜午後
場 宮坂区民センターほか
備 送迎は応相談。
申5月6日から、電話で生涯学習・地域学校連携
課（☎5432-2733 FAX 5432-3039）へ

おしらせ

募　集

子ども・若者

区の手続きや施設・イベント案内はせたがやコールへ ☎5432-3333  FAX 5432-3100 午前8時〜午後9時（年中無休）

災害情報マーク概要
対 対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・在学者）
日 日時・日程　場 会場　 当日直接会場へ　講 講師
費 費用（特に記載がない場合、無料）　備 ほかの情報
申 申込方法　問 問合せ先

はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で
区のホームページ（右記二次元コード）から申込可。
※一部対応できない機種があります。

情報
i n f o r m a t i o n

▶災害・防犯情報メール配信サービス
　https://setagaya-city.site.
　ktaiwork.jp/
▶公式ツイッター @setagaya_kiki
▶FM ラジオ 83.4 メガヘルツ
　（エフエム世田谷のホームページから
　 も聴取できます）

●軽自動車税（種別割）の納税通知書を5月11日㈬に発送します。納期限は5月31日㈫です。 問 課税課 ☎5432-2163 FAX 5432-3037

表A
障害等の区分 障害等の程度

身体障害者
手帳

両下肢・体幹・
移動機能 1級または2級

心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸

1級または3級

免疫・肝臓 1～3級

戦傷病者
手帳

両下肢・体幹 特別項症～
第2項症

心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓

特別項症～
第3項症

介護保険
被保険者証 要介護状態区分 要介護5

表B
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者
手帳

上肢または視覚
1級

戦傷病者
手帳

特別項症～
第2項症

職種 勤務日数 月給（期末手当あり）

① 保育 月13～20日 8万3258円～
16万6516円

② 調理 月11～20日 8万4284円～
15万3246円

③ 用務 月12～16日 10万6528円～
14万2038円

④ 栄養管理 月16日 18万9109円

障害のある方

休業します

5月9日　電気設備点検のため
教育会館

5月9日　電気設備点検のため

中央図書館、地域図書館全館、地域図書室全室、
図書館カウンター全館


