と感じることがありましたら、

ご存じですか
〜高齢者のみまもりに関する
支援をご案内します〜
市では、高齢者のみまもり
に関する事業を多数実施して 担当の地域包括支援センター

趣味・健康・交流活動などを通して顔の見える関
係をつくります。月１〜２回

あんしん居住制度

都内（島しょは除く）にお住まい、ある
いはこれからお住まいになる高齢者など

「生活リズムセンター」「緊急通報装置」「携帯用 東京都防災・
ペンダント」により、２４時間安否確認と緊急対 建築まちづくりセンター
応を行います。有料
☎０３・５９８９・１７８４

「守ろうよ

主に日中に孤立しがちなひとり暮らし高
齢者、障害者、乳幼児を抱える親など

日（日）

月

わたしの好きな

日（月）〜

１１

日（水）

の 日間、全国一斉に地域安

街だから」

【会場】
新宿、飯田橋など

線から「これはＪアラートの

れます。詳細は国民保護ポー

に実施されます。防災行政無 タルサイト（内閣官房）をご

Ｐ！ＡＴＭでの携帯電話」＝

医療費などの還付金の手続き

はＡＴＭではできません▼

「少しでも 離れる時には

施錠を」＝自転車盗被害の

％は無施錠でした。必ず施錠

詳しくは田無警察署生活安

しましょう。

コース」が株式会社東京リー

ガルマインド☎０３・５９１

０・７７６９へ。

詳しくは防災防犯課☎４７

覧ください。

１へ

課☎０３・５３２０・４１２

詳しくは都福祉保健局計画

ス」
「放課後児童コース」です。 またはホームページから入手 ドホームページ（ https://pu
【日程】 月から順次開始
可能）を郵送（簡易書留）で、
blic.lec-jp.com/kosodate）をご覧ください。
tokyo/
当日直接会場へ。

※地域保育コースについて 福祉保健財団☎０３・３３４
は、原則オンライン研修とな ４・８５３３、
「地域子育て

験が 月６日（水）午前 時

システム）の全国一斉伝達試 試験です」との試験放送が流

Ｊアラート（全国瞬時警報

月６日Ｊアラート全国一斉伝達
試験（第２回）が実施されます

支援コース」
・
「放課後児童

「地域保育コース」が東京都
なお、この他にも定例相談
所（奇数月の第２水曜日、午

また、総務省行政相談セン

の皆さんにこの制度を利用し 利用ください。
９０１１０（ＩＰ電話などの
ていただくために設けている 【日時】 月 日（水）午後 場合は☎０３・３３６３・１
ものです。市では、行政相談 １時半〜４時
１００）
、ファクス（０３・
【会場】
市役所１階屋内ひろ ５３３１・１７６１）でも相

談を受け付けています。

３・６２２５へ提出してくだ

員」の養成研修です。
申し込みは 月１日（金） （ https://www.fukushizaid
）
、
今回の募集は、
「地域保育 〜 月 日（金）に（必着）
、 an.jp/111kosodateshien/
コース」「地域子育て支援コー 所定の申込書（区市町村窓口 株式会社東京リーガルマイン

保育や子育て支援分野に従 【対象】
都内在住または在勤 さい。
事する上で、必要な知識や技 で、今後子育て支援員として
詳細は募集要項または東京
能などを有する「子育て支援 就業する意欲のある方
都福祉保健財団ホームページ

東京都子育て支援員研修（第３期）
の受講生を募集します

令和３年度

近で発生している犯罪

ドバイスを参考に、身

次のワンポイントア

防止」です。

項目は、
「自転車盗の

で、田無警察署の重点

「特殊詐欺の被害防止」

性の犯罪被害防止」と

点項目は、
「子供と女

今年の運動の統一重

実施するものです。

くり」の実現に向けて

安心して暮らせる街づ

一体となって「安全で

全運動が行われます。この運 く 広い道」＝通学路を外れ 全課防犯係☎４６７・０１１
動は、地域住民と警察、防犯 た１人での下校や、夜間裏路 ０（内線２６１２）へ。
協会、母の会、自治体などが 地の利用は避ける▼「ＳＴＯ

▼「遠くても 帰宅は明る

月 日（月）〜 日（水） 被害を防ぎましょう。

１１

前 時から生活文化課〈市役 ります。
国の仕事などについて、「説 所２階〉
）で受け付けています。

月 日（月）〜

全国地域安全運動

ミニデイホーム・
子育てサロン活動

明に納得できない」
「処理が

２０

６０

▲全国地域安全運動の啓発ポスター

おり、さまざまな視点から高 へご相談ください。

線２５０１〜２５０３）へ。

見守りなどが必要な方に対して、シニアクラブ連
合会の会員が、電話や声掛けで安否確認を行い、
家庭訪問をして話し相手になることで孤立感を解
消します

月 日（月）〜 日（日）

１０

齢者のみまもりに取り組んで
各事業には下表の通り、対
詳しくは介護福祉課地域ケ
います。日常生活の中で、
「い 象となる方の要件などがあり ア係☎４７０・７７７７（内

シニアクラブ連合会に加入している老人
クラブの活動区域で、ひとり暮らしをし
ている高齢者の方や高齢者世帯など

申し込みは 月７日（木） は「行政相談週間」です。

１５

つもと違う」
「何かおかしい」 ます。

友愛活動
（東久留米市シニ
アクラブ連合会）

ご存じですか「行政相談週間」

安否確認のため、乳酸菌飲料を週に４回配達しま
す。緊急連絡先として２人の登録が必要。無料

この週間は、行政相談（委 間違っている」などの苦情や ターきくみみ東京の「行政苦
、往復は
都市整備局ホームページ（ httまでに（消印有効）
ps://www.toshiseibi.metro.がき（１人１通のみ有効）に 員）制度を周知し、広く市民 要望を受け付けますので、ご 情１１０番」☎０５７０・０
tokyo.lg.jp/keikaku/shingik住所・氏名・電話番号・傍聴
）または同局都 希望の旨を記入の上、〒１６
ai/yotei.htm

【その他】
付議予定案件は都

第２３４回東京都都市計画審議会
の傍聴者を募集します
【日時】 月 日（火）午後

１時半から

乳酸飲料配布事業

６５歳以上のひとり暮らしで、みまもり
ネットワーク事業や配食サービスを利用
していない方（介護保険などの公的サー
ビス未利用の方）

ば

１０

市社会福祉協議会
☎４７１・０２９４

６５歳以上のひとり暮らしまたは病弱な 直接消防署へ連絡できる機器を貸与します。協力
高齢者のみの世帯で、心臓疾患などで常 員が２人必要（おおむね５００ｍ以内に居住してい
時注意を要する方
る方）。所得により負担額が異なります

委員が次の通り特設行政相談

所を開設します。

▲国民保護ポー
タルサイト

【会場】
都庁会議室
【定員】 人（事前抽選）
【 ご 注 意】個 人 の プ ラ イ バ

詳しくは同課へ。

市計画課☎０３・５３８８・ ３―８００１、都都市整備局
３２２５へ問い合わせてくだ 都市計画課宛て郵送を。

さい

２０

１１

シーに関わる案件などがある

場合は、会議が一部非公開に

なることがあります

１０

１２

おおむね６５歳以上のひとり暮らしまた みまもり協力員が高齢者に声掛けや遠いみまもり
みまもりネット
は高齢者のみ世帯で、介護保険など定期 （郵便物の確認など）を行います。地域包括支援
ワーク事業
的な公的サービス未利用の方
センターで相談の上、個別に計画します

１０ １０

１０

１０

さまざまなみまもりによる地域のネットワーク

福祉総務課高齢者福祉係
☎４７０・７７７７
（内線２５０８）
救急通報システム
事業

２４

２０

NPO法人
町会・自治会

介護福祉課地域ケア係
☎︎４７０・７７７７
（内線２５０２）

あんしん生活調査

１０

老人クラブ

西部地域包括支援センター
☎４７２・０６６１
毎年、地域包括支援センター職員が担当地域を決
７５歳以上のひとり暮らしまたは高齢者 めて直接訪問し、高齢者の生活を支える基礎情報
のみ世帯の方
をお伺いします。調査内容は、市および地域包括
支援センターにて保管します

１８

民間事業者
みまもり協力員

中部地域包括支援センター
☎４７０・８１８６ または
本部
☎４５１・５１２１
配食サービス事業

おおむね６５歳以上のひとり暮らしまた
バランスのとれた食事で健康保持を図り、定期的
は高齢者のみの世帯で、日常生活（食の
な触れ合いで安否確認をします。最大週４食まで
確保）に支障があり、定期的な安否確認
可能。申請に基づき決定します。１食５００円
を要する方

１０

〇みまもり
協力機関
協定

地域包括支援センター

担当
内容
対象者
事業名

１８

みまもりネットワーク事業のしくみ

東部地域包括支援センター
☎４７３・９９９６ または
本部
☎４２８・７７８８

２４

１０

高齢者のみまもりに関する事業一覧
１０

医療機関
マンション
管理組合

１０

社会福祉協議会
気づき・相談
団地自治会

介護サービス
事業所

住民
自主グループ

商店街

みまもり協力員・機関等
ボランティア

行政等

ライフライン
事業者
民生・児童委員

消防
警察
２６

3

1
10.

市役所
〇みまもりネットワーク
事業
〇配食サービス など

１０

１５

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

