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お知らせ・情報コーナー
■申込…申し込み方法　■期限…申込期限
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先
※費用の記載がないものは無料

凡 

例

☎…電話番号　 …ファクス番号
…ホームページアドレス
…Eメールアドレス

敬老祝い品（米寿）
を贈呈します

■対象＝昭和2年4月2日～3年4月1日生まれの方■内容＝9月11日～30日に民生委員が訪問し、足立区商店
街振興組合連合会発行の共通商品券（500円券20枚）を贈呈　※申請不要■問先＝高齢調整係  ☎3880-5886

■内容＝子育て・しつけに関するアドバイスや子育て支援サービス紹介の情報を配信する「新米ママ
の子育てブログ」を開始■問先＝こども支援センターげんき こども総合相談担当  ☎3852-3535

「新米ママの子育て
ブログ」配信開始

▶ 「足立区あんしん子育
てナビ」から登録可

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

一般競争入札による
区有地の売却

■案内書配布期間＝8月25日～9
月25日　※案内書は資産管理課 
用地事業係で配布するほか区の
ホームページからもダウンロード
可■入札期間＝9月28日㈪～10
月2日㈮■内容等＝表1　※申し
込み方法など、くわしくは区の
ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。■問先＝用
地事業係  ☎3880-5842

都市計画の告示
■内容等＝▷東京都市計画一団地
の住宅施設東栗原一団地の住宅施
設の変更…一ツ家二丁目地内　▷

東京都市計画地区計画一ツ家二丁
目北地区地区計画の決定…一ツ家
二丁目地内　▷東京都市計画公園
の変更…新田一丁目地内　※区の
ホームページでも閲覧可■告示日
＝8月14日㈮■縦覧場所・問先＝
都市計画係　 ☎3880-5280

マイナンバー通知を受け取る
ために住民票などの届け出を

　10月からマイナンバー（個人番
号）の通知が始まります。通知書
は住民票の現住所に転送不可の簡
易書留で届きます。住民票の現住
所と現在お住まいの住所が異なる
と通知を受け取れない場合があり
ます。早めに住民票の異動手続き
をお願いします。なお、東日本大
震災の被災者などやむをえない理
由により住民票の現住所と現在お
住まいの住所が異なる方は居所の
申請が必要です。申請方法など、
くわしくはお問い合わせくださ
い。　※住所異動手続きは戸籍住

民課、区民事務所で届出可。マイ
ナンバー制度の今後のスケジュー
ルなど、くわしくはあだち広報9
月25日号でお知らせします。■
問先＝▷住所異動手続き…住民記
録係　 ☎3880-5724
▷マイナンバーの通知…個人番号
カード交付担当　 ☎3880-5698　
▷居所の申請…住民票の住所の市
区町村

区民企画講座
「自立をめざした女性たち」
■日時＝10月3日㈯、午後1時30
分～3時30分■場所＝エル・ソ
フィア■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝連続テレビ小説

「花子とアン」に登場する女性たち
の生き方を通して男女共同参画社
会を考える■定員＝50人（8月26
日から先着順）　※保育あり（要予
約、6カ月～就学前の子ども、先
着10人）■申込＝電話または区の
ホームページ内の専用フォームに

入力または住所（町名まで）、氏名
（フリガナ）、年齢、電話・ファク
ス番号、保育希望の有無（希望の
場合は子どもの名前〈フリガナ〉・
年齢）、「10月3日講座」をファク
ス■申・問先＝男女参画プラザ　
☎3880-5222 3880-0133

あだち皆
か い
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え ん
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講座
「身近な環境を守ろう」
■日時＝9月26日㈯、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤・在学の方■
内容＝足立区の自然や環境を守る
活動をしている団体と今できるこ
とは何かを考え、体験する■定員
＝30人（8月26日から先着順）■
申込＝電話または区のホームペー
ジ内の専用フォームに入力または
住所、氏名、年齢、電話番号、Eメー
ルアドレス、「身近な環境を守ろ
う」をファクス■期限＝9月25日㈮
■申・問先＝区民参画支援係　
☎3880-5020 3880-0133

表1　一般競争入札による区有地の売却内容等
物件番号 1 2 3
所在地番 花畑4丁目15番9 西新井4丁目38番4 梅田6丁目981番2

土地面積（実測）507.80㎡ 97.43㎡ 82.33㎡
最低売却価格 7,480 万円 2,130 万円 2,350 万円

開札日時 10/5㈪、午後2時 10/6㈫、午前10時 10/6㈫、午後2時
職員数（人） （27年4月1日現在）

職 部長級 課長級 係長級 主任 一般 技能系 常勤計 再任用
（※ 1） 合計

男 32 93 484 492 473 186 1,760 202 1,962
女 3 18 246 913 404 7 1,591 124 1,715
計 35 111 730 1,405 877 193 3,351 326 3,677

※1… 常勤職員が定年退職後、原則として5年間を限度に勤務実績などに基
づく選考により採用する職。27年度は79人を採用。再任用になると、
勤務時間、給与などは新たな制度となり、再任用終了後の退職金の支
給はなし

処分数（人） （26年度）
懲戒処分（※ 2） 分限処分（※ 3）

免職 停職 減給 戒告 計 免職 降任 休職 降給 計
1 2 6 7 16 0 0 37 0 37

※2… 職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合に行われる処分
※3… 職員が一定の事由によって職務を十分に果たすことができない場合に

行われる処分

　条例に基づき、職員数と処分の状況をお知らせします。くわし
くは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
■問先＝人事係　 ☎3880-5831

人事行政の運営などの状況を公表します

審議会等の公開（9月分）
　傍聴方法など、くわしくはお問い合わせください。

審議会等 日程 時間 場所 問先
平成27年度第2回足立
区成年後見制度審査会

1㈫

午後2時～
4時

こども支援
センターげんき

援護課 高齢援護係
 ☎3880-5269

第8回足立区ユニバー
サルデザイン推進会議

区役所

都市計画課 景観計画係
 ☎3880-5738

足立区区民評価委員会
（第4回全体会）

午後2時～
5時

政策経営課 経営管理担当
 ☎3880-5811

足立区総合教育会議 2㈬ 午後3時～
5時

政策経営課 経営戦略担当
 ☎3880-5811

第1回足立区経済活性
化会議 7㈪ 産業政策課 経済活性化係

 ☎3880-5464
第14期足立区社会教育
委員会議第7回定例会 8㈫ 午前9時30分

～11時
青少年課 管理調整係
 ☎3880-5264

足立区生活保護適正実施
協議会就労支援部会 9㈬ 午後3時～

4時30分
東京芸術
センター

生活保護指導課 適正化推進係
 ☎3880-6276

第22回足立区景観審
議会 10㈭ 午前10時～

正午

区役所

都市計画課 景観計画係
 ☎3880-5738

足立区基本構想審議会
第1回くらし専門部会 14㈪ 午前9時30分

～11時30分 基本構想担当課 基本構想担当
 ☎3880-5748足立区基本構想審議会

第1回子ども専門部会 15㈫ 午後2時～
4時

足立区建築審査会 16㈬ 午後2時30分
～4時30分

建築調整課 用途照会係
 ☎3880-5943

足立区基本構想審議会
第1回まちづくり専門部会 17㈭ 午前10時～

正午
基本構想担当課 基本構想担当
 ☎3880-5748

足立区基本構想審議会
第1回経営改革専門部会 24㈭ 午後2時～

4時
足立区基本構想審議会
第2回まちづくり専門部会

25㈮

午前10時
～正午

平成27年度第4回足立区
男女共同参画推進委員会

午後1時30分
～3時30分

エル・
ソフィア

区民参画推進課 男女共同
参画推進係 ☎3880-5222

足立区基本構想審議会
第2回くらし専門部会 28㈪ 午前10時

～正午 区役所 基本構想担当課 基本構想担当
 ☎3880-5748足立区基本構想審議会

第2回子ども専門部会 29㈫

平成27年度第1回足立区
地域包括ケアシステム
推進会議

30㈬ 午後2時30分
～4時30分

ギャラク
シティ

高齢サービス課 地域包括ケア
整備担当 ☎3880-5885

■対象＝有効期限が9月30日の
シルバーパスを持っている方■
費用＝▷27年度の住民税が非
課税または27年度経過措置の
対象の方…1,000円　▷27年度
の住民税が課税の方…2万510
円■申込＝8月下旬に東京バス
協会から送付される、シルバー
パス更新申込書などを窓口に持
参■持ち物＝更新申込書／使用
中のシルバーパス／本人確認が
できる書類　※次に当てはまる
方は追加で書類が必要　▷27
年度の住民税が非課税の方…介

護保険料決定通知書第1～5段
階など　▷27年度経過措置対
象者のうち、26年の合計所得金
額が125万円以下の方…介護保
険料決定通知書第6・7段階（第
７段階の方は、課税証明書〈有
料〉が必要）など26年の合計所
得金額が確認できる書類　※く
わしくは申込書をご覧になるか、
お問い合わせください。■期限
＝9月30日㈬■問先＝東京バス
協会シルバーパス専用電話（土・
日曜日、祝日を除く、午前9時
～午後5時）  ☎5308-6950

官  公 庁
東京都シルバーパスの更新手続き



2015年（平成27年）8月25日（第1716号）　あだち広報

足立区ホームページアドレス
http://www.city.adachi.tokyo.jp/

左記マークがある
申し込みは、
P3左上を参照

■対象＝昭和2年4月2日～3年4月1日生まれの方■内容＝9月11日～30日に民生委員が訪問し、足立区商店
街振興組合連合会発行の共通商品券（500円券20枚）を贈呈　※申請不要■問先＝高齢調整係  ☎3880-5886

■内容＝区内に住民登録がある20歳以上の方から無作為に選んだ3,000人に、区が委託した調査会社か
ら9月中に調査票を送付■問先＝お問い合わせコールあだち（毎日、午前8時～午後8時）  ☎3880-0039

区政に関する
世論調査にご協力を

=催し物=
☆足立ハゼ釣り大会　9月20
日㈰、午前6時、北千住駅西口
集合／木更津方面／40人（先
着順）／ベテラン・初心者歓迎
／4,000円（バス保険代。中学
生以下2,000円）／電話／清水
市郎 ☎3897-6687

区民まつり
「こどもフリーマーケット」
出店者募集

■日時＝10月10日㈯、午前11時
～午後3時／10月11日㈰、午前
10時～午後3時■場所＝荒川河川
敷・虹の広場■対象＝区内在住の
小・中学生5人以下の団体　※小
学生のみの団体は保護者1～2人
の同伴が必要。保護者も人数に含
む■内容＝遊具、衣類、文房具な
ど、出店者が使用していたものを
1点 に つ き 上 限1,000円 で 販 売　
※1区画2m×3m程度■定員＝各
20組（抽選）■費用＝500円■申
込＝代表者住所、氏名（フリガナ）、
学年、電話番号、保護者氏名（小
学生のみの場合）、参加人数、主
な出品物、出店希望日、「区民ま
つりこどもフリマ」をハガキで送
付　※1団体につき1通まで。重
複申し込み不可。出店決定後、
10月3日㈯の説明会に参加が必要
■期限＝9月16日㈬必着■申・問
先＝あだち再生館（月曜日、祝日
休 館）　 〒120-0011中 央 本 町
2-9-1　 ☎3880-9800

日光林間学園「秋の会津と
歴史の地・日光をめぐる旅」

（2泊3日）
■日時＝10月9日㈮、午前9時～
11日㈰、午後5時■内容等＝鶴ヶ
城／さざえ堂／大内宿／塔のへつ
り／道の駅湯西川／花いちもんめ
／いろは坂／華厳の滝／日光東照
宮／足尾銅山など　※1日目は猪

苗代四季の里に宿泊。行程など、
くわしくはお問い合わせください。
■定員＝40人（9月1日から先着
順）　※参加者が17人以下の場合
は中止■費用＝大人3万6,900円
など（宿泊費、食事7回分など）■
申込＝電話で空室を確認のうえ、
10月10日の宿泊を予約し、同時
にツアー参加の旨を連絡■期限＝
9月25日㈮■申・問先＝日光林間
学園（予約専用。土・日曜日、祝
日を除く、午前9時～午後5時） 
 ☎0288-53-3681

特別親子講座「カルビー
親子おやつ教室」

■日時＝9月27日㈰、午後1時30
分～3時■対象＝区内在住で小学
生以上の方と保護者　※アレル
ギーのある方は不可■内容＝カル
ビー㈱が取り組むリサイクル活動

（ジャガイモの皮、こげたポテト
チップスなど）とパッケージの見
方の話／野菜当てゲーム　※シリ
アルの試食あり■定員＝20組（抽
選）■費用＝1人100円■申込＝
電話・窓口または住所、全員の氏
名（フリガナ）、子どもの年齢、電
話番号、「カルビー親子おやつ教室」
をファクス・ハガキで送付■期限
＝9月20日㈰必着■場・申・問先
＝あだち再生館（月曜日、祝日休
館）　〒120-0011中央本町2-9-1　
☎3880-9800 3880-9801

あしだち大学「日光街道を
尋ねて」（6日制）

■日時＝10月22日～11月26日の
毎週木曜日、午後1時～4時■対象
＝区内在住で60歳以上の方■内容
＝座学や炎天寺の見学などを通じ
て、日光街道の歴史を学ぶ■定員

＝40人（抽選）■申込＝住所、氏名、
年齢、電話番号、「日光街道を尋ね
て」を往復ハガキで送付　※返信面
にも宛名を記入。10月22日・29日
は申し込み不要。当日直接会場へ
■期限＝9月26日㈯必着■場・申・
問先＝鹿浜いきいき館　〒123-
0864鹿浜2-24-2  ☎3853-5071

郷土博物館の映画会（9月分）
■日時＝12日㈯、午前11時～正
午　※無料公開日■内容＝「チワ
ン族の中秋節　中国広西チワン族
自治区」／「韓国の祖先祭

さ い し

祀」の上
映■申込＝不要　※当日直接会場
へ■場・問先＝郷土博物館　 
 ☎3620-9393

桜花亭観月茶会
■日時＝9月28日㈪、午後5時30
分～8時30分　※時間内に茶会6
回（30分ごと）と演奏会3回（1時間
ごと）を開催■内容＝今年最も月
が地球に近づく日の満月（スー
パームーン）を眺めながら、庭園
で桜花亭茶道教室による茶会と、
箏
こ と

とフルートの演奏を楽しむ■定
員＝▷茶会…各10人　▷演奏会…
各40人　※いずれも8月26日から
先着順■費用＝各500円■申込＝
電話・窓口または住所、代表者氏名、
電話番号、人数、茶会または演奏
会の希望をファクス■場・申・問
先＝花畑記念庭園・桜花亭　
☎3885-9795 3860-0608

千住街歩き「和菓子づくりと
柳原千草園」

■日時＝9月26日㈯、午前9時～
午後1時■内容＝和菓子の手づく
り体験／柳原千草園と周辺の散策
■ 定 員 ＝40人（抽 選）■ 費 用 ＝

300円（材料費）■申込＝電話また
は住所、氏名、電話番号、「千住
街歩き」をファクス■申込期間＝
8月25日 ～31日 ■ 申・ 問 先 ＝
NPO法人千住文化普及会　
 ☎・ 3888-2343
■問先＝区・観光交流協会（観光
交流課内）　 ☎3880-5853

親子体験キャンプ
■日時＝9月13日㈰、午前10時
～午後4時■場所＝都立舎人公
園・キャンプ場■対象＝区内在住
の小・中学生と保護者■内容＝テ
ント設営／野外炊事／レクリエー
ションゲーム■定員＝50人（8月
26日から先着順）■費用＝500円

（材料費）■申込＝電話■申・問先
＝青少年事業係　 ☎3880-5275

アトリウムコンサート
■日時＝9月11日㈮、午後0時10
分～0時45分■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝足立区音楽祭
実行委員会による桜花カンタービ
レ（ソプラノ・フルート・ピアノ・
ベース）の演奏。「カルメンよりハ
バネラ」「リベルタンゴ」「カッチー
ニのアヴェ・マリア」など■申込
＝不要　※当日直接会場へ■問先
＝文化団体支援係  ☎3880-5986

足立区文化祭
■申・問先＝文化団体支援係　☎3880-5986

■日時等＝表2■内容＝様々な分野の文化・芸術作品の発表・展示
文化祭合同セレモニー

■日時＝9月21日㈷、午後1時30分～4時■場所＝区役所庁舎ホール
■内容＝文化団体連合会の舞台部門による合同発表

舞
台
・
大
会
部
門

内容 場所 日程 開演時間
囲碁 中央本町地域学習センター 9/6㈰ 午前9時20分
民謡★

西新井文化ホール

9/12㈯・13㈰ 午前9時
相撲甚句 9/13㈰ 午後1時
バレエ 10/25㈰ 午後1時
和太鼓 11/1㈰ 午前10時30分
大正琴 11/7㈯ 午後1時
民舞 11/8㈰ 午前10時30分
川柳★ エル・ソフィア 9/26㈯ 午前11時
謡曲 11/3㈷ 午前10時

茶道★ 西新井大師書院
（西新井1-15-1） 11/3㈷ 午前10時

吟剣 区役所庁舎ホール 11/3㈷ 午前9時30分歌謡 11/23㈷

俳句★ 勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内） 11/3㈷ 午前10時

舞踊芸能 竹の塚地域学習センター 11/3㈷ 午前10時30分
三曲 11/23㈷ 午後1時
日本舞踊 シアター1010・11階劇場 11/15㈰ 午前11時30分

表2　足立区文化祭日時等

展
示
部
門

内容 場所 期間

俳画
区役所1階
区民ロビー

9/14㈪～17㈭

手芸★／拓本／盆景／
魚拓／フラワーデザイン／
さつき／川柳

10/13㈫～16㈮
※16日は午後4時終了

書道★
シアター1010・
11階ギャラリー

10/1㈭～4㈰

華道★ 10/17㈯・18㈰

写真★ 10/19～25
※展示部門の時間はいずれも午前10時～午後6時（各最終日は午後5時終了）

「★」があるものは一般参加可（要事前申し込み。実費負担あり）。申し込み方法など、くわしくはお問い合わせください。


