
転入・転出・転居などの手続きはお近くの区民事務所へ
■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　ﾌ3880-0041
● 転入・転出・転居の手続き　 ● 住民税・国民健康保険料の納付
● 住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍や住民税の証明書の取得 など
（介護や子育てに関する手続きなど取り扱いできない業務あり）

　上記は、区民事務所（表1）でも行えます。3月・4月は住所変更の
手続きで多くの方が来所し、特に戸籍住民課と千住区民事務所は例
年非常に混雑します。手続きに時間がかかる場合があるので、区の
ホームページに掲載している混雑予想をご覧のうえ、余裕を持って
お越しください。　※通知カードまたはマイナンバーカード、住民
基本台帳カードをお持ちの方は、ご持参ください。
◆窓口で本人確認を実施
■本人確認書類＝▷1点で可…
マイナンバーカード／顔写真付
きの住民基本台帳カード／運転
免許証／パスポートなど（官公
署発行で顔写真付き・改ざん防
止加工があり、有効期限内のも
の）　▷2点必要…顔写真なしの
住民基本台帳カード／健康保険
証／年金手帳／クレジットカー
ド／診察券など
◆外国籍の方の住所変更
■必要書類＝世帯全員分の在留
カード、特別永住者証明書、旧外
国人登録証明書のいずれか／通
知カードまたはマイナンバー
カード　※外国籍の方のみの世
帯で、続柄に変更があるときは、
続柄を証明する書面（原本）と訳
文（訳文者署名入り）、国外から
の転入は、旅券（パスポート）も
必要。おおむね1年以上出国す
る場合は、再入国許可を得てい
ても、原則として国外転出の届
出が必要
◆千住区民事務所の夜間開庁
　平日の午後7時まで（毎月最

終業務日〈3月は29日〉は午後5時
まで）　※一部取り扱いできない
業務あり
◆戸籍住民課窓口の休日開庁
　毎月第4日曜日（3月は24日）、
午前9時～午後4時　※一部取り
扱いできない業務あり
表1　区民事務所等一覧

場所等 電話番号
区役所
午前8時30分
～午後5時

戸籍住民課
窓口サービ
ス係★

3880-5867

区民事務所
午前8時30分
～午後5時
（千住を除く）

伊興 3899-1048
梅田 3880-5381
興本 3889-0457
江南 3912-9351
江北 3890-4201
佐野 3628-3271
鹿浜 3853-2301
新田 3919-7126
千住 3882-1133
竹の塚 3883-1400
舎人 3899-4014
中川 3605-8471
西新井 3890-4331
花畑 3884-4451
東綾瀬 3620-1951
保塚 3858-9870

★…�住民税・国民健康保険料の納付、
住民税の証明書の取得など、一部
業務を除く

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

暮らし・まちづくり

都市計画の告示
■内容＝興野周辺地区地区計画の
決定／伊興町前沼地区地区計画の
変更■告示日＝3月1日■縦覧場
所・問先＝都市計画課 都市計画係　
※区のホームページでも閲覧可
 ☎3880-5280

ハチのお宅訪問
■日時＝3月21日㈷、午後2時～3
時　※午前9時からあやせ川清流館
で参加証を配布■内容＝竹筒に巣
を作るドロバチなどの巣を観察す
る■定員＝20人（先着順）　※就学
前の子どもは保護者の参加が必要
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■場・問先＝桑袋ビオトープ公園 
 ☎3884-1021

―いずれも―
■申・問先＝足立保健所生活衛生課 庶務係 ☎3880-5375

■受け付け開始日＝毎月1日（1日が閉庁日の場合は翌開庁日）■対
象＝区内在住で、区内の飼い猫または飼い主のいない猫に不妊去勢
手術を受けさせる方　※手術前に申請し、60日以内に区と協定を
締結した動物病院で手術（60日より前に年度を越える場合は3月31
日〈閉庁日の場合は直前の開庁日〉まで）。1人あたり1カ月3匹まで。
月ごとの予定数に達し次第、受け付け終了。飼い主のいない猫の場
合は、手術時に目印（片耳の先端をV字に切除）をつけることが必要
■助成金額＝▷不妊手術…4,000円　▷去勢手術…2,000円■持ち
物＝印鑑、身分証明書（健康保険証・運転免許証など）■申込＝窓口

猫の不妊去勢手術費助成制度

狂犬病予防集合注射
■日時等＝表2■対象＝生後91日以上の犬を飼っている方　※毎年
1回（4月～6月）の狂犬病予防注射の法定義務あり■費用＝3,650円

（注射料3,100円、注射済票料550円）　※飼い犬の登録が済んでい
ない場合は別途登録料3,000円が必要■申込＝不要　※当日直接会
場へ
表2　狂犬病予防集合注射日時等

日程 時間 場所

4/15㈪ 午前10時～11時 南宮城公園
午後2時～3時 興本地域学習センター／千住スポーツ公園

4/16㈫ 午前10時～11時 押部公園（鹿浜センター東隣）／千住旭公園
午後2時～3時 佐野公園／西沼公園

4/17㈬ 午前10時～11時 新田区民事務所／中川区民事務所
午後2時～3時 梅島公園／江北区民事務所

4/18㈭ 午前10時～11時 千住公園
午後2時～3時 しょうぶ沼公園／総合スポーツセンター

4/19㈮ 午前10時～11時 島根公園
午後2時～3時 舎人七号公園

4/20㈯ 午前10時～11時30分
／午後1時30分～3時

都立舎人公園（舎人公園野球場西側）
4/21㈰ 区役所区民広場（南館東側）
※車での来場不可（都立舎人公園を除く）

どうする？

あだちのノラ猫たち「パネル展示」
　近年、飼い主のいない猫（ノラ猫）の繁殖による｢住
環境の悪化｣や｢殺処分｣が問題となっています。年々
減少傾向にあるものの、29年度は全国で約3万5,000
匹の猫が殺処分されました。
　不幸な猫を減らすため、あなたにできること
を見つけてみませんか？
◆活動団体パネル展示
■期間＝3月15日～21日■場所＝区役所1階区民ロ
ビー■内容＝飼い主のいない猫を減らす活動に関す
るパネル展示■申込＝不要　※当日直接会場へ■問先＝足立保健
所生活衛生課 庶務係 ☎3880-5375

あだちの遊び場

まーしー園長のガイドツアー 
「アズマヒキガエル」
■日時＝3月24日㈰、午前11時
～11時30分　※午前9時30分か
ら受け付け■内容＝アズマヒキガ
エルの生態や特徴を解説　※入園

料が必要。毎月第4日曜日に園長
のお気に入りの生きものを紹介■
定員＝15人（先着順）　※就学前
の子どもは保護者同伴■申込＝不
要　※当日直接会場へ■場・問先
＝生物園 ☎3884-5577

田んぼでお米を 
つくってみよう（7日制）

■日時＝4月～11月の第4日曜日、

午前10時～正午　※8月を除く■
対象＝小学生　※小学3年生以下
の方は保護者同伴■内容＝種まき
から田植え、収穫、しめ縄作りな
ど実践を通してイネについて学ぶ
■ 定 員 ＝15人（抽 選）■ 費 用 ＝
5,000円（材料費など）■申込＝全
員の住所・氏名（フリガナ）・年齢（学
年）・電話番号、「田んぼでお米を
つくってみよう」を往復ハガキで送
付　※返信面にも宛名を記入。1
通で2人まで。1人1回のみ申し込
み可■期限＝4月3日㈬必着■場・
申・問先＝都市農業公園　〒123-
0864鹿浜2-44-1 ☎3853-4114

あらかわでデイ・キャンプ
■日時＝4月21日㈰、午前10時～
午後3時30分■場所＝荒川河川
敷、宮城ゆうゆう公園■対象＝3
歳～小学2年生と保護者　※4月1
日現在■内容＝生きもの探しや野
外クッキングを楽しむ■定員＝

20人（抽 選）■ 費 用 ＝1人500円
（材料費など）■申込＝全員の住
所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号、「あらかわでデイ・キャ
ンプ」を往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入。1通で5人ま
で。1人1回のみ申し込み可■期限
＝4月3日㈬必着■申・問先＝荒川
ビジターセンター　〒120-0034
千住5-13-5「学びピア21」4階
 ☎5813-3753
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催し物
※ 先着順で、特に記載が

ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

ロボット グランプリ
■日時＝3月23日㈯、午後1時～4
時30分／24日㈰、午前9時30分
～午後5時■内容＝大道芸ロボッ
ト競技会など、ロボットを使った
様々な競技を観戦する　※競技の
開催時間など、くわしくはホーム
ページをご覧ください。■申込＝
不要　※当日直接会場へ■場・問
先＝ギャラクシティ
 ☎5242-8161
ﾎhttp://galaxcity.jp/

催し物は、
10 面に続きます

 特定地域では
さらに 基準を緩和！
助成制度もあり！

■対象＝特定地域内（図1）で現況幅
員1.2～1.8ｍの通路に面する無接
道家屋■内容＝建替え検討のため
の現状通路測量費の2分の1以下（上
限15万円）を助成　※条件・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。

 無接道で諦
あきら

めていませんか？ 我が家の建替え
 ■問先＝市街地建築係　☎3880-5944
建替えできない家屋が約8,000棟
　区には建替えできない「無接道家屋★」が約8,000棟存在します。無接道家屋は、老朽化の進行で災害時
に倒壊・火災が発生する危険性を高める一因になっています。
★…建築基準法に定める道路に敷地が2ｍ以上接していない家屋

足立区独自に
建替え基準を緩和

無接道家屋でも、条件を満た
し幅員1.8ｍ以上の通路に面
していれば建替え可能に！
※ 構造・階数・避難経路確保など、

許可の条件あり。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。

2m

1.8m

耐火性能の高い建築物

既存の通路中心

2階建て以下の
専用住宅

内部壁・天井
などは不燃材料

建替え時に既存の
通路中心から2ｍ後退

既存通路幅

図1

〈建替えの一例〉

特定地域
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広げよう！
人権の輪

災害と人権問題の
密接な関係

　8年前の3月11日に発生した「東日本大震災」。地震や津波による被
害に加え、被災者の中には、避難生活で多くの困難に直面した方が
いました。
◆困難事例
・原子力発電所事故による避難者
　 風評に基づく中傷やいじめ、ホテルへの宿泊拒否などの心ない嫌

がらせ
・障がいのある方
　 和式トイレが使えない（身体）／避難所に人が密集していて、移動

が難しい（視覚）／救援物資の配布の告知に気づかない（聴覚）
・外国籍の方
　日本語に不慣れなため、避難情報の内容が理解できない
　災害が発生したときにこそ、被災者の声に真摯に耳を傾け、人
権に配慮しながら支援していくことが大切です。

■問先＝人権推進係　☎3880-5497　ﾌ3880-5609

佐賀県江北町のPR展
■日時＝3月25日㈪、午前10時
～午後3時■場所＝区役所1階区
民ロビー■内容＝江北小学校と同
名校がある佐賀県江北町のパネル
展示／特産品の紹介　※一部販売

様々な方法で

区の情報を
発信しています！

 ■問先＝報道広報課 広報係　☎3880-5514

◆気軽に電話で聞きたい方は「お問い合わせコールあだち」
（毎日、午前8時～午後8時） ☎3880-0039　ﾌ3880-0041

 ﾎhttp://www.adachi-faq.jp/call/
　各種手続き方法など、行政サービスに関する疑問・質問に答えます。　
※区のホームページの専用フォーム・ファクスでも受け付け可

◆タイムリーにメールで受け取りたい方は「A-メール」
　あらかじめ登録された携帯電話やパソコンのEメールアドレス宛
てに、災害情報や防犯・防火情報など希望の情報を送ります。

◆窓口一覧や電話番号を手元に置きたい方は
「足立区行政サービス案内」（冊子）

　希望する区民には区民事務所（中央本町を除
く）、戸籍住民課 窓口サービス係、報道広報課で
配布しています。　※区のホームページからダウ
ンロード可。障がいがあるなど、来所が困難な方
には郵送

◆写真や動画を見たい方は「SNS」
　足立区公式ツイッター・フェイス
ブックでは、最新イベント情報や
ちょっとおもしろい裏話などを発信
しています。

いずれも、
申先・登録
方法など、
くわしくは
コチラ▶

あそびのフリマ
i
イン
n アリオ西新井

■日時＝3月16日㈯、午後1時～
4時■場所＝アリオ西新井（西新
井栄町1-20-1）■対象＝小学生以
下の方と保護者■内容＝工作やあ
そびの体験コーナーなど■申込＝
不要　※当日直接会場へ■問先＝
家庭教育係 ☎3880-5273

あり。なくなり次第終了■申込＝
不要　※当日直接会場へ■問先＝
政策経営担当 ☎3880-5811

陶芸体験教室
■日時＝4月13日㈯、午前10時～
11時30分／午後1時～2時30分■
場所＝都市農業公園■対象＝区内
在住・在勤・在学の方■内容＝自
由作品を1人1点作る　※作品の
引き渡しは6月上旬以降■定員＝
各16人（抽選）■費用＝500円（材
料費）■申込＝全員の住所・氏名

（フリガナ）・年齢・電話番号、希

望時間、「4月13日陶芸体験教室」
を往復ハガキで送付　※返信面に
も宛名を記入。1通で2人まで。1
人1回のみ申し込み可■期限＝3
月22日㈮必着■申・問先＝障が
い福祉センターあしすと社会リハ
ビリテーション室　〒121-0816
梅島3-31-19 ☎5681-0131

桜花亭でオリジナルの
「こま」を作ろう
■日時＝3月29日㈮、午後1時30

分～3時30分■対象＝4歳～小学
生　※小学2年生以下の方は保護
者同伴■内容＝好きな形に切った
木材と竹串を使ってオリジナルの
こまを作る■定員＝10人（3月12
日、午前9時から先着順）■費用
＝500円（材料費）■申込＝電話ま
たは窓口■場・申・問先＝桜花亭
 ☎3885-9795
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■申込…申し込み方法　■期限…申込期限	 ☎…電話番号　	ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先	 ﾎ…ホームページアドレス　	ﾃ…Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P3左上を参照 9


