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暮らし・まちづくり

春のごみゼロ地域清掃活動
「あなたのまちをあなたのちからで」

　区ではビューティフル・ウィンド
ウズ運動の一環として、5月30日の

「ごみゼロデー」の前後2カ月間を
「春のごみゼロ地域清掃活動　あな
たのまちをあなたのちからで」と題
し、全区的に美化活動を推進してい
きます。この機会にご自宅の前や周
辺の清掃活動を行い、みんなでまち
をきれいにしましょう。 ※町会・
自治会、事業所、ボランティアなど
の団体で清掃活動を実施する際に
は、ごみ袋などの進呈あり。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。■問
先＝美化推進係 ☎3880-5856

公益活動げんき応援事業　
助成金の申請受け付け

■対象＝NPO活動支援センターに
登録し、区内を主な活動地域とす
るNPO・ボランティア団体など■
対象事業＝子どもの居場所づくり
や高齢者支援、まちづくりなど、区
内における公益活動や地域貢献活
動■助成額＝▷げんき応援コース
…上限10万円　▷ステップアップ
コース…上限60万円■申込＝申請

書類を持参　※募集要項・申請書
類は区民参画推進課 区民参画支援
係、NPO活動支援センターで配布
するほか、区のホームページからも
ダウンロード可■期限＝5月7日㈫
■申・問先＝区民参画推進課 区民
参画支援係（エル・ソフィア内）  
 ☎3880-5020

区営北綾瀬南 自転車駐車場
原動機付自転車（50cc以下）
定期利用者の募集

■利用開始日＝6月1日㈯■所在
地＝谷中1-13-9■対象＝区内ま
たは近郊に在住・在勤・在学の方■
募集予定台数＝10台（抽選）■費
用＝一般定期利用1カ月3,500円
など■申込＝住所、氏名（フリガ
ナ）、年齢、電話番号、「区営北綾瀬
南自転車駐車場募集」を区へ往復
ハガキで送付　※返信面にも宛名
を記入。1通で1人まで■期限＝4
月24日㈬必着■申・問先＝交通対
策課 自転車係 ☎3880-5914

公益信託あだちまちづくり 
トラスト事前相談と受け付け

■対象＝区内に活動拠点があり、
まちづくり活動を行う個人または
団体■内容＝自主的なまちづくり
活動を推進するため、様々な活動
を助成金の支給などで支援■申込
期間＝5月10日〜6月10日　※4
月10日〜5月10日に事前相談可

（要予約）。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＝まちづくり課 管理調整係
 ☎3880-5915

木造住宅の耐震助成制度
■対象等＝表1■内容＝耐震診断・
改修などの費用の助成　※非木
造住宅などの助成制度もあり。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＝建
築防災係 　 ☎3880-5317

住宅専門相談
▪建築士による住まいの相談
■日時＝毎月第2水曜日、午後2
時〜4時■対象＝区内在住の方■
内容＝住宅の新築、建て替え、リ
フォームなど
▪マンション管理士による
　分譲マンション相談
■日時＝毎月第3水曜日、午後2時
〜3時■対象＝区内分譲マンショ
ン居住者■内容＝分譲マンション
の維持管理、管理組合の運営、大規
模修繕など

―いずれも―
※10月を除く■場所＝区役所■
申込＝電話または住所、氏名、相談
内容、相談名（〈住まいの相談〉また
は〈マンション相談〉）をファクス
■期限＝相談希望日の前日■申・

問先＝住宅計画係
☎3880-5963　 FAX3880-5605

男女参画プラザの講座
▪DVと子どもへの影響
　正しく理解し寄り添うために
■日時＝5月14日㈫、午後2時〜4
時■場所＝エル・ソフィア■対象
＝区内在住・在勤・在学の方■内容
＝DVの理解を深め、支援の方法
を学ぶ■定員＝20人 ※保育あり

（5月8日㈬までに要予約、6カ月〜
就学前の子ども、先着10人）
▪会議のムダを減らすテクニック
■日時＝5月16日㈭、午後6時30
分〜8時30分■場所＝シアター
1010・10階■対象＝区内在住・在
勤の方■内容＝効率よく会議を
進めるために、話し合いの内容を

「見える化」するテクニックを学ぶ
■定員＝30人　※保育あり（5月
8日㈬までに要予約、6カ月〜就学
前の子ども、先着5人）

―いずれも―
※4月11日から先着順■申込＝電
話または区のホームページから専
用フォームに入力または住所、氏名

（フリガナ）、年齢、保育希望の場合
は子どもの名前（フリガナ）・年齢、
電話・ファクス番号、講座名をファ
クス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222　 FAX3880-0133

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

表1　木造住宅の耐震助成制度対象等
助成事業 助成対象 助成内容
耐震診断

区内で昭和56年5月
以前に建築された、
2階建て以下の木造
住宅

上限10万円

耐震改修
対象工事費の2分の1以下〔▷一般世帯…上限80
万円（特定地域〈※1〉は120万円）　▷特例世帯

（※2）…上限100万円（特定地域は150万円）〕
解体除却 対象工事費の2分の1（特定地域は10分の9）以下

（上限50万円〈特定地域は100万円〉）
※1…梅田、小台、千住、中川、宮城、本木周辺地域
※2…60歳以上または障がいのある方がいる世帯など
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不燃化建替えや老朽建築物解体の費用を助成 !
■問先＝不燃化特区推進係　☎3880-6269

▪不燃化特区 助成制度（来年度で終了）
■対象等＝▷不燃化特区区域（図1）1 と 2 内（不燃化特区全域）で
老朽建築物を解体する方…解体費の一部を助成（最大210万円）　
▷不燃化特区区域 1 で建築物を不燃建築物に建て替える方…解体
費や設計・監理費の一部を助成（最大280万円）
▪不燃化促進 助成制度
■対象＝不燃化促進区域（図1）内の都市計画道路沿道で、老朽建築
物を解体する方または整備基準を満たす不燃建築物を建てる方■
内容＝解体費や建築費などの一部を助成

―いずれも―
※一定の要件あり。対象となる場所や申し込み方法など、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。　
図1

※地図は簡略図
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…西新井駅西口周辺地区
不燃化特区全域または
足立区中南部一帯地区
不燃化特区のうち防災
街区整備地区計画内

…　 を除く不燃化特区

補助138号線
興野・本木地区
■期限＝2025年3月末
補助138号線
西新井駅西口その1工区地区
■期限＝2021年3月末
補助138号線
西新井駅西口その2工区地区
■期限＝2024年3月末
補助136号線　
扇・本木地区
■期限＝2020年3月末
補助136号線
関原・梅田地区
■期限＝2023年3月末
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「歩きタバコ」は区内全域で禁止！
� ■問先＝美化推進係　☎3880-5856
・ 周囲に迷惑をかけないように、人通りのないところで立ち止

まって喫煙しましょう。
・ 携帯灰皿を用意し、吸い殻はポイ捨てしないでください。
　自転車やバイクなどでの走行中の喫煙も禁止です。また、以下の

「禁煙特定区域」では、立ち止まっての喫煙も禁止しています。
▪区内6駅周辺は禁煙です
　北千住・綾瀬・西新井・竹ノ塚・梅島・五反野の 6 駅周辺を「禁
煙特定区域」に指定しています。
区域内での喫煙（火のついたタバ
コの所持を含む）には 1,000 円の
罰則が科されます。禁煙特定区域
内での喫煙は、各区域内に設置さ
れた指定喫煙場所でお願いします。
※禁煙特定区域の詳細などは区の
ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

犬のふんの放置も区内全域で禁止
　犬のふんに関する苦情や相談が増えています。犬のふんは飼い主
が責任を持って、必ず持ち帰りましょう。

▲禁煙特定区域では
　パトロールを実施

▲この標示がある
区域では禁煙



■申込…申し込み方法　■期限…申込期限 ☎️…電話番号　 FAX…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先 HP…ホームページアドレス　 …Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
区…左記マークがある申し込みは、3面左上を参照 9

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）

姉妹都市締結35周年
ベルモント市・足立区民
交流体験ツアー（7泊8日）

■期間＝8月1日〜8日■対象＝区
内在住でホストファミリーや通訳
ボランティアとして交流事業に協
力できる20歳以上の方■内容＝西
オーストラリア州ベルモント市を
訪問して市民との交流事業に参加
し、オーストラリアの文化に触れ
る　※ホテルに宿泊■定員＝15
人　※全2回の事前学習会への参
加が必要■選考＝書類、面談■自
己負担額＝22万4,000円　※協会
補助金（6万円）を差し引き済みの
ツアー参加費用。燃油サーチャー

ジ代、海外旅行保険代などが別途
必要■申込＝必要書類を区へ郵送
または持参　※必要書類など、く
わしくはお問い合わせください。
■期限＝5月10日㈮必着■申・問先
＝（一財）足立区観光交流協会  
 ☎3880-5853

親子体験キャンプ
■日時＝5月12日㈰、午前10時〜
午後4時■場所＝都立舎人公園
キャンプ広場■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、レクゲーム■定
員＝50人（抽選）■費用＝1人500
円（材料費）■申込＝電話または窓
口■申込期間＝4月10日〜19日
■申・問先＝青少年課 青少年事業
係 ☎3880-5275

子どもも大人もドラムを  
たたいて楽しもう

■日時＝4月27日㈯、午後1時30
分〜2時／午後2時30分〜3時■
場所＝ギャラクシティ■内容＝み
んなで輪になって、即興的に打楽
器を演奏する■定員＝各40人(先
着順)■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝家庭教育係

☎3880-5273

桜花亭で親子いっしょに
日本伝統文化を体験しよう

■日時＝4月28日㈰、午前10時〜
正午／午後1時〜3時■対象＝4歳

〜小学生と保護者■内容＝「茶道
のお点前」「いけばな」「お祭りのお
囃
は や し

子太鼓」を体験する■定員＝各
10組（2人1組。4月11日、午前9時
から先着順）■費用＝▷茶道・い
けばな…各1,000円　▷お囃子…
500円■申込＝電話・窓口または
住所、 氏名（フリガナ）、年齢（学
年）、電話番号、体験名、「日本伝
統文化」をファクス■場・申・問
先＝桜花亭
☎️3885-9795　 FAX3860-0608

　太陽光発電システムや5つ星家電の購入など、省エネ生活を応援す
る様々な補助制度（表2）を活用して、地球にもお財布にもやさしい省
エネ生活、皆さんも始めてみませんか。
　また、太陽光発電システムの相談や工事、アフターサービスなどを
安心して利用できるお店を「そらとつながる店（そらつな店）」として
登録・紹介しています。 ※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＝環境政策課 管理係 ☎3880-5935

省エネルギー機器 購入費補助

表2　省エネルギー機器購入費補助制度
補助対象品目 金額／予定件数 申込期間

エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・
テレビ・電気便座（いずれ
も5つ星製品に限る★1）、
LED照明

対象＝個人

1万2,000円／3,800件
※区内店舗で4/1以降に対象機

器を合計5万円（税抜き）以上
購入し、自宅に設置した個人
の方に限る

4/11〜2020年
2/28
※1世帯1回限り 

集合住宅・事業所等
LED照明

対象＝集合住宅・
中小企業者など

対象経費の3分の1または1灯あ
たり3,500円のいずれか低い額

（上限30万円）／100件 4/11〜2020年
1/31
※改修工事前に
　申請

省エネリフォーム（ガラ
ス・窓・断熱材・遮熱塗
装・節水型トイレ）

対象＝個人

対象経費の3分の1（上限5万円）
／180件

蓄電池、H
ヘ ム ス

EMS
対象＝個人

対象経費の3分の1（上限5万円）
／80件

4/11〜2020年
2/28
※設置後に申請

太陽光発電システム、
太陽熱利用システム

対象＝個人・事業者・
集合住宅

▷太陽光発電システム…1ｋＷ
あたり6万円（上限：住宅・事業
者24万円、マンション管理組合
60万円、公益的施設120万円）
▷太陽熱利用システム…対象経
費の3分の1または1㎡あたり3
万円のいずれか低い額（上限10
万円）　
※140件★2

雨水タンク
対象＝個人

対象経費の3分の1
（上限1万5,000円）／5件

家庭用燃料電池システム
（エネファーム）

対象＝個人
5万円／80件

電気自動車・プラグイン
ハイブリッド自動車・燃料
電池自動車・電動バイク

対象＝個人・中小企業
者など

10万円（電動バイクは2万円）／
83件

4/11〜2020年
2/28
※購入・初度登録
　後に申請

生ごみ処理機・コンポス
ト化容器★3

対象＝個人
対象経費の2分の1

（上限1万5,000円）／40件
受付中〜2020年
3/31
※購入後に申請

※いずれも先着順。補助予定件数は目安（予算に達した時点で終了）
★1…(一財)省エネルギーセンターが定める統一省エネラベル5つ星のこと
★2…区内事業者と契約して設置した場合、補助金が２割増し
★3…内容など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、ごみ減量推進課 
　　 資源化推進係（☎3880-5027）にお問い合わせください。

　都では、10月から「家庭のゼロエミッション行動推進事業（省エ
ネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、給湯器の買い替えに対してポイ
ントを付与する事業）」を実施予定です。

催し物は、
10面に続きます

今年は7月20日（土）
第41回足立の花火
時間 午後7時30分～8時30分　※荒天中止　場所 荒川河川敷

▪広告掲載募集
■金額＝1口5万円（何口でも可）
※企業・団体の広告を口数に応
じたサイズでプログラムに掲載
■期限＝5月9日㈭必着　※申し
込み方法など、くわしくはお問
い合わせください。
▪氏名掲載募集
■金額＝1口5,000円（1人1口
まで）　※順不同でプログラム
に掲載■定員＝50人（4月11日
から先着順）■期限＝5月9日㈭
※申し込み方法など、くわしく
はお問い合わせください。
▪屋形船入場募集
■対象＝屋形船の船主・関係者な
ど　※プレジャーボート不可■
定数＝▷千住新橋側エリア…30
隻　▷西新井橋側エリア…20隻
※いずれも4月11日から先着順

■費用＝1隻5万4,000円■申込
＝申込用紙、船舶検査証書の写し
をファクス・区へ郵送または持参
※申込用紙は観光交流協会で配
布するほか、あだち観光ネットか
らもダウンロード可■期限＝5月
9日㈭必着
▪有料観覧席の販売
　席数や金額など、くわしくは6
月上旬以降にあだち観光ネット
などでご確認ください。 

「個人協賛」（1口3,000円）は、
30年度で終了しました。

―いずれも―
■申・問先＝（一財）足立区観光交
流協会
☎3880-5853　 FAX3880-5769
HP http://adachikanko.net/

大学連携の催し

東京未来大学 こどもみらい園
▪就学前準備 教室体験
■日時＝4月21日㈰、午後1時〜2時30分■対象＝4・5歳の子ども
と保護者■内容＝小学校生活で必要なコミュニケーション能力や読
み書き、計算の力を高める■定員＝12組（先着順）
▪ロボットプログラミング体験
■日時＝4月28日㈰、午後4時〜5時30分■対象＝小学2年生〜中
学生■内容＝発達に悩みを抱える子どもも安心して学習できる、ロ
ボットプログラミング教室■定員＝15人（先着順）

―いずれも―
■申込＝電話またはホームページから専用フォームに入力■場・申・
問先＝東京未来大学こどもみらい園(綾瀬2-30-6)

☎0120-791-312　HP http://miraien.tokyomirai.ac.jp/
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　 ☎3880-5840




