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5月は自転車安全利用
T
ト ウ キ ョ ウ

OKYOキャンペーン
昨年、区内で発生した交通事故の約4割に自転車が関わっています。ルールとマナーを守りましょう。自転車安全利用五則（車道が原則、歩道は例外
／車道は左側通行／歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行／安全ルールを守る／子どもはヘルメット着用）■問先＝交通対策課�推進係　☎3880-5912

暮らし・まちづくり

地震体験車の出張運行
■内容＝震度7までの揺れを体験
できる地震体験車が、事業所など
で行う防災訓練に出張　※煙体験
訓練もあわせて受け付け可。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。■申込期間
＝訓練日の6カ月前～15日前（先着
順）■問先＝災害対策係� �
� ☎3880-5836

吹付アスベスト対策費の助成
■対象＝18年9月以前に建築され
た建物■内容＝吹付アスベスト分
析調査や飛散防止などの対策工事
費用の一部を助成　※対策工事の
助成には、工事完了日から引き続
き5年間使用するなどの条件あり
■助成額等＝表1　※対策着手前
に申請が必要。助成条件など、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＝公害規制係　� �
� ☎3880-5304

都営住宅（家族・単身者）
入居者募集

■募集案内配布期間＝5月7日～
15日　※土・日曜日を除く■募集

案内配布場所＝住宅課�住宅管理
係、区民事務所　※なくなり次第
配布終了。申し込み資格など、く
わしくは募集案内または区のホー
ムページをご覧ください。■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

環境自治体会議
全国大会 2019

■日時＝5月20日㈪、午後3時開
始■場所＝東京電機大学東京千住
キャンパス（千住旭町5）■内容＝
新潟県魚沼市長などによる環境に
関するパネルディスカッションな
ど　※くわしくは区のホームペー
ジをご覧ください。■定員＝100
人（4月26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■期限＝5月
15日㈬■申・問先＝環境政策課�
計画推進係� ☎3880-6049

フリーステージ・アダチ V
ボリューム

ol.23
出演者・運営スタッフ募集説明会

■日時＝5月16日㈭、午後7時開始
■場所＝竹の塚地域学習センター
■内容＝12月7日㈯に竹の塚地域
学習センターで開催される、歌・
踊り・楽器演奏などを披露する舞
台の出演者および運営スタッフの
募集　※6月～11月に月1回程度
実施する実行委員会への参加が必
要■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝文化団体支援係

☎3880-5986

第53回「足立区展」作品募集
■受付日時等＝表2■対象＝区内
在住・在勤・在学の方■内容＝
6月18日～30日に開催する足立
区展の作品の募集■費用＝1点
2,500円　※高校生は1,500円。
中学生以下の方または障がいのあ
る方は無料■申込＝作品、申込書、
費用を搬入日に直接会場へ持参　
※出品規定など、くわしくは申込
書を参照。申込書は地域文化課、
区民事務所、地域学習センターな
どで配布■問先＝文化団体支援係

☎3880-5986

保塚区民事務所・
保塚センターの業務再開

▪保塚区民事務所／
　保塚住区センター（学童保育室）
■再開予定日＝7月16日㈫
▪保塚地域学習センター／
　保塚住区センター（児童館・悠々館）
■再開予定日＝7月20日㈯
▪保塚図書館
■再開予定日＝8月7日㈬
―いずれも―

■問先＝▷保塚区民事務所…地域
調整課�管理係� ☎3880-5855　
▷保塚住区センター…住区推進課　
住区管理係� ☎3880-5858　
▷保塚地域学習センター…地域文
化課�文化事業支援係
� ☎3880-5467　
▷保塚図書館…中央図書館�管理係
� ☎5813-3749

女性のための護身術 入門講座
■日時＝5月25日㈯、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住で小学4年生以上の
女性■内容＝DVやストーカー、痴
漢などから自分の身を守る方法を
学ぶ■定員＝20人（4月26日から
先着順）　※保育あり（5月17日㈮
までに要予約、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、「護身
術入門講座」をファクス■申・問
先＝男女参画プラザ
☎3880-5222　 FAX3880-0133

マイナンバーカードの
申請をお手伝いします

■日程等＝▷5月15日㈬…舎人地域
学習センター　▷5月21日㈫…鹿
浜地域学習センター　▷6月14日㈮
…足立成和信用金庫�皿沼支店（鹿浜
8-31-8）■時間＝午前9時～正午／
午後1時～4時　※6月14日は午前9
時～午後3時■対象＝初めてマイナ
ンバー（個人番号）カードを申請する
方　※乳児など、座れない方を除く
■内容＝申請書記入補助／写真撮影
（無料）■申込＝マイナンバーを証明
できるもの（通知カードなど）を持参
し、当日直接会場へ■問先＝個人番
号カード交付・普及係� �
� ☎3880-5698

表1　吹付アスベスト対策費の助成 助成額等
種類 助成額 助成限度額

成分分析調査および
空気環境測定調査 調査費用の全額 10万円

吹付アスベスト対策
工事

除去・封じ込め工事など
の費用の2分の1

▷一戸建て住宅…50万円
▷共同住宅・そのほか…200万円

「令
れ い

和
わ

」になっても「平成」表記は有効！
■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

　5月1日㈷に元号が｢平成｣から｢令和｣に変わります。
　しかしながら、区が発行する文書など（各種保険証
類等）は、システム改修などの都合により「平成31年度」
と表記する場合があります。ご了承ください。
　なお改元後も、すでに区が発行済みの、「平成」の表
示がある文書などの法律上の効力は変わりません。

　改元に便乗した詐欺行為も発生しています。
疑いがある場合、すぐに警察または消費者セン
ター（☎3880-5385）にご相談ください。

個人住民税の特別徴収に
ご協力ください！

　特別徴収とは、事業者（給与支払者）が従業員（納税者）に代わり、
毎月の給与から個人住民税を差し引いて納入する、法令で定められ
た制度です。
　納税者の利便性向上など、納税環境の整備のため、所得税の源
泉徴収義務のある事業者を「個人住民税の特別徴収義務者」として
指定しています。個人住民税の特別徴収にご理解、ご協力をお願い
します。

■問先＝課税第一係～第四係 ☎3880-5418／3880-5230～5232

◦個人住民税の納め忘れがなくなる
◦普通徴収の納期が原則年4回に対し、特別徴収は年12回のため、
　1回あたりの負担が少ない
　特別徴収義務者に指定された事業者へ5月中旬に特別徴収税額通
知書を発送しますので、対応をお願いします。くわしくは区のホー
ムページまたは通知書に同封の「特別徴収のしおり」をご覧ください。

従業員の負担が軽くなります！

事業者必見!

表2　第53回｢足立区展｣作品受付日時等
部門 搬入（受付）日時 展覧期間 展覧（搬入）場所

一般

絵画 6/16㈰、
午前10時～午後2時 6/18㈫～23㈰、

午前10時30分
～午後6時 シアター1010・

11階ギャラリー
※写真・書道の搬

入場所は、ギャ
ラリー隣の視
聴覚室

彫刻 6/16㈰、
午後1時～3時

写真
6/23㈰、
午前10時～正午

6/25㈫～30㈰、
午前10時30分
～午後6時

書道

少年（中学生
以下の方）

書道
図工・美術
（平面・立

体の部）
6/17㈪、
午後2時～4時

6/18㈫～23㈰、
午前10時30分
～午後6時

※いずれも展覧最終日は午後5時終了（入場は午後4時30分まで）

国民生活基礎調査に
ご協力をお願いします

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

平
成
32
年
２
月
28
日

＝

令
和
２
年
２
月
28
日

いずれも

有効



■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、2面左上を参照 7

足立区食品衛生監視指導計画
を作成しました

■調査地域＝次の地域の一部…梅田／新田／神明／千住龍田町／東和／西新井／花畑／東保木間／保木間／堀之
内／柳原■調査方法＝４月19日以降調査員が調査票を配布し、後日回収■問先＝衛生管理係　��☎3880-5891

■配布場所＝足立保健所生活衛生課�食品保健係　※区のホー
ムページでも閲覧可■問先＝食品保健係　☎3880ｰ5363

ご利用ください
中学・高校生のための「放課後
に自由に過ごせる居場所」

■日時等＝表3■対象＝中学・高
校生■内容＝おしゃべり、あそび、
勉強などができる場で自由に過ご
す■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝家庭教育係　

☎3880-5273

表3　中学・高校生のための放課後の
居場所日時等

場所 日時
佐野地域学習
センター

毎月第1土曜日、
午後4時～7時

新田地域学習セン
ター／新田住区セ
ンター

毎週水・日曜日、
午後3時～6時

神明住区センター 毎月第2・4土曜日、
午後4時～7時

関原の森
（まちづくり工房館）

毎週水・金曜日、
午後4時～7時

分譲マンション管理組合に
アドバイザーを派遣
■対象＝区内分譲マンション管理
組合■内容＝マンション管理士が
管理組合に出張し、分譲マンション
の維持管理・修繕計画などの助
言を行う■申込＝申込書を持参　
※申込書は住宅課�住宅計画係で配
布するほか、区のホームページか
らもダウンロード可■期限＝派遣
希望日の2週間前■申・問先＝住
宅課�住宅計画係� ☎3880-5963

感震ブレーカー設置助成制度
■対象等＝表4■内容＝地震を感
知して自動的に電気を遮断する
「感震ブレーカー」設置費用の助成　
※設置前に申し込みが必要■問先
＝建築防災係� ☎3880-5317

東京芸術センター
（ホール・会議室）の区民利用
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方または区内事業者■利用料金等
＝表5・6　※営利活動を行う場合
は、表の金額の2倍■申込＝空き
状況を確認のうえ、申込書をファ
クス　※申込書は東京芸術セン
ターに請求または区のホームペー
ジからもダウンロード可■申し込
み開始日＝▷21・22階ホール…

利用月の1年前の初日　▷9階会議
室、20階和室…利用月の3カ月前
の初日■申先＝東京芸術センター
☎5354-4388 FAX5353-0162　
■問先＝▷空き状況の確認…東京
芸術センター　▷費用の支払い方
法…区・相談・融資係� �
� ☎3880-5486

表5　21・22階ホール利用料金等

区分
全日

（午前9時〜
午後10時）

5時間利用

平日 10万円 5万円
土・日曜日、
祝日 12万円 6万円

表6　9階会議室、20階和室利用料金等
施設 利用可能

人数
料金

（1時間）
会議室1 各30人 700円
会議室2・3 800円 
会議室4・5 各18人 500円
和室 700円

31年度男女参画プラザ
「区民企画講座」「出前講座」募集
▪区民企画講座
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方7人以上で構成され、区内に活
動の主体を置く団体■内容＝男女
共同参画社会の実現のための学習
会、スキルアップのための実践型
講座などの企画・運営　※主たる
内容が趣味、教養、娯楽を除く。
講師謝礼、会場の確保、講座開催
周知は区が担当。申し込み受け付
け後、応募団体による「企画説明
会」を行い、採用の可否を審査。
日程などは、各団体と区の協議で
調整■期限＝9月27日㈮必着
▪出前講座
■対象＝区内の事業所、学習団体、
ボランティア団体、町会・自治会、
PTA、幼稚園・保育園など■内容
＝ワーク・ライフ・バランスや
DV、コミュニケーションなど、申
込者が選んだテーマに合わせて講
師を派遣　※講師謝礼は区が負担。
会場は利用者が確保。年度につき1
回のみ利用可■期限＝11月29日㈮
必着
―いずれも―

■申込＝申込書をファクス・郵
送または持参　※申込書は男女参
画プラザで配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード

可■申・問先＝男女参画プラザ　
〒123-0851梅田7-33-1
☎3880-5222　 FAX3880-0133

緑化工事費用の一部を助成
■内容＝生け垣など道路に面する
場所での緑化、屋上・壁面緑化の
工事費用を一部助成　※工事着手
2週間前までに申し込みが必要。助
成額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。■
問先＝緑化推進係� ☎3880-5188

応急小口資金の貸し付け
■対象＝急な入院・区内転居・生
活必需品（エアコンなど）購入など
の費用を準備することが困難な方　
※生活費・借金返済費用を除く。
収入状況などによる貸し付け審査
あり。収入のある連帯保証人が必
要。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。■貸付上限額＝1世帯に
つき15万円（無利子）■問先＝債権
係� ☎3880-5731

あだち協働・協
きょうそう

創パートナー
基金をご存じですか
　あだち協働・協創パートナー基
金は、あなたの大切な想

おも

いを社会
貢献活動へ反映できる寄附制度で
す。寄附金は地域の福祉・防犯・
子育て支援などに取り組むNPO・
ボランティア団体の活動を支援す
る「公益活動げんき応援事業助成
金」として活用されます。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＝区民参
画支援係（エル・ソフィア内）　� �
� ☎3880-5020

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）

暮らしの園芸講座(6月分)
「ハーブの基礎」
■日時＝13日㈭、午後1時30分～
3時30分■場所＝ギャラクシティ
■対象＝区内在住の方■内容＝
ハーブの種類や特徴、育て方につ

いての講義／ハーブの植え付け■
定員＝50人（抽選）■費用＝500円
程度（材料費）■申込＝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）、電話
番号、｢ハーブの基礎｣を区へ往復
ハガキで送付　※往復ハガキは返
信面にも宛名を記入。１通で１人
まで■期限＝5月10日㈮必着■申・
問先＝みどり推進課�みどり事業係
� ☎3880-5919

足立吹奏楽団
スプリングコンサート

■日時＝5月26日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
西新井文化ホール■内容＝「新・祝
典行進曲（團

だん

伊
い く ま

玖磨）」「2019年度全
日本吹奏楽コンクール課題曲」「日
本が誇るアニメーションの世界」
などの演奏■定員＝902人（先着
順）■費用＝800円　※高校生以下
の方は500円。就学前の子どもは
入場不可。全席自由■申込＝窓口
またはギャラクシティホームペー
ジ（http://galaxcity.jp/）から専用
フォームに入力■申先＝ギャラク
シティ、地域学習センターなど　
※当日はギャラクシティで午後0
時30分から販売■問先＝文化団体
支援係� ☎3880-5986

陶芸体験教室
■日時＝5月18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7月中旬以降■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、
「5月18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＝5月8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

東京保護観察所「協力雇用主」を募集
　犯罪や非行をした方の前歴などの事情を理解した上で雇用し、立
ち直りを支援する「協力雇用主」を募集しています。くわしくはお問
い合わせください。■問先＝法務省東京保護観察所　☎3597-0137
東京武道館トレーニングルームの早朝開館を期間限定で実施
■期間等＝5月1日～6月30日、午前7時30分開館　※5月13日㈪、
6月17日㈪は休館。そのほかの館内施設は通常通り午前9時営業開
始■費用＝1回450円■申込＝不要　※当日直接会場へ■場・問先
＝都・東京武道館（綾瀬3-20-1）　　　　　　　　　�☎5682-3531

官  公 庁表4　感震ブレーカー設置助成制度対象等

世帯 助成対象 感震ブレーカー
の種類

助成額
（消費税を除く）

一般
世帯

特定地域内★1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に居住する個人

分電盤タイプ 費用の3分の2
（上限5万円）

簡易タイプ
（高機能型）

費用の3分の2
（上限8,000円）

特例
世帯

上記の一般世帯で、次のいずれかに該当す
る世帯…70歳以上の単身者／75歳以上の方
のみ／一定基準★2の要介護者がいる／一定基
準★2の障がい者がいる／非課税者のみ

分電盤タイプ 全額
（上限8万円）

簡易タイプ
（高機能型）

全額
（上限1万3,000円）

★1…梅田、小台、千住、中川、宮城、本木周辺地域
★2…基準の内容など、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。

催し物は、
8面に続きます


