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建設工事施工統計調査に
ご回答をお願いします

■内容＝対象の建設業者には6月20日ごろに調査票を送付
済み■基準日＝7月1日㈪■問先＝統計係　　☎3880-5251

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

おわびと訂正
　あだち広報6月10日号掲載記事
に誤りがありました。訂正し、お
わび申し上げます。
▪6面掲載「熊

くま

之
の

木
き

橋」
　「レンガ橋」「レンガ造りの橋」と
いう記述がありますが、正しくは
「石橋」「石造りの橋」です。　※熊
之木橋のすぐ脇にある水門はレン
ガ造り■問先＝広報係

☎3880-5815

「足立区集合住宅の
建築及び管理に関する条例」
の一部改正
■内容＝7月1日㈪から、小規模特
定寄宿舎を建築する際に建築計画
書の提出が必要　※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。■問先＝
開発指導係� ☎3880-5272

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）

親子料理講座
「親子で楽

ラク

ッキング」
■日時＝7月27日㈯、午前10時

～午後1時■場所＝エル・ソフィ
ア■対象＝小学生以上の方と保護
者■内容＝親子でふれあい、楽し
みながら、家庭で無理なくできる
料理を作る■定員＝8組（2人1組。
6月26日から先着順。ひとり親家
庭の優先枠あり。くわしくはお問
い合わせください。）　※保育あり
（7月19日㈮までに要予約、6カ
月～就学前の子ども、先着10人）
■費用＝300円（材料費）■申込＝
電話／区のホームページから専用
フォームに入力／住所、全員の氏
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、「親
子料理講座」をファクス■申・問
先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

日光林間学園「奥日光の
中禅寺湖遊覧船と大笹牧場・
東照宮巡りツアー」（1泊2日）
■日時等＝8月28日㈬、午後1時～
29日㈭、午後3時　※東武日光駅
集合・解散。自由見学（見学料は自

己負担）。行程など、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。■対象＝区
内在住・在勤の方、その同伴の方、
区内の社会教育団体　※1人のみ
や、未成年者のみでの参加不可■
定員＝20人（7月6日から先着順）■
費用＝大人6,600円（宿泊費・体験
費・食事3回分など。子どもの費用
はお問い合わせください。）■申込＝
電話／代表者の住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢・電話番号・ファクス番号、
参加人数、｢ツアー｣をファクス■期
限＝8月21日㈬■申・問先＝日光林
間学園（予約専用。午前9時～午後
5時）� ☎0288-53-3681
	 FAX0288-54-1661

あそびのフリマ	i
イン

n	アリオ西新井
■日時＝7月13日㈯、午後1時～
3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■内容＝工作／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

宿泊施設インフォメーション（9月分）
▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表2■対象＝区内在住・在勤の方、その同伴の方、区内
の社会教育団体　※1人のみや、未成年者のみでの利用不可■利用料
金＝大人1泊2食3,650円�など■申込＝抽選申し込みハガキを利用施
設に郵送　※抽選申し込みハガキは区民事務所、地域学習センター
などで配布■申込期間＝7月1日～10日消印有効　※7月15日㈷以降
に抽選結果を通知。抽選の結果空室がある場合は、8月1日㈭～利用
希望日の3日前までに電話または代表者の住所・氏名（フリガナ）・年
齢・電話番号・ファクス番号、利用人数、希望日をファクスにて申
し込み（先着順）
表2　宿泊施設利用日等（9月分）

利用施設 利用できる日 受付時間
鋸南自然の家（予約専用）
�☎0470-55-4770　FAX0470-55-4720 7・14・15・21・

22・28
平日、
午前9時～午後5時日光林間学園（予約専用）

�☎0288-53-3681　FAX0288-54-1661
※�学校などの利用により、空室が少ない場合や体育館の使用ができない場合
あり。くわしくは、各施設にお問い合わせください。

審議会等の公開（7月・8月分）
　日時など、変更になる場合あり。傍聴方法など、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。

審議会等 日程 時間 場所 問先
足立区立小学校
使用教科用図書
審議会

7/1㈪・12㈮・
17㈬・25㈭ 午後6時～8時

区役所

教育指導課�教育指導係
☎3880-5974

足立区区民評価
委員会

7/2㈫・3㈬・
9㈫ 午前9時～正午

政策経営課�政策経営担当
☎3880-58117/11㈭・29㈪ 午後1時20分～3時30分

7/16㈫ 午前9時50分～
11時30分

足立区地域包括
ケアシステム推
進会議

7/3㈬ 午前10時30分～
正午

地域包括ケア推進課�事業
調整係　��☎3880-5885

足立区地域保健
福祉推進協議会 
介護保険・障が
い福祉専門部会

7/10㈬ 午後2時～4時 介護保険課�介護保険係
☎3880-5887

足立区環境審議
会 7/11㈭ 午後3時～

4時30分
環境政策課�計画推進係

☎3880-6049
足立区地域保健
福祉推進協議会 
子ども支援専門
部会

7/16㈫ 午後2時～
3時30分

子ども政策課�子ども・子
育て支援制度担当

☎3880-5795     

第65回足立区
都市計画審議会 7/17㈬ 午後1時30分～

3時30分
都市計画課�都市計画係

☎3880-5280
第3回足立区緑
の基本計画改定
審議会

7/19㈮ 午前10時～正午 みどり推進課�計画係
☎3880-5423

足立区青少年問
題協議会 7/22㈪ 午後3時30分～

5時
青少年課�管理調整係

☎3880-5264

足立区男女共同
参画推進委員会 7/25㈭ 午後2時～4時 エル・

ソフィア
区民参画推進課�男女共同
参画推進係��

☎3880-5222
足立区労働報酬
審議会 7/26㈮

午前10時～正午 区役所

契約課�工事契約係
☎3880-5832

足立区情報公開・
個人情報保護審
議会

8/8㈭ 区政情報課�情報公開担当
☎3880-5225

パブリックコメント（区民意見募集制度）（7月分）
　区民の方から意見を募集します。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。

件名 期間 問先
足立区総合交通計画（素案） 7/1～31 交通対策課�交通計画係　☎3880-5718

第2回	区議会定例会
■日時等=表1　※本会議・委員会の傍聴は、区議会事務局（区役所内）
で受け付け。開会予定の1時間前から整理券を発行し、定員を超えた
場合は30分前に抽選。手話通訳・ヒアリングループ（難聴用磁気ルー
プ）の利用を希望する場合は、期限の午後5時までに申し込み（手話通
訳は代表・一般質問のある本会議のみ）■期限=▷手話通訳…傍聴す
る会議の7日前　▷ヒアリングループ…傍聴する会議の前日　※いず
れも期限当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日
　日時など、予告なく変更する場合があるので、くわしくはホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。■申・問先=議事係
☎3880-5797　 FAX3880-5617　 HPhttp://www.gikai-adachi.jp
表1　第2回	区議会定例会日時等

日時 会議名
6/20㈭ 午後1時 本会議★

21㈮ 午前10時 総務委員会

24㈪ 午前10時 議会運営委員会
午後1時 本会議

25㈫ 午前10時 区民委員会
午後1時30分 厚生委員会

26㈬ 午前10時 産業環境委員会

27㈭ 午前10時 建設委員会
午後1時30分 文教委員会

28㈮ 午前10時 交通網・都市基盤整備調査特別委員会
午後1時30分 待機児童・子ども支援対策調査特別委員会

7/1㈪ 午前10時 災害・オウム対策調査特別委員会
午後1時30分 エリアデザイン調査特別委員会

2㈫ 午前10時 議会運営委員会
3㈬ 午後1時 本会議★

★…J
ジ ェ イ コ ム

:COMチャンネル足立（11c
チャンネル
h）で生中継を予定

※広報紙が配布された時点で終了予定の会議も掲載しています

今年の夏も無理のない節電に
ご協力をお願いします

皆さんの日ごろの節電が、CO2の削
減や地球温暖化対策につながります。



■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面左中を参照 7

平成30年度
下半期財政状況

■問先＝住民記録係
☎3880-5724

区では、財政状況を皆さんにお知らせしています。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＝財政担当　☎3880-5814

7月6日㈯はシステムメンテナンスのため、コン
ビニでの各種証明書の取得が終日できません

夏休み子ども陶芸体験教室
■日時＝7月20日㈯・21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＝区内在住の小・中学生■内
容＝自由作品を1人1点作る　※作
品の引き渡しは8月下旬以降■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、
希望日時、「夏休み子ども陶芸体験
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
＝7月3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

羽田空港の機能強化に
関する展示
■期間＝7月6日㈯～10日㈬、午
前9時～午後6時　※10日は午後
2時終了■場所＝区役所1階区民

ロビー■内容＝機能強化（国際線
増便）についての映像紹介／航空
機の飛行音体験�など
▪「羽田空港のこれから」に関する
　ご意見窓口を開設しています
　東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会開催や首都圏
の国際競争力強化のため、国は羽
田空港の機能強化に取り組んでい
ます。2020年までに発着回数増
加や航路変更などを予定。運用状
況など、くわしくはお問い合わせ
ください。■問先＝国土交通省�
「羽田空港のこれから」に関するご
意見窓口� ☎0570-001-160
（IP電話の方）��☎03-5908-2420

――いずれも――
■問先＝区・事業推進係

☎3880-5478

海の日ジョイントコンサート
■日時等＝7月15日㈷　▷学生の
部（無料）…午後0時30分開演　▷
一般の部（500円）…午後6時30分
開演　※各30分前開場■場所＝

西新井文化ホール■出演団体＝▷
学生の部…区立小・中学校（希望
校）／獨協埼玉中学高等学校コー
ラス部／潤徳女子高等学校合唱
部　▷一般の部…N

ナ オ

AOコーラス
グループ／北千住イーストゲート
合唱団／大地と緑の合唱団／コー
ロ・フェニーチェ／海の日「五色
桜」合同合唱団　※順不同■定員
＝各902人（先着順）■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝文化団
体支援係� ☎3880-5986

郷土博物館の催し（7月分）
▪夏季区民教養講座
■日時＝7日㈰、午後1時30分～
4時　※午後1時開場■場所＝勤
労福祉会館（綾瀬プルミエ内）■内
容＝森

もり

鷗
おうがい

外記念会事務局長・倉
くらもと

本
幸
ゆき

弘
ひろ

氏とともに「山
さん

椒
しょう

大
だ ゆ う

夫（森鷗
外著）」を読み解く■定員＝100人
（先着順）
▪映画会
■日時＝13日㈯、午前11時～午
後0時30分　※無料公開日■場所
＝郷土博物館■内容＝「浜

はま

比
ひ が

嘉島
しま

のエイサー」の上映
――いずれも――

■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝郷土博物館　

☎3620-9393

環境学習ツアー	志賀高原	d
で

e	
ミニトレッキング（1泊2日）
■日時＝8月3日㈯、午前6時30分
～4日㈰、午後7時■場所＝長野県
山ノ内町（区友好都市）　※区役所
に集合しバスで移動■対象＝区内
在住・在学の小学4年生～中学生と
保護者■内容＝志賀高原ユネスコ
エコパークでのミニトレッキング

／ボート体験／ホタル観賞�など
■定員＝45人（抽選）　※生活保
護または児童扶養手当受給世帯の
無料枠あり■費用＝1万2,000円　
※小学生は1万円■申込＝電話／
区のホームページから専用フォー
ムに入力■期限＝7月8日㈪■申・
問先＝環境学習係�☎3880-6263

地域が応援
「夏休み宿題お助け教室」
▪色水マジック
■日時＝7月23日㈫、午後2時30
分～4時■定員＝12人■費用＝
300円（材料費）
▪なりきりユーチューバー
■日時＝7月24日㈬、午後2時30
分～5時■定員＝20人■費用＝
100円（材料費）
▪くるりランチョンマットづくり
■日時＝7月25日㈭、午後2時30
分～4時■定員＝20人■費用＝
500円（材料費）
▪宿題まとめてサポート
■日時＝7月26日㈮、午後2時30
分～4時30分■定員＝20人

──いずれも──
※6月26日から先着順■対象＝小
学生■申込＝電話／区のホーム
ページから専用フォームに入力／
住所、氏名（フリガナ）、電話・ファ
クス番号、Ｅメールアドレス、希
望日、「宿題お助け教室」をファク
ス■場・申・問先＝NPO活動支
援センター（日・月曜日、祝日を
除く、午前9時～午後8時）
☎3840-2331	 FAX3840-2333

催し物は、
8面に続きます

　優秀な製品や技能をもつ区内の企業を「足立ブランド」として認定し、その素晴らしさを全国にア
ピールしています。
　今号では、認定企業として10年以上活動している野村畳店の後継者・野

の

村
むら

祐
ゆういち

一さんに話を伺いました。
Ｑ.足立ブランドに認定されてよかったことは？
Ａ.業種を超えて仲間ができたことですね。「足立ブランド認定
企業」ということが、店としての信頼につながっていて、お
互いに安心して仕事を依頼できます。また、区主催のワー
クショップなど、PRの場に参加できることもメリットですね。

Ｑ.今後の目標は？
Ａ.一般のお客様にも畳のよさをもっとPRしていきたいです。
最近は、「畳って何？」という子どももいますが、足立ブラ
ンド認定企業として出展する
イベントをはじめ、年に数回
行っている「ミニ畳づくりワー
クショップ」を通して、畳の魅
力が伝わっているという手ご
たえを感じています。今後も
様々なワークショップに挑戦
していきたいです。

野村畳店（弘道1-25-1）
キャッチフレーズは「愛

あ い

畳
じ ょ う

」
耐久性・復元性に優れた上質な畳を
提供するため、いぐさの質にこだわ
り、真心を込めて畳を作っています。

足立ブランド 認定企業を募集中！
元年度 足立ブランド認定要件

■対象＝次のすべてに当てはまる、
区内で製造業を営む企業または製造
小売店を構えている事業所（飲食料
品店を除く）…主要な生産を区内で
行っている／製造小売品や修理品の
売上割合がおおむね2分の1以上（小
売店のみ）／製造販売実績や受注実
績のある製品・部品や技術がある／
安全性が確立されている／自社の
PRとともに区のイメージアップを
強く望んでいる■申込＝募集要領に
添付の申請書類を区へ郵送または持
参　※募集要領は産業振興課�もの
づくり振興係で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード可
■期限＝7月31日㈬必着■申・問先
＝産業振興課�ものづくり振興係

　　�☎3880-5869

　区では、業務効率の改善や、
仕事と育児・介護の両立支援な
ど、経営者と従業員がともに働
きやすい職場環境づくりに取り
組む企業を｢ワーク・ライフ・
バランス推進企業｣として認定
しています。今年度、今まで以
上に制度の利用促進を図るた
め、大幅改正。認定のハードル
が下がります！■申込期間＝6
月25日～9月6日

ワーク・ライフ・バランス
　　推進企業認定制度

■問先＝男女参画プラザ　☎3880-5222

大幅
改正

くわしくは、区の▶
ホームページをチェック

変更前
全基準を満たした場合のみ認定

変更後
6つの認定分野を設け、1つの分
野でも満たせば認定
※満たした認定分野数に応じて、
　応援サービスが増加

▲ミニ畳づくりワークショップの様子
畳を裁断する野村さん




