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公募・ボランティアは、
5面からの続きです

公募・ボランティア

精神保健福祉ボランティア
講座「精神障がい者を地域で
支える」（5日制）

■日時等＝10月1日㈫・8日㈫・16
日㈬、11月5日㈫、午後2時～4時　
※10月1日は午後1時45分、16日
は午後2時30分開始。10月下旬～
11月上旬に体験実習あり■対象＝
区内在住の方■内容＝「精神障がい
の理解と接し方」「傾聴について」の
講座／区内精神科病院見学／就労
支援施設体験実習�など■定員＝20
人（抽選）■費用＝300円（保険料）
■申込＝電話／窓口■期限＝9月20
日㈮■場・申・問先＝精神障がい
者自立支援センターふれんどりぃ
� ☎3883-7405

暮らし・まちづくり

マイナンバーカードの
申請をお手伝いします

■期間＝開催中～10月31日の平
日、午前9時～午後4時30分／9
月22日㈰、10月27日㈰、午前9
時～午後3時30分■場所＝区役所
■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＝
マイナンバーカードの申請ができ
る証明写真機を使用した申請手続
きのお手伝い　※証明写真代無料
■申込＝電話連絡後、QRコード
付きの個人番号カード交付申請書

を持参　※申請書を紛失した場合
は、区民事務所または戸籍住民課�
窓口サービス係で取得可。運転免
許証などの本人確認書類を持参■
申・問先＝個人番号カード交付・
普及係 　☎3880-5698

男女参画プラザの講座
▪こころのケア講座｢自分をもっと
　好きになる｣（2日制）
■日時＝10月4日㈮・11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20歳以上で対人関係などに悩
みがある女性■内容＝自己肯定感
を育むためのセルフケアやアサー
ティブ（自己表現）トレーニングの
手法を学ぶ　※グループワークあ
り■定員＝20人　※保育あり（9月
26日㈭までに要予約、6カ月～就
学前の子ども、先着10人）
▪講座｢ものづくりに生かそう
　女性のチカラ｣
■日時＝10月4日㈮、午後6時30
分～8時30分■場所＝東京芸術セ
ンター9階・会議室■対象＝区内
在住・在勤・在学の方■内容＝区
のものづくりと女性の参画を考え
る■定員＝30人　※保育あり（9月
27日㈮までに要予約、6カ月～就
学前の子ども、先着10人）
▪女性のための護身術入門講座
■日時＝10月26日㈯、午前10時
～正午■場所＝江北地域学習セン
ター■対象＝区内在住・在勤・在
学で小学4年生以上の女性■内容
＝ＤＶやストーカー、痴漢などから
身を守るための方法を学ぶ■定員
＝20人　※保育あり（10月18日㈮
までに要予約、6カ月～就学前の
子ども、先着10人）
―いずれも―

※9月11日から先着順■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）、年齢、保育希望の場合は
子どもの氏名（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

不燃化特区 助成制度
■対象地域等＝▷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）　
▷西新井駅西口周辺地区不燃化特
区全域、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
区計画内で古い建築物を不燃建築
物に建替える方…解体費助成のほ
か、設計・監理費の一部を助成（最
大70万円）
▪解体・建替え相談会（第2弾）
■日時等＝表1■内容＝不燃化特区

の助成や建替えプランなどに関す
る相談会■定員＝各8組（9月11日
から先着順）■申込＝電話／住所、
氏名（フリガナ）、電話・ファクス番
号、希望日、「解体・建替え相談会」
をファクス
―いずれも―

■申・問先＝不燃化特区推進係
☎3880-6269　 FAX3880-5605

地区計画原案の縦覧
（作成前の案の公表）
■内容＝東保木間一丁目地区地区
計画の策定■公告日＝9月10日㈫
■縦覧期間＝9月10日～24日■意
見書提出期間＝9月10日～10月1
日■縦覧場所・意見書提出・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

表1　解体・建替え相談会（第2弾）日時等
日時 場所

10/5㈯ 午前10時〜正午 千住本町住区センター　　　　　　　　　　　
10/19㈯ 興本住区センター
10/25㈮ 午後6時30分〜8時30分 中央南地域集会所（足立1-17-5）
11/8㈮ 梅田住区センター
11/16㈯ 午前10時〜正午 千住柳町住区センター　　　　　　　　　　　
11/30㈯ 西新井栄町住区センター
12/6㈮ 午後6時30分〜8時30分 愛恵まちづくり記念館（関原の森内）
12/14㈯ 午前10時〜正午 千住あずま住区センター

■日時等＝表2　※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■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、予告なく変更になる場合がありますので、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＝区議会事務局�議事係
☎3880-5797　 FAX3880-5617　 HP http://www.gikai-adachi.jp
表2　第3回 区議会定例会日時等

日時 会議名
9/19㈭ 午前10時 議会運営委員会
9/20㈮

午後1時 本会議★9/24㈫
9/25㈬
9/26㈭ 午前10時 総務委員会

午後1時30分 文教委員会
9/27㈮ 午前10時 区民委員会
9/30㈪ 議会運営委員会

午後1時 本会議
10/2㈬ 午前9時30分／午後1時

決算特別委員会◆

10/3㈭

午前10時／午後1時
10/4㈮
10/8㈫
10/9㈬
10/10㈭
10/11㈮ 午前10時 産業環境委員会

午後1時30分 厚生委員会
10/15㈫ 午前9時30分 建設委員会
10/16㈬ 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
10/17㈭ 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
10/18㈮ 午前10時 議会運営委員会
10/21㈪ 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
◆…Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeを利用してインターネットで生中継を予定

第3回 区議会定例会

9月21日〜30日は、

秋の全国交通安全 運動
■問先＝交通対策課 推進係　☎3880-5912

▪交通安全パネル展
■期間＝9月21日～30日■場所＝区役所1階区民ロビー■内容＝
交通安全に関するパネルや写真の展示　※9月26日㈭、午後2時
から交通安全クイズを実施。回答者に｢ビュー坊｣の反射材をプレ
ゼント（なくなり次第終了）■申込＝不要　※当日直接会場へ

◉反射材を身に着けましょう！
　徐々に日が短くなるこれから
の時期、夕暮れどきの事故が特
に増加します。
　明るい服装や反射材を活用し
て、早めに自分の存在に気付い
てもらうことが大切です。

◉安全運転で自転車事故防止！
　区内で発生した交通事故の
うち、約4割が自転車に関わ
る事故です。
　自転車も軽車両であること
を認識し、交通ルールとマナー
を守り運転しましょう。

　区内では、今年1月から7月末までに1,069件の交通事故が発生
し、5人が亡くなっています。これは昨年の同時期を上回る数です。
以下のことがらに注意して交通事故を減らしましょう。
※昨年同時期の事故件数…1,044件、死者数…3人



■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 9

コミュニティビジネス
養成講座（実践編）

■日時＝10月5日㈯、午後1時～3
時■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝地域課題解決を目的
としたコミュニティビジネスを始め
るために、中小企業診断士から事
業計画書作成とプレゼンテーション
のコツを学ぶ■定員＝10人（9月11
日から先着順）■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、「コ
ミュニティビジネス�実践編」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

専門家による住宅相談会
■日時＝10月5日㈯、午前10時～
午後4時■場所＝区役所庁舎ホー
ル■内容＝建築、不動産、税金、
法律、空き家、マンション管理な
どの専門家による総合的な住宅相
談■申込＝電話／住所、氏名、電
話番号、相談内容をファクス■申
込期間＝9月11日～27日■申・問
先＝住宅計画係
☎3880-5963　 FAX3880-5605

待機児童解消
アクション・プランの改定
　8月の改定で、現在進めている
認可保育所などの施設整備を実現
するための保育士確保・定着対策
や、認可保育所以外の多様なサー
ビスの拡充と利用促進策を盛り込

みました。これにより、来年4月
の待機児ゼロ実現をめざします。　
※くわしくは区のホームページを
参照■問先＝待機児ゼロ対策担当　�
� ☎3880-5759

ギャラクシティ内 
まるちたいけんドーム

（プラネタリウム）の一時休館
■期間＝10月21日～11月29日■
内容＝投影用機器の入れ替え工事
のため一時休館　※10月22日～
31日、11月3日～10日にホワイト
あとりえでミニプラネタリウム投影
を実施。時間など、くわしくはギャ
ラクシティホームページ（http://
galaxcity.jp/）をご覧ください。
■問先＝文化施設経理係　� �
� ☎3880-5701

�
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）

友好都市観光PR物産展
「KYU＋A（キュア）」

■日時＝9月20日㈮・21日㈯、午
前10時～午後8時30分■場所＝
ルミネ北千住店前（北千住駅コン
コース内）■内容＝友好3都市（栃
木県鹿沼市・長野県山ノ内町・
新潟県魚沼市）の特産品販売など�
※販売はなくなり次第終了■申込
＝不要　※当日直接会場へ■問先
＝（一財）足立区観光交流協会

☎3880-5853

　区では、皆さんの生活にかかわる様々な情
報を取り扱っています。その基本的なルール
として、公正で透明な区政を実現する「情報
公開制度」と、プライバシーなど個人の権利
利益を守る「個人情報保護制度」があります。
▪情報公開制度
■運用状況＝表3■主な請求内容＝工事契
約に関する情報の開示／業務委託に関する
情報の開示　※区が財政支出などをする団
体（公社など）は、区の情報公開条例の趣旨に

沿って、各団体が独自に情報を公開
▪個人情報保護制度
■運用状況＝表4■主な請求内容＝住民票
や戸籍関係交付申請書の開示／診療報酬明
細書の開示　※区では皆さんの個人情報を
守るために、「目的外利用」や「外部提供」を原
則禁止とすることや、個人情報を扱う業務を
委託する際、あらかじめ内容や条件について
「情報公開・個人情報保護審議会」の意見を聴
くことなど、区が保有する個人情報の適正な

取り扱いについてのルールを定めています。
▪不服申立て
　平成30年度に提出された、両制度にかかわ
る不服申立ては5件あり、そのうちの1件につ
いては、「情報公開・個人情報保護等審査会」
より答申が出されました。

―いずれも―
■問先＝情報公開担当　　　☎3880-5225

表3　情報公開制度の運用状況

年度実績 請求件数
（A）

取下件数
（B）

却下件数
（C）

決定の内容 開示の方法 開示率
（D+E）/

（D+E+F）開示（D） 一部開示（E） 非開示（F） 不存在（G） 存否非開示
（H）

閲覧
（再掲）

写し
（再掲）

平成30年度 431 18 0 270 111 0 29 3 8 373 100.0%
平成29年度 389 10 0 224 122 0 32 1 47 299 100.0%
※開示率とは、開示（D）と一部開示（E）の合計数を、開示（D）、一部開示（E）、非開示（F）の合計数で除したもの
※閲覧と写しの交付を同時に請求されることがあるため、開示の方法の合計数は、開示（D）、一部開示（E）の合計数と一致しない場合あり
表4　個人情報保護制度の運用状況

年度実績
請求
件数

（A）

取下
件数

（B）

開示請求に対する決定内容 開示請求以外に対する決定内容 （Ｉ） 開示の方法 開示率
（C+D）/

（C+D+E）
開示

（C）
一部
開示

（D）
非開示
（E）

不存在
（F）

存否
非開示
（G）

請求に応
じられな
い（H）

訂正 削除 目的外
利用中止

外部提供
中止

請求に応じ
られない

閲覧
（再掲）

視聴
（再掲）

写し
（再掲）

平成30年度 276 2 171 35 0 62 6 0 0 0 0 0 0 5 0 206 100.0%
平成29年度 285 3 163 43 1 70 4 1 0 0 0 0 0 17 1 188 99.5%
※開示率とは、開示（C）と一部開示（D）の合計数を、開示（C）、一部開示（D）、非開示（E）の合計数で除したもの
※閲覧と写しの交付を同時に請求されることがあるため、開示の方法の合計数は、開示（C）、一部開示（D）の合計数と一致しない場合あり
※表4とは別に足立区特定個人情報保護条例に基づいて、1件の請求があり、保有特定個人情報の開示を決定

「情報公開制度・個人情報保護制度」 平成30年度運用状況

第8回 東京拘置所 矯正展
■日時＝9月28日㈯、午前9時30分～午後3時■内容＝三

み

浦
うら

大
だい

知
ち

さん
によるテープカット・歌唱披露／ちびっこ刑務官制服試着・撮影／
刑務所作業製品の販売／各種バザー／性格検査体験�など■申込＝不
要　※当日直接会場へ■場・問先＝東京拘置所（葛飾区小菅1-35-1）

☎3690-6681

官  公 庁

催し物は、
10面に続きます

その歩みが健康への第一歩

初心者向け
ウォーキング教室開催！
　ミズノ認定指導員から正しい歩き方などを学んで、みんなで一
緒に楽しくウォーキングしよう！　参加者には限定ウォーキング
読本やフェイスタオルなどをプレゼント！

女性の部　千住・保木間コース
■日程＝10月5日㈯、11月9日㈯、12月8日㈰■対象＝20歳以上
の女性■定員＝各20人（9月14日から先着順）

高齢の部　千住・保木間・ NEW 舎人コース
■日程＝10月8日㈫・24日㈭、11月12日㈫・26日㈫、12月10日㈫
■対象＝65歳以上の方■定員＝各20人（9月11日から先着順）

NEW 親子の部　千住・保木間コース
■日程＝10月27日㈰、11月24日㈰■対象＝小学生と保護者■定
員＝各20組（9月14日から先着順。1組子ども2人まで）

―いずれも―
■時間＝午前10時～正午■費用＝1回500円■申込＝電話／窓口
■申・問先＝表5
表5　ウォーキング教室 申・問先一覧
コース名 申・問先 電話番号

千住 ミズノフットサルプラザ千住
（千住関屋町19-1） 3870-8504

保木間 総合スポーツセンター 3859-8211
舎人 区・スポーツ振興課 振興係 3880-5826

▲くわしくは
　コチラ�！




