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ホウカツ（地域包括支援センター）は、介護や医療の相談などの支援を行う「高齢者の総合相談窓口」です。地域で気がか
りな高齢者にお気づきの方は、お近くのホウカツにご連絡ください。■問先＝絆づくり事業調整担当　☎3880-5184

困ったことがあったら「ホウカツ」へ
孤立ゼロプロジェクト展開中

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）

新春はしご乗り
■日時＝2年1月7
日㈫、午後0時30
分開始　※荒天中
止■場所＝区役所
前正面広場■内容
＝江戸消防記念会
によるはしご乗り
の披露■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝お
問い合わせコールあだち（2年1月1
日㈷～3日㈮を除く毎日、午前8時
～午後8時）� ☎3880-0039

桜花亭新春コンサート
「日本の調べ」
■日時＝2年1月25日㈯、午後2時
～3時　※午後1時30分開場■対
象＝小学生以上の方　※小学生は
保護者同伴■内容＝区内在住のソ

審議会等の公開（2年1月・2月分）
　日時など、変更になる場合があります。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
足立区情報公開・個人
情報保護審議会 1/16㈭ 午前10時～正午

区役所

区政情報課 情報公開担当
 ☎3880-5225

足立区地域包括ケアシス
テム推進会議 高齢者の
住まいの事業推進部会

1/21㈫ 午後1時15分
～3時15分

地域包括ケア推進課 
計画推進担当 

☎3880-5493
足立区地域保健福祉推
進協議会 健康あだち
21専門部会

1/28㈫ 午後1時～3時
こころとからだの健康づ
くり課 健康づくり係 

☎3880-5433

足立区青少年問題協議会
1/29㈬

午前10時30分
～正午

青少年課 管理調整係 
☎3880-5264

足立区建築審査会 午後2時30分
～4時30分

建築調整課 用途照会係
 ☎3880-5943

足立区総合教育会議

1/30㈭

午前10時45分
～正午

政策経営課 政策経営担当
 ☎3880-5811

足立区地域包括ケアシ
ステム推進会議 介護
予防・日常生活支援総
合事業推進部会

午後2時30分
～4時30分

ギャラク
シティ

地域包括ケア推進課 
介護予防・生活支援担当 

☎3880-5642

第24回足立区ユニバー
サルデザイン推進会議 午後3時～5時

区役所

都市計画課 ユニバーサル
デザイン担当 

☎3880-5768

足立区環境審議会

2/3㈪

午前10時
～11時30分

環境政策課 計画推進係 
☎3880-6049

足立区地域自立支援協
議会 本会議

午後1時30分
～3時30分

障がい福祉
センター 
あしすと

障がい福祉センターあし
すと 地域生活支援担当

☎5681-0132
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

2/4㈫ 午後2時～4時 区役所 介護保険課 介護保険係
 ☎3880-5887

パブリックコメント（区民意見募集制度）（12月～2年2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

足立区教育振興ビジョン（案）募集中～1/24 教育政策課 教育政策担当
☎3880-5962

住民基本台帳事務における特定
個人情報保護評価書（再評価案）1/6～2/5 戸籍住民課 システム調整担当

☎3880-6033

催し物は、
5面からの続きです

表1　職員給与費（平成30年度普通会計決算）
職員数（A）

※特別職を除く 3,291人（223人)

給与費

給料 125億1,108万6,000円（3億9,677万1,000円）
職員手当

（退職手当★を除く）49億984万7,000円（1億1,422万円）

期末･勤勉手当 60億1,474万6,000円（9,838万1,000円）
計（B） 234億3,567万9,000円（6億937万2,000円）

1人あたり給与費（B/A） 712万1,000円（273万3,000円）
※(　)内は再任用短時間勤務職員で、外数
★…平成30年度退職手当の1人あたり平均支給額は、自己都合退職555万

9,000円、定年・勧奨退職2,215万円。特別職の退職手当(1期の退職
手当見込額)は、区長1,941万8,400円、副区長1,089万7,740円

表2　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（平成31年4月1日現在）

区分
経験年数

10年 20年 25年 30年

一般行政職
大学卒 29万

1,877円
36万

2,983円
37万

9,712円
42万

2,339円

高校卒 22万
7,200円

32万
42円

34万
1,238円

37万
7,106円

技能労務職 高校卒 該当者なし 該当者なし 31万
9,900円 該当者なし

※特別職の給料・報酬月額は、区長107万8,800円、副区長86万4,900円、
　議長94万9,000円、副議長81万3,000円、議員61万9,000円

職員の給与などのお知らせ
　職員の給与は、民間企業の給与実態を調査のうえ特別区人事委
員会が出す勧告に基づき、区議会の審議を経て条例により決定さ
れます（表1・2）。くわしくは、区のホームページまたは全国自治
体の給与情報が見られる「地方公共団体給与情報等公表システム」
をご覧になるか、お問い合わせください。
■問先＝給与係　☎3880-5253 足立区職員　給与 検索

プラノ歌手・大
おおまえ

前恵
けい

子
こ

氏と各演奏
者によるコンサート（オペラ「夕鶴」
より“さよなら”／さくら横ちょう／
初恋�など）■定員＝80人（12月26
日、午前9時から先着順）■費用＝
1,000円　※小・中学生は500円
■申込＝電話／窓口／氏名（フリガ
ナ）、電話番号、「新春コンサート」
をファクス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795 FAX3860-0608

リサイクル体験講座
「エコクラフトで作る
バスケット」（2日制）

■日時＝2年1月16日㈭・23日㈭、
午前10時～正午■対象＝区内在
住・在勤・在学の方■内容＝梱

こんぽう

包
用のエコクラフト紐

ひも

でバスケットを
作る■定員＝10人（抽選）■費用＝
900円（材料費など）■申込＝電話
／窓口／住所、氏名（フリガナ）、
電話番号、「エコクラフト」をファ
クス・ハガキで送付■期限＝2年1
月9日㈭必着■場・申・問先＝あ
だち再生館（月曜日、祝日休館）　
〒120-0011中央本町2-9-1
☎3880-9800 FAX3880-9801

ストップ！ 食品ロス
■問先＝資源化推進係　☎3880-5027

　「食品ロス」とは、まだ食
べられるのに捨てられてし
まった食品のこと。
　区の元年度組成調査によ
ると、食品廃棄のうち、全
く手つかずで廃棄された量
は可燃ごみ全体の3.6％（推
計4,500t）で、区民一人あ
たり年間約6.5kg（お茶

ちゃわん

碗約
50杯分）にもなります。

食品ロスを減らす3カ条
 　捨てずに使いきり1
　大根の皮やキャベツの芯など、家庭から出る食品ロスの50％
以上が「過剰除去」。食べられる部分まで捨てていませんか？
 　残さず食べきり2
　家での調理も外食での注文も、食べきれる量だけにしましょう。
 　無駄なく買い物3
　買い物の前に、冷蔵庫の中身などを必ずチェック。

5カ所でフードドライブ（未利用食品の回収）実施中
　家庭で余った食品を地域の福祉団体などに寄
付する｢フードドライブ｣を実施しています。対
象食品や実施日時など、くわしくは区のホーム
ページをご覧ください。

区役所（ごみ減量推進課）／あだち再生館／足立清掃事務所／
生涯学習センター（学びピア21内）／花畑地域学習センター場所

忘年会・新年会で
「3

さんまるいちまる

010運動」に取り組もう！
　宴会時の「乾杯後30分」「お開き
前10分」は自席で料理を楽しん
で、食べ残しを減らしましょう。

▲前回の様子

区・温暖化対策キャラクター
（左からミリー、リリー、ドリー）

STOP



■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 7

■対象＝1歳6カ月児健診を受診した子どもと保護者■内容＝3冊の絵本の中から1冊をプレゼント■引き換え期間＝受診指定�
月～1年間　※引き換え場所など、くわしくはお問い合わせください。■問先＝中央図書館�読書活動推進係　　☎5813-3745

「あだちはじめてえほん」の
引き換えはお済みですか

G
ゴ ー

o！ 東京2020大会
「あだちスポーツチャレンジ」V

ボ リ ュ ー ム

ol.11
　2018年7月から区内14施設で、オリンピアンやトップアスリート
を招いたイベントを順次実施中�！

▪千
ち ば

葉真
ま さ

子
こ

さん(アトランタオリンピック陸上競技女子10000ｍ
　5位入賞)のトーク＆ランニング指導
■日時＝2020年1月19日㈰、午後2時～4時
■対象＝小学生以上の方　※小学生は保護者
同伴■定員＝60人(抽選)■申込＝住所、氏名
（フリガナ）、生年月日、電話番号、「千葉真
子さんイベント」を往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入。
1人1回のみ申し込み可■申込期間＝12月26日～2020年1月10
日必着■場･申･問先＝梅田地域学習センター　〒123-0851梅田
7-33-1　　　　　　　　　　　　　　��　　　　��☎3880-5322

▪佐
さ

藤
と う

久
ひ さ

夫
お

さん（全国大会常連・明成高校男子バスケットボール部
　監督）の講演＆バスケットクリニック
■日程＝2020年2月15日㈯■時間等＝▷講演
（100人）…午前11時～正午（小学生以下の方
は保護者同伴）　▷クリニック（40人）…午後1時
～3時（競技経験がある中学生対象）　※いずれ
も抽選■申込＝電話／窓口／区のホームページから専用フォームに入
力■申込期間＝12月26日～2020年1月16日■場･申･問先＝総合ス
ポーツセンター　　　　　　　　　　　　　　　　�☎3859-8211

令和元年度 上半期財政状況
■問先＝財政担当　☎3880-5814

　区では条例に基づき、6月と12月の年2回、財政状況を公表して
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。
▪財政運営の概要
　区の会計のうち、9月30日現在の一般会計予算額は、幼稚園・
保育園利用者への支援や老朽化した公共施設の改修への備えなど
により、当初予算から72億円増額し、2,938億円となりました（表3）。
表3　令和元年度歳入・歳出（一般会計）　　　　　  予算額2,938億円

歳入
収入済額 1,185億円

歳出
支出済額 1,080億円

収入率 40.3％ 執行率 36.8％
※数値は9月30日現在

千葉真子さん

佐藤久夫さん

東京2020大会に向けた
協創提案型事業を募集！
■申・問先＝協働・協創推進担当課�協働・協創推進担当

☎3880-5748
　東京2020大会の機運醸成やレガシー★創出のための事業を募集
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。　　��　　　★…大会後に残る有形・無形の社会的遺産

対象事業例
◉区内名所を巡るまち歩き（ウォーキング）イベント
◉オリンピアン・パラリンピアン講演会
◉子ども向け英会話教室
◉多国籍料理を提供する子ども食堂
◉おもてなしの一環としての美化活動
◉外国人旅行客を想定した防災訓練
◉旅行客誘致を目的とした観光・文化イベント
◉多言語対応の案内マップ作成　　　　　　　　�など

対象期間  採択決定日または契約日～3年3月1日
申し込み期間  12月26日～2年1月31日

申込  申込書類を持参　※申込書類は協働・協創推進担
当課で配布するほか、区のホームページからもダ
ウンロード可
事業説明会を開催します

日時 �2年1月7日㈫、午後3時～5時／1月8日㈬、午後6時30
分～8時30分�場所 �区役所�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 �2年1月6日㈪

健康・
スポーツ
こどもの
未来
治安・
防災
観光・
文化

宿泊施設インフォメーション（2年3月分）
▪日光林間学園（区・宿泊施設）　※鋸南自然の家は3月の利用日なし
■利用日＝14日～31日　※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があります。くわしくはお問い合わ
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＝2年1月1日～10日消印有効　※2年1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、2年2月3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）■申・問先＝日光林間学園（予約専用。平日、午前9時～午後5時）
　　　　　　　　　　�� ☎0288-53-3681　 FAX 0288-54-1661

　「飴
あめ

細
ざい

工
く

」や「讃
さぬ

岐
き

獅
し し

子舞
まい

」など、バ
ラエティーに富んだプログラムが盛
りだくさん。世界に向けて日本の魅
力を発信できる「日本代表」になろう�！　
※一部有料ブースあり。各イベント
の時間や申し込み方法など、くわし
くはホームページをご覧ください。

プレイベント（2年1月12日㈰）でも「日本」を体験 ！
▪ジャパンフェスタ i

イン

n A
ア ダ チ

DACHI ＠鹿浜　午前10時～午後4時
　「今と昔の融合」をテーマに、懐かしい昔遊びやワークショップなどを
開催�場・問先鹿浜地域学習センター　　　　　　　　�☎3857-6551
▪学びピアお正月イベント「日本のお正月を楽しもう」　午後1時～3時
　会場を寺社の境内に見立てて、縁日や相撲・書道などのイベントを
開催�場・問先生涯学習センター（学びピア21内）　　　☎5813-3730

＼東京2020オリンピック・パラリンピックマスコット／
ミライトワ・ソメイティの婚姻届が新登場

■問先＝戸籍届出係　☎3880-5065

配布期間
12月26日 ～2年9月
30日　※なくなり次
第終了

配布場所
戸籍住民課�戸籍届出
係／区民事務所（中央
本町を除く）

補助金事業 委託事業
10万円～1,000万円
（補助率は対象経費の3分の2） 2,000万円（税込）

子ども P
ポ ッ プ

OP
着物ショー 歌舞伎メイク

ギャラクシティ  ☎5242-8161  HP https://galaxcity.jp/
2年1月19日㈰、午前10時～午後6時30分

場・問先
日　　時

補助
範囲額

区の支出
上限額

▲くわしくは
　コチラ

足立区
オリジナ

ル




