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公募・ボランティア

違反広告物 除却協力員
■対象＝区内在住で20歳以上の
方2人以上のグループ■内容＝道
路標識・街路樹・電柱などに掲出
されている営利目的の「はり紙」の
除却　※事前の登録や委嘱式への
出席、講習の受講が必要。区が契
約するボランティア保険に加入■
申込＝申請書、除却計画書を区へ
郵送・持参　※申請書などは道路

管理課�占用係で配布するほか、区
のホームページからもダウンロー
ド可■申・問先＝道路管理課�占用
係� ☎3880-5907

暮らし・まちづくり

木造住宅の耐震助成制度
■対象等＝表2■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

感震ブレーカー設置助成制度
■対象等＝表3■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

環境基金助成の対象となる
環境貢献活動を募集

■対象＝区内在住の方／区内で活
動する事業者・団体■内容＝新た
に取り組む、またはすでに取り組
んでいて拡充する環境貢献活動に
対して、助成金を支給　※審査あ
り■助成額＝対象経費の2分の1
（上限1,000万円）　※全額助成が
認められる場合あり■期限＝6月

12日㈮必着　※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�計画
推進係� ☎3880-6049

2020年はごみ0
ゼロ

元年 
通報者に紙資源分別バッグ

（紙袋）をプレゼント
　区は東京２０２０大会に向けて「ご
み０」のまちをめざしています。不
法投棄を見つけたら不法投棄１１０
番までご連絡ください。�※通報者
には「紙資源分別バッグ（紙袋）」を
プレゼント■期限＝５月３１日㈰■
問先＝不法投棄１１０番（生活環境
保全課内）� ☎3880-5

ご み ゼ ロ
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公募・ボランティアは、
5面からの続きです

表2　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※1は150万円〉）

解体除却 対象工事費の2分の1（特定地域※1は10分の9）以
下（上限50万円〈特定地域※1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

表3　感震ブレーカー設置助成 対象等

世帯 助成対象 種類 助成額
（消費税を除く）

一般世帯 特定地域内
※1に居住する個人・賃貸住

宅所有者（法人を除く）

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・賃貸住宅所有者…６５歳以
上の方がいる／一定基準※2の要介護者が
いる／一定基準※2の障がいのある方がい
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ください。

■日時等＝表4　※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、予告なく変更す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 https://www.gikai-adachi.jp
表4　4月・5月の区議会日時等

日時 会議名

4/16㈭ 午前10時 総務委員会
午後1時30分 区民委員会

4/20㈪ 午前10時 産業環境委員会
午後1時30分 厚生委員会

4/21㈫ 午前10時 建設委員会
午後1時30分 文教委員会

4/22㈬ 午前10時 交通網・都市基盤整備調査特別委員会
午後1時 災害・オウム対策調査特別委員会

4/24㈮ 午前10時 待機児童・子ども支援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

5/18㈪ 午前10時 議会運営委員会

4月・5月の区議会

省エネルギー機器等 購入費補助
　太陽光発電システムをはじめとした、省エネ生活を応援する
様々な補助制度（表1）を活用し、地球にもお財布にもやさしい省
エネ生活を始めましょう。
　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「そらとつながる店（そらつな店）」を
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
表1　省エネルギー機器等 購入費補助制度

補助対象品目 金額／予定件数 申込期間

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）★1／181件 4/13～3年2/26

※設置後に申請
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）
／200件

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）
／15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／100件

冷凍庫・テレビ・電気便座
（すべて5つ星製品★2に限る）、
LED照明
■対象＝個人

1万2,000円／1,000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に限る

4/13～3年2/26
※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（上限30万円）
／100件

4/13～3年1/29
※�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）
■対象＝個人

対象経費の3分の1（上限5万円）
／120件

節水型トイレ
■対象＝個人

対象経費の3分の1（上限3万円）
／200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）
／103件

4/13～3年2/26
※�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）
／30件

通年
※購入後に申請

※先着順。補助予定件数は目安（予算に達した時点で終了）
★1…区内事業者と契約して設置した場合、補助金が２割増し
★2…（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
★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、昨年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・冷蔵庫などの買い替えに対して、
商品券と交換できるポイントを付与する事業）」を実施しています。



■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 9

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・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11日～6月11日　※4月10
日～5月11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

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■内容＝住宅の新築・建て
替え・リフォーム相談など
▪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■内容＝分譲マンションの維
持管理、管理組合の運営、大規模
修繕相談など

――いずれも――
※10月を除く■場所＝区役所■対
象＝区内在住の方■申込＝電話／
住所、氏名、相談内容をファクス
■期限＝希望日の前日■申・問先
＝住宅計画係
☎3880-5963� FAX3880-5615

2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
広報は区が担当。選考あり
▪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な
どの男女共同参画の理念の普及を
図るもので、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

――いずれも――
■申込＝申込書をファクス・郵送・
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■期限＝
9月３０日㈬必着■申・問先＝男
女参画プラザ　〒123-0851梅田
7-33-1
☎3880-5222� FAX3880-0133

相手も自分も心地良い
コミュニケーション術

「アサーション・トレーニング」
■日時＝５月26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＝ハラスメントの基礎知識と、相
手を尊重しながら自分の意思を伝
える「アサーション」のスキルを学
ぶ■定員＝20人（４月１３日から先
着順）　※保育あり（5月18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／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、「アサーション」をファク
ス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222� FAX3880-0133

佐野・六木住居表示再整備
のため実態調査を実施

■期間＝4月～6月■場所＝佐野一
丁目14番～35番／六木二丁目1番
～10番■内容＝区画整理により住
所変更となる建物の調査　※区の
腕章を付けた委託事業者が実施■
問先＝住民記録係� ☎３８８０-５７２５

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／区内事業者■利用料金等＝
表5・6　※営利活動を行う場合は

2倍■申込＝電話で空き状況を確
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ダウン
ロード■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 1時間利用

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

建物の新築・建て替え時は
「新築届」が必要
　住居表示実施区域で、建物の新
築・建て替えをする場合、住所を
決めるため、新築届の提出が必要
です。建築確認済証交付後、案内
図と配置図（建物形状、出入口位
置、隣地境界線などを記載のもの）
を添付し、届出してください。区
画整理事業区域での新築、大規模
集合住宅の新築、1現場での複数
棟開発の届出など、くわしくはお
問い合わせください。■問先＝住
民記録係� ☎3880-5725

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）

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26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

て

前
まえ

」「いけばな」「お祭りのお
囃
は や し

子太鼓」を体験■定員＝各10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／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

催し物は、
10面に続きます

＝催し物＝
☆ハワイアンバンドとフラ出演
者募集　11月3日㈷、午前9時
～午後6時／ギャラクシティ／
7人以上のフラ団体などが対象
／15団体程度（先着順）／代表
者3,000円、メンバー1,500円
／住所、氏名、電話番号を4月
30日㈭までにファクス／石松
☎3859-5139  FAX3885-9646

＝サークル会員募集＝
☆英語サークル　木曜日、午前
9時～10時　※月3回程度／エ
ル・ソフィアなど／60歳以上の
初級者対象／体験無料／月額
4,200円　※別途入会金1,000円
／電話／上田（平日、午前9時～
午後3時）��☎090-3907-6219
☆ピアフ短歌会　毎月第1金�
曜日、午後1時～4時／エル・
ソフィアなど／短歌の作り方、
実作指導 ※見学自由。要事
前連絡／月額2,000円／電話
／西澤� ☎090-9013-2251

日程4月12日㈰・26日㈰、
　　5月10日㈰・24日㈰、
時間午前9時～午後4時
場所区役所
問先
納税課�滞納整理第一係・第二係
� ☎3880-5236・7
納税課�特別整理第一係��
� ☎3880-5235
国民健康保険課
滞納整理第一係・第二係
� ☎3880-5243・4
高齢医療・年金課�資格収納係
� ☎3880-6041
介護保険課�資格保険料係
� ☎3880-5744

休日納税・納付相談
（4月・5月分）

※ 4月12日と5月10日は追加実施日

足立区チャンネル登場
　5,000万件以上ダウンロー
ドされている、スマートフォ
ン・タブレット向けニュー
スアプリ｢S

ス マ ー ト

mart�N
ニ ュ ー ス

ews｣で、
区の公式情報や旬な地域情
報など、様々なニュースが
ご覧いただけます。ぜひご
活用ください！

◀�足立区チャンネル
が追加済みの状態
でダウンロード可

問先デジタル情報・広告係
　　　　　�　☎3880-5514 

東京都シルバーパスを４月～９月に新規購入される方へ
■対象＝新たにシルバーパスを購入する70歳以上の都民■有効期限
＝9月30日㈬■費用＝①2年度住民税課税者（③を除く）…1万255円
②2年度住民税非課税者･･･1,000円　③2年度住民税課税者で、元
年の合計所得金額が125万円以下の方（経過措置）･･･1,000円■持
ち物＝本人確認書類（保険証や運転免許証など）　※上記②③の方は
次のいずれかの所得確認書類が必要･･･2年度介護保険料決定通知書
（所得段階1～６の方。7の方は課税証明書での所得確認が必要）／2
年度課税・非課税証明書（2年度住民税の賦課決定前は元年度の書類
を利用可）／生活扶助記載の生活保護受給証明書■申込＝窓口■申先
＝最寄りのバス営業所・定期券発売所�など■問先＝東京バス協会シ
ルバーパス専用電話（平日、午前9時～午後5時）�　　☎5308-6950

官  公 庁




