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仕事・産業

納税通知書等送付用封筒の
広告募集
■内容＝4年度の特別区民税・都
民税や軽自動車税の納税通知書送
付用封筒などに掲載する広告　※
内容審査を実施。版下は申込者が
作成。規格など、くわしくは区の
ホームページをご覧ください。■
申込＝広告原稿、申込書を区 へ郵
送・持参　※申込書は課税課で配
布するほか、区のホームページか
らもダウンロード可■申込期間＝
10月11日〜29日必着■申・問先
＝課税課 庶務係 ☎3880-5847

セミナー「低予算でもできる
W
ウ ェ ブ

eb広告活用講座」
■日時＝11月25日㈭、午後2時〜4時
30分■対象＝区の事業者でWeb
広告を検討しているまたは広報担
当者／区で起業を考えている方■
内容＝企業や店舗のWeb活用法を
専門家が解説■定員＝25人（10月

10日から先着順）■申込＝電話／
窓口／チラシと一体になっている
申込書をファクス■期限＝11月19
日㈮、午後5時■場・申・問先＝あ
だち産業センター
☎3870-1221� FAX3882-0886

あだち若者サポートステーション
（サポステ）のW

ウ ェ ブ

ebセミナー
「就職活動を振り返ろう」
■日時＝11月2日㈫、午後2時30分
〜3時30分■対象＝就労を考えてい
る15〜49歳の方■内容＝自身の就
職活動を振り返り、行動改善するた
めのポイントを学ぶ／サポステの事
業案内と利用説明■定員＝4人（10
月12日から先着順）■申込＝電話■
場・申・問先＝あだち若者サポート
ステーション（火〜土曜日、午前10
時〜午後6時） ☎6806-1401
■問先＝（区）就労・雇用支援係
� ☎3880-5469

区内工業製品の
本庁舎展示品募集
■期間＝12月1日〜4年3月31日
■場所＝区役所1階区民ロビー■
対象＝区内に工場・事業所がある
企業または団体■展示品＝自社で
製造または開発した製品　※食料

品・生
な ま も の

物は不可（缶詰を除く）■展
示スペース等＝幅80㎝×奥行35㎝
×高さ35㎝以内　※重さ10㎏以
下■定員＝6団体（抽選）■申込＝
申込書を 区 へ郵送・ファクス　※
申込書は産業振興課で配布するほ
か、区のホームページからもダウ
ンロード可■期限＝11月11日㈭必
着■申・問先＝産業振興課 ものづ
くり振興係
☎3880-5869� FAX3880-5605

セミナー「ポストコロナ時代を
勝ち抜こう�小売・サービス業の
ための動画活用術」
■日時＝11月9日㈫、午後6時〜8
時■場所＝あだち産業センター■対
象＝区内中小事業者（主に小売・サー
ビス業）■内容＝小規模な小売・サー
ビス業でもできるY

ユ ー

ouT
チ ュ ー ブ

ubeなどを
活用した情報発信方法■定員＝20人

（10月11日から先着順）■申込＝区
のホームページから専用フォームに
入力■期限＝11月2日㈫■申・問
先＝イノベーション推進担当
� ☎3880-5496

公募・ボランティア

地域活動に活
い

かせる「アート」
がテーマのボランティア
養成講座（3日制）
■日時＝10月27日㈬、11月4日㈭、
午後6時30分〜8時30分／11月13
日㈯、午後1時〜4時■場所＝東京
未来大学（千住曙町34-12）／ギャ
ラクシティ■対象＝16歳以上の方
■内容＝「身近にあるモノ（針金）」を
素材にしたものづくりを例に、子ど
もを楽しませる場の作り方や子ども
の創造力・自己表現力を育むコツ
などを理論的に学ぶ　※3日目は実

践として会場に来場している子ども
と交流■定員＝20人（抽選）■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＝10月18
日㈪■申・問先＝（区）青少年課 体
験活動調整担当� ☎3880-5967

「くらしのおたすけ隊
（消費生活啓発員）」養成講座
■日時＝11月4日㈭・17日㈬・26
日㈮、12月1日㈬・8日㈬、午後
2時〜4時■対象＝区内在住・在
勤・在学で、消費者センターの啓
発員として活動できる方■内容＝
契約の基礎知識やインターネット、
キャッシュレス決済に関するトラブ
ルなどを学ぶ■申込等＝エル・ソ
フィア（各30人）…電話／窓口／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、電話・ファクス番号、「く
らしのおたすけ隊」をファクス　▷
オンライン（各30人）…区のホー
ムページから専用フォームに入力　
※いずれも10月12日から先着順
■期限＝10月29日㈮■申・問先＝
消費者センター
☎3880-5385� FAX3880-0133

暮らし・まちづくり

綾瀬ゾーンエリアデザイン
計画（案）説明会
■日時＝10月22日㈮、午後6時
30分〜7時30分■場所＝勤労福祉
会館（綾瀬プルミエ内）■内容＝綾
瀬駅周辺地区のまちの特徴・魅力
や求めるべき将来像など、エリア
デザイン計画（案）を説明■定員＝
80人（先着順）■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝エリアデザ
イン計画担当 ☎3880-5812

仕事・産業は、
5面からの続きです

あなたの「夢」、全力で応援します ！

あだちまちづくりトラストあだちまちづくりトラスト
　公益信託あだちまちづくりトラストは、助成金の支給を通してハー
ドからソフトまで様々なまちづくり活動を支援しています。
※ 助成を受けるには運営委員会の審査、活動後の成果報告書などの

提出が必要
４年４月からの活動助成の申請を受け付け�！

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
事前相談期間  10月20日〜11月19日　※要電話予約。くわしくは

「あだちまちづくりトラスト」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・問先  まちづくり課 管理調整係　　　☎3880-5915

昨年度の助成例をご紹介�！
第九中学校�「梅島ひまわりプロジェクト」

　明るいまちの景観をめざして、第
九中学校の生徒たちが育てたひまわ
り。7月初旬に開花したひまわりは、

「笑顔があふれる街に」のテーマで生
徒が描いたポスターとともに、梅島
駅や梅島駅前通り商店街を彩りました。

申請募集
募集期間

11月19日～12月20日

区役所へは電車やバスをご利用ください

10月は図書館
マナーUU

ア ッ プ

PP月間です
年間約1,300冊（約180万円分）の本が返却されていません ！

至急
ご返却
ください !!

秋秋のの恒例プレゼント！恒例プレゼント！
「ビュー坊「ビュー坊ののガーデンピック」ガーデンピック」

　10月25日から区内の事業協力花店で花苗などを購入
した方に、「ビュー坊のガーデンピック」をプレゼント！　
※なくなり次第終了
「花のあるまちかど」事業にご協力ください 

　「花のあるまちかど」事業は、花を増やしてまちを彩ることと、
屋外で花の手入れをしながら、まわりに目を向ける「ながら見守
り」で、地域の安全を高めることを目的としています。
　ぜひ、あなたも「花のあるまちかど
事業」に参加して、花いっぱいの安全
なまちづくりにご協力ください。　
※ 事業協力花店など、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＝美化推進係

☎3880-5856 ▲ビュー坊のガーデンピック

　借りた本やＣＤ・ＤＶＤ
を破損してしまったり、
なくしてしまったりした場
合は、すぐにご連絡くだ
さい。■問先＝中央図書館　☎5813-3740

開館時間内に返しに行けないと
きは、ブックポスト★（本の返却
ポスト）を利用してね ！　★…図
書館など、区内20カ所に設置

今年度で
終了 ！



区施設（図書館・スポーツ施設など）は施設ごとに� 定期休館日 �を定めています

■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、3面左中を参照 9

講座「得意・特技を活
い

かした
地域活動を始めよう」
■日時＝11月6日㈯、午後2時〜4
時■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝お笑い芸人の木

き そ

曽さ
んちゅう氏や、区内で得意・特技を
活かして活動している方々の話を聞
き、地域活動における自身の得意・
特技の活かし方を学ぶ　※木曽さ
んちゅう氏は総合ボランティアセン
ターのみ■定員等＝▷ NPO活動支
援センター…10人　▷総合ボラン
ティアセンター…10人　▷Z

ズ ー ム

oom
…20人　※いずれも10月12日か
ら先着順。Zoomを除き保育あり

（要予約、6カ月〜就学前の子ど
も、先着各5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）、電
話・ファクス番号、Eメールアドレ
ス、参加方法、希望会場、「得意・
特技を活かした地域活動」をファク
ス■申・問先＝NPO活動支援セン
ター（梅田図書館1階。月曜日、祝

の助成や建替えプランなどに関す
る相談会■定員＝各8組（10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

空き家無料相談会
（10月・11月分）
■日時等＝表3■内容＝所有する空
き家の管理や活用方法などを専門
家に相談■定員＝各4組（10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
話番号、希望日、「空き家無料相
談会」をファクス■申・問先＝（区）
空き家担当
☎3880-5737� FAX3880-5615

講座「外国にルーツを持つ
子どもの支援」
■日時＝11月21日㈰、午後2時〜
4時■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝外国にルーツを持つ
子ども支援の動向や区の取り組み
と、地域で活動する団体を知り、私
たちに何ができるかを考える■定

日を除く、午前9時〜午後9時30分）
☎3840-2331� FAX3840-2333

吹付アスベスト対策費の助成
■対象＝平成18年8月以前に建築
された建物■内容＝建材の分析調
査や除去工事（解体は対象外）費用
の一部を助成。申し込み方法など、
くわしくはお問い合わせください。
■助成額等＝表1■問先＝アスベス
ト対策係� ☎3880-8041

不燃化特区助成制度
■助成内容等＝▷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…上記解体費助成の
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2■内容＝不燃化特区

員等＝▷エル・ソフィア…50人（保
育あり〈要予約、6カ月〜就学前の
子ども、先着5人〉）　▷Z

ズ ー ム

oom…
100人　※いずれも10月12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、参加
方法、「外国にルーツを持つ子ど
もの支援」をファクス■申・問先＝
NPO活動支援センター（梅田図書
館1階。月曜日、祝日を除く、午前
9時〜午後9時30分）
☎3840-2331� FAX3840-2333

足立区文化・読書・スポーツに
関する実態調査にご協力ください
■送付方法等＝▷区内在住で16
歳以上の方から無作為に選んだ
8,000人…区が委託した調査会社
から10月に調査票を送付　▷区立
小学5年・中学1年生と保護者(小
学校9校、中学校7校で実施)…10
月に学校を通じて配布■内容＝文
化・読書・スポーツへの関心や課
題などを明らかにし、文化・読書・
スポーツ分野計画の中間検証の基
礎資料とする調査■問先＝生涯学
習支援課 文化・読書・スポーツ連
携推進担当 ☎3880-8017

表1　吹付アスベスト対策費�助成額等
種類 助成額 助成限度額

建材分析調査★1

費用の2分の1
10万円

吹付アスベスト除去工事★2 ▷一戸建て住宅…50万円
▷ 共同住宅・そのほか…200万円

★1…今年度から調査後の手続きのみで助成が可能
★2… 工事前の申請が必要。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。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。

表3　空き家無料相談会�日時等（10月・11月分）
場所 日時

足立成和信用金庫 北千住ローンプラザ（千住2-57）
10/29㈮、午後5時～7時
11/14㈰、午前10時～正午

勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）
10/31㈰、午前10時～正午
11/28㈰、午前10時～正午

新田住区センター 11/2㈫、午前10時～正午
長門住区センター 分館 11/2㈫、午後3時～5時
地域包括支援センター 伊興 11/9㈫、午前10時～正午
江南住区センター 11/9㈫、午後3時～5時
足立成和信用金庫 西新井ローンプラザ

（西新井栄町2-3-15） 11/12㈮、午後5時～7時

本木関原住区センター 11/16㈫、午前10時～正午
地域包括支援センター 西綾瀬 11/16㈫、午後3時～5時
足立成和信用金庫 六町地域応援相談プラザ

（南花畑1-1-30） 11/26㈮、午後5時～7時

表2　解体・建替え相談会（第2弾）�日時等
場所 日時

梅田住区センター 11/6㈯、午前10時～正午
愛恵まちづくり記念館（関原の森内） 11/12㈮、午後6時30分～8時30分
興本地域学習センター 11/20㈯、午前10時～正午
西新井栄町住区センター 12/3㈮、午後6時30分～8時30分
中央南地域集会所（足立1-17-5） 12/11㈯、午前10時～正午
千住本町住区センター 12/17㈮、午後6時30分～8時30分
千住柳町住区センター 4年1/15㈯、午前10時～正午
千住あずま住区センター 4年1/21㈮、午後6時30分～8時30分

※施設の使用状況により、日時などが変更になる場合あり

油・断・快適下水道 下水道に油を流さないで
　台所から流れた油は、下水道管のつまりや悪臭の原因となります。
鍋や食器についた油汚れは、洗う前にふき取りましょう。この行動が川
や海の良好な水環境にもつながります。■問先＝下水道局 東部第二下
水道事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎5680-1354
東京都シルバーパスの新規購入は70歳になる月の初日から可能
　都内に住民登録がある70歳以上の方（ねたきりの方を除く）は、都内
民営バス・都営交通などが利用できる「東京都シルバーパス」を70歳に
なる月の初日から購入可能です。購入希望の方は必要書類を用意し、
最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期券発売所などのシルバーパス発
行窓口でお申し込みください。■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

10月11日～20日は全国地域安全運動強化月間

ながら見守りで、
さらに安全・安心なまちづくり

　区では犬の散歩やジョギングなどの日常生活を送りながら周りに目
を向ける「ながら見守り」に力を入れています。あなたも一緒に地域
や子どもを見守る仲間になりませんか ？
■申・問先＝まちづくり課 防犯まちづくり係　　   　☎3880-5435

リクエストにお応えして 見せる防犯グッズを追加しました�！
　「ネックストラップ」と「自
転車かご用反射プレート」
を新しく追加しました。
新規登録者には6つのう
ち2つをプレゼント ！　お
揃
そ ろ

いのグッズを身につけ
て、「ながら見守り」に出
かけましょう。■登録方法
＝電話／窓口／区のホー
ムページから専用
フォームに入力

友だち紹介キャンペーン実施�！（先着200人）
　10月11日〜31日に、友だちを紹介してくれた既登録者には上
記グッズのうち１つをプレゼント ！　この機会にぜひご紹介ください。

登録者登録者
1,800人を1,800人を

突破 ！突破 ！

NEW
ネックストラップ

反射
キーホルダー

トートバッグ バンダナ 水筒

NEW
自転車かご用
反射プレート

食器についた油汚れは
ふき取りましょう




