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福祉・高齢医療

中途聴覚障がい者の
通所訓練希望者募集
■日程＝毎週金曜日■対象＝次のす
べてに当てはまる方…18歳以上／
身体障害者手帳を所持または取得
見込み／障がい福祉センターで通所
訓練を利用したことがない■内容＝
専門講師による手話などのコミュニ
ケーション能力の向上／ファクスや
パソコンなどの練習／福祉機器の活
用／日常生活の相談／聴覚障がい
施設の見学 など　※障害者総合支
援法による費用負担あり■利用期間
＝最長18カ月■申込＝電話／住所、
氏名、電話・ファクス番号、「中途聴
覚障がい者通所訓練」をファクス■
場・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　
☎5681-0131 FAX5681-0138

介護保険の利用料負担軽減
□施設入所者など
■対象＝表1■内容＝特別養護老
人ホーム、介護老人保健施設、介
護療養型医療施設、介護医療院の
入所者（ショートステイを含む）の食
費・居住費負担を年金収入と所得・
預貯金などに応じて軽減
□生計困難者
■対象＝次のすべてに当てはまる方
…住民税非課税世帯／年間収入額
が150万円以下（単身の場合。世
帯員が1人増えるごとに50万円を
加算）／預貯金額などが350万円以
下（単身の場合。世帯員が1人増え
るごとに100万円を加算）／日常生
活上必要以上に資産を所有してい
ない／負担能力のある方に扶養さ

れていない／介護保険料を滞納し
ていない■内容＝都と区に軽減を
申し出ている事業者のサービスを
利用した場合、利用者負担額の原
則4分の1を軽減　※軽減実施事業
者は（都）福祉保健局のホームペー
ジ（http://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/）に掲載

─―いずれも―─
※すでに認定されている方の申請
期限は7月29日㈮。6月中に更新の
お知らせを送付予定。申し込み方
法など、くわしくはお問い合わせく
ださい。■問先＝保険給付係

☎3880-5743
表1　 介護保険の利用料負担軽減

（施設入所者など）対象
段階 所得等 預貯金等

1 生活保護受給者
単身…
1,000万円以下
夫婦…
2,000万円以下

2
前年の合計所得金
額と年金収入金額
の合計が80万円以
下

単身…
650万円以下
夫婦…
1,650万円以下

3
①

前年の合計所得金
額と年金収入金額
の合計が80万円超
～120万円以下

単身…
550万円以下
夫婦…
1,550万円以下

3
②

前年の合計所得金
額と年金収入金額
の合計が120万円
超

単身…
500万円以下
夫婦…
1,500万円以下

※住民税非課税世帯対象（別世帯の配偶
者含む）

手話通訳者・要約筆記者の派遣
■対象＝区内在住で、身体障害者手
帳を所持する聴覚障がい者、言語
機能障がい者、音声機能障がい者　
※事前登録が必要です。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＝障がい福祉係
☎3880-5255 FAX3880-5754

きこえの相談
■日程＝毎週火〜金曜日（予約制）
■対象＝区内在住の方■内容＝言
語聴覚士による相談／聴力検査／
補聴器体験 など　※申し込み方法
など、くわしくはお問い合わせくだ
さい。■場・問先＝障がい福祉セ
ンターあしすと自立生活支援室
☎5681-0132 FAX5681-0137

生活支援サポーター養成研修
（2日制）
■日時＝7月17日㈰・24日㈰、午
前9時45分〜午後5時■場所＝生涯
学習センター（学びピア21内）■対
象＝介護サービスを受けていない
18歳以上で、区の指定を受けた訪
問介護事業所での雇用を希望する
方■内容＝講義などを通して、専門
的技術・知識が不要な介護サービス
（掃除／ごみ出し／見守り など）の
担い手「生活支援サポーター」資格
を取得■定員＝30人（6月13日から
先着順）　※保育あり（要予約）■申
込＝電話／区のホームページからオ
ンライン申請■申・問先＝お問い合
わせコールあだち（毎日、午前8時
〜午後8時） ☎3880-0039

仕事・産業

あだち若者サポートステー
ション 個別保護者相談
■日時＝6月25日㈯、午後1時／2
時30分／4時　※各1時間程度■
対象＝就労を考えている15〜49歳
の方の保護者■内容＝サポステ事
業における生活・就労支援につい
て、通所と合宿型の違いと効果を
説明■定員＝各1人（6月14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）　千住3-6-12 ツオード千住壱
番館402 ☎6806-1401
■問先＝（区）就労・雇用支援係

☎3880-5469

創業者ステップアップ
プログラム（6日制）
■日時＝4年9月8日〜5年1月12日
の第2木曜日、午後6時〜9時／2月
9日㈭、午後2時〜5時■場所＝あ
だち産業センター■対象＝経営課題
の解決により、さらなる成長をめざ
す、おおむね創業5年未満の個人事
業主・法人■内容＝先輩起業家体
験談／課題抽出／受講者と同業種
の先輩起業家などからのアドバイス
／成果発表会 など■定員＝8人（選
考）■費用＝9,000円■申込＝ホー
ムページからオンライン申請■期限
＝7月8日㈮■申先＝エキスパート・
リンク㈱（区委託事業者）
HP https://ex-link.co.jp/
■問先＝（区）創業支援係

☎3880-5495

区内工業製品の
本庁舎展示品募集
■期間＝8月1日〜11月30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・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

物
もの

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＝7
月8日㈮必着■申・問先＝産業振興
課ものづくり振興係
☎3880-5869 FAX3880-5605

5面からの続きです

　区内建築物（公益施設を除く）の「従量電灯ＢまたはＣ」★1の電力契約
を再生可能エネルギー★2100％由来の電力メニューに切り替
えた方に「再エネ100電力導入サポートプラン協力金」を支給
します。
★1…Ｂは一般家庭など、Ｃは商店など電気使用量が多い方向けの料金プラン
★2…�太陽光や風力など、自然界に存在し永続的に利用可能なエネルギー
■対象＝個人／中小企業 など■協力金額＝2万円■申込＝申請書を区

へ郵送・持参　※申請書は区のホームページからダウンロード。必要
書類など、くわしくは区のホームページをご覧ください。■申込期間
＝4年6月13日〜5年2月28日必着　※予算額に達し次第終了。申請
した年度・翌年度の連続した2年間申請可能
□ヤマダデンキでパネル展示を実施
■期間等＝▷テックランド足立店（平野2-1-5）…6月14日㈫〜19日㈰　
▷ヤマダアウトレット足立店（青井6-24-8）…21日㈫〜26日㈰■内容
＝上記協力金事業や、「あなたにもできるＣＯ２ゼロ行動」などを紹介
■申込＝不要　※当日直接会場へ

CO2削減に向けて再生可能エネルギー
100％電力へ切り替えよう ！

■申・問先＝環境政策課管理係　☎3880-5935

ハザードマップの
訂正とお願い

P４６の足立区防災ナビの二次元コードが旧アプリの
ものとなっています。お手数ですが、4月にリニュー
アルした「足立区防災アプリ」をご利用ください。

【誤】 【正】

ページ 番号 名称 備蓄物資 エレベータ

➡

備蓄物資 エレベータ

P35 4 綾瀬小学校 〇 〇 〇

P36 22 江北小学校 〇 〇 〇

P37
80 千寿青葉中学校 〇 〇 〇

81 新田学園 第一校舎 〇 〇

※ お手元に届いたものに【落丁・乱丁】がある場合は、お問い合わせく
ださい。

　5月16日から6月中旬ごろまで、区内全戸・全事業所に順次配布を
行っている「洪水・内水・高潮ハザードマップ」内の「水害時避難施設一
覧」において、下記のとおり誤りがありました。大変申し訳ございませ
んでした。お手数ですが、お手元に届いたハザードマップに下記の訂
正のとおりご自身で〇を付けるようお願いします。

都市建設課企画調整担当
☎3880-5349

◀「足立区防災
アプリ�」は
　コチラ

おわび 問先



■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

暮らし・まちづくり

空き家 無料相談会
■日時＝6月28日㈫〜30日㈭、午
前10時〜正午／午後1時〜3時■
場所＝区役所■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8組（6月13日か
ら先着順）■申込＝電話／区のホー
ムページからオンライン申請／住
所、氏名（フリガナ）、電話番号、希
望日時、「空き家無料相談会」をファ
クス■申・問先＝空き家担当
☎3880-5737 FAX3880-5615

カラス被害防止には
とりコンをご利用ください
　カラス被害防止に効果的な｢とり
コン（折り畳み式のごみ収集ボック
ス）｣を無料で貸し出し中です。ごみ
集積所の散乱被害対策に、ぜひご
利用ください。　※貸し出しには現
地確認が必要。くわしくはお問い合
わせください。
□とりコンの特徴
　丈夫なボックスタイプで、カラス
や猫がふたを開けることができない
／使用しないときは、折り畳んで収
納できる

――いずれも――
■問先＝足立清掃事務所作業係　

☎3853-2141

不燃化特区 助成制度の相談会
■助成内容等＝▷不燃化特区（西新
井駅西口周辺地区、足立区中南部
一帯地区）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）　▷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て
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・建て替え相談会（第1弾）
■日時等＝表2■内容＝不燃化特区
の助成や解体・建て替えなどに関

する相談会■定員＝各8組（6月13
日から先着順）■申込＝電話／区の
ホームページからオンライン申請／
住所、氏名（フリガナ）、電話・ファ
クス番号、希望日、「解体・建て替
え相談会」をファクス

――いずれも――
■申・問先＝不燃化推進係
☎3880-6269 FAX3880-5615

住居表示板の実態調査を実施
■期間＝6月中旬〜8月上旬（予定）
■対象＝綾瀬六・七丁目■内容＝
老朽化などの確認のため、住居表
示実施済み区域の街区表示板と町
名・住居番号表示板（緑色のアルミ
板）の取り付け状況を順次調査　※
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

西新井駅 西口駅前広場の
整備がはじまります
■事業施行期間＝4年4月18日〜12
年3月31日■内容＝区画街路第9号
線（駅前広場等）の整備の事業認可
を取得　※くわしくはお問い合わせ
ください。■問先＝道路整備課 事
業計画係 ☎3880-5921

講座「子どもに伝える
プライベートゾーン
カラダと性の話」
■日時＝7月9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＝
保護者がプライベートゾーンについ
て正しい知識を学び、子どもを性
の被害者にも加害者にもさせない
よう、性についての理解を深める■
定員等＝▷会場…20人（保育あり〈6
月30日までに要予約、6カ月〜就学
前の子ども、先着5人〉）　▷Z

ズ ー ム

oom
…10人　※いずれも6月13日から
先着順■申込＝電話／区のホーム
ページからオンライン申請／住所、
氏名（フリガナ）、年代、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、参加方
法、Zoom希望の場合はＥメールア
ドレス、「子どもに伝えるプライベー
トゾーン」をファクス■申・問先＝男
女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

7月からマイナンバーカード
交付会場を16カ所増設します
■場所等＝▷1日㈮開設…東京電
機大学 千住キャンパス（千住旭
町5）　※カードは後日郵送　▷
5日㈫開設…区民事務所（中央本
町を除く）■内容＝マイナンバー
カードを初めて受け取る方の交付
会場を増設　※事前予約が必要。
くわしくはお問い合わせくださ
い。■問先＝▷予約…（区）マイナ
ンバーカード予約センター

☎0570-001-253
▷交付・手続き…（区）マイナンバー
ダイヤル ☎5888-7707

国のシステムメンテナンスの
ためマイナポイント関係の
手続きができません
■期間＝6月25日〜30日午前中■
内容＝区のサポート窓口（区役所／
イオン西新井／エル・ソフィア／新
田・東和・舎人地域学習センター）
においてもマイナポイント関係の手

続きができません。　※開庁日の
マイナンバーカードの申請のお手伝
いは実施。くわしくはお問い合わせ
ください。
■問先＝▷制度・手続き…マイナン
バー総合フリーダイヤル

☎0120-95-0178
▷カード申請のお手伝い…（区）マイ
ナンバーダイヤル ☎5888-7707

都市計画案のお知らせ
（決定前の案の公表）
□都決定の都市計画
■内容＝住宅市街地の開発整備の
方針の変更　※区内49地区が対象
■公告日＝6月9日■縦覧・意見書
提出期間＝6月9日〜23日■縦覧場
所・意見書提出先・問先＝（都）都
市計画課　新宿区西新宿2-8-1

☎5388-3225
（区）都市建設課都市計画係

☎3880-5280
□区決定の都市計画
■内容＝辰沼一丁目地区地区計画
の策定／一団地の住宅施設の廃止
（中川第二）　※地区計画に基づい
た建て替えのため■公告日＝6月24
日■縦覧・意見書提出期間＝6月24
日〜7月8日■縦覧場所・意見書提
出先・問先＝（区）都市建設課 都市
計画係　※区のホームページでも
閲覧可 ☎3880-5280

＝催し物＝
☆楽しく作れる手作りアクセサ
リー ワークショップ　7月16
日㈯、午後1時30分〜3時30分／
生涯学習センター／18歳以上の
方が対象／定員10人(先着順)／
2,000円(材料費など)／電話／
青木　　　 ☎080-5457-9792

6月の休日開庁日
日時 26日㈰（第4日曜日）

午前9時～午後4時
場所 区役所
□主な業務内容
◦�転入・転出や戸籍の届出の受
け付け
◦�住民票の写しなどの証明書の
発行
◦税・各種保険料の納付・相談
◦保育園に関する相談
※�当日は国がシステムメンテナ
ンスを行うため、マイナポイ
ント関連業務が実施
　できません。
くわしくはコチラ

東京未来大学 こどもみらい園の催し
□不登校や発達に関するお悩み相談会
■日時＝6月18日㈯、7月2日㈯・16日㈯、午前10時〜11時30分■
対象＝登校などに不安のある小・中学生の保護者
□ソーシャルスキル体験会＆発達相談会
■日程＝6月19日㈰、7月3日㈰・17日㈰■時間等＝▷発達に課題の
ある就学前の子ども…午前10時30分〜11時30分　▷発達に課題の
ある小学生…11時30分〜午後0時30分
□リトミック体験会＆発達相談会
■日程＝6月25日㈯、7月9日㈯・30日㈯■時間等＝▷発達に課題の
ある就学前の子ども…午後2時〜3時　▷発達に課題のある小学生…
3時〜4時

――いずれも――
■内容＝専門家による相談会■定員＝各10人（6月11日から先着順）
■申込＝ホームページからオンライン申請■場・申・問先＝東京未来
大学 こどもみらい園（月・火曜日を除く、午前10時〜午後6時）　綾
瀬2-30-6　 ☎5629-3789　 HP https://miraien.tokyomirai.ac.jp
大学連携の問い合わせ先＝（区）大学連携担当　 ☎3880-5840

▲�奥行60㎝×高さ66㎝で、幅は大型
（180㎝）・小型（120㎝）の2種類

表2　解体・建て替え相談会（第1弾）日時等
日時 場所

7/8㈮、午後6時30分～8時30分 梅田住区センター
7/16㈯、午前10時～正午 興本住区センター
7/29㈮、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）
8/6㈯、午前10時～正午 西新井栄町住区センター
8/19㈮、午後6時30分～8時30分 五反野コミュニティセンター
8/27㈯、午前10時～正午 千住柳町住区センター
9/2㈮、午後6時30分～8時30分 千住あずま住区センター
9/10㈯、午前10時～正午 千住本町住区センター
※施設の使用状況により、日時などが変更になる場合があります。




