6

2022 年（令和 4 年）6 月 25 日（第 1882 号）

前に相談し、自費工事承認を受け
てください。申請を怠ると、罰則を
科される場合があります。 ※申
請方法など、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＝占用係
☎3880-5907

5面からの続きです

暮らし・まちづくり
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
査や除去工事費用の一部を助成
※解体は対象外■助成額等＝表1
※対策着手前の申請が必要■問先
＝アスベスト対策係 ☎3880-8041

災害時協力井戸の募集

道路内（地上・地下）への施設
の設置や、使用・工事等を行う
ときは許可申請が必要です
道路に一定の施設を設置し、継
続して道路を使用するときは、通行
の支障にならず一定の基準を満た
すほか、道路管理者
（足立区など）
や交通管理者
（警察）
の許可を受け
る必要があります。
また、突き出し看板・日よけの設
置、建築工事を行う場合の足場・
仮囲いの設置なども許可申請が必
要です。駐車場などに乗り入れるた
めの道路工事を行うときも必ず事
7月1日

OPEN

https://www.city.adachi.tokyo.jp/

■対象＝区内で日常的に使用してい
る井戸を所有している方■内容＝災
害時の生活用水などの確保のため
の協力井戸として登録 ※年1回、
衛生試験所などによる水質検査
（無
料）
を実施予定。登録方法など、く
わしくはお問い合わせください。■
問先＝災害対策課 施設管理係
☎3880-5837

マイナポイント設定・
申し込みをお手伝いします
■日程等＝表2■時間＝午前9時～
午後5時 ※毎週金曜日は3時終了
■内容＝6月30日から開始する、マ
イナンバーカードの健康保険証利用
登録・公金受取口座登録に伴うマイ
ナポイントの申し込み補助／パソコ
ン等がない方など向けに、最大2万

高校生・大学生の皆さん、悩んでいませんか？

そ〜だ、SODAに相談しよう！
ソ

無料
（予約制）

ー

ダ

北千住駅から徒歩約3分

家族や友人には相談しづらい悩みに対し、精神科医・精神保健福
祉士・公認心理師などの専門スタッフが一緒に考え、問題解決に取
り組む、
「あだち若者サポートテラス
（SODA）
」
を開設します。
＼
＼こんな悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください／
／
学校や仕事に
行きたくない…

夜 眠れず、
食欲もわかない…

イライラする、
ひどく落ち込む…

日時 火・日曜日、祝日を除く、午前10時～午後7時

場所 あだち若者サポートテラス
（SODA）
  千住2-29-2
対象 おおむね15～25歳で区内在住・在勤・在学の方
問先 あだち若者サポートテラス
（SODA）

☎070-1353-3216
（区）
子どもの貧困対策・若年者支援課
☎3880-5717
若年者支援推進担当

広げよう！
人権の輪

▲
申し込み
方法など、
くわしく
はコチラ

ストップ！就職差別

採用選考は、希望する職業に就くために、仕事に対する能力や適
性を企業に伝える大切な機会であり、公平・公正でなくてはなりま
せん。職業安定法、厚生労働省の指針により、企業は原則として家
族構成など本人に責任がないことや人生観などの本来自由であるべ
きことを質問してはいけないことになっています。
就職活動中に面接などで、下記のような質問をされた方はご相
談ください。
◦生まれはどこですか？
◦ご家族はどんな仕事をしていますか？
◦尊敬する人物は誰ですか？
◦どんな本を読んでいますか？
■問先＝ハローワーク足立 雇用指導コーナー
  
（区）
人権推進係

☎3870-8898
   ☎3880-5497

円分のポイントの受け取り手続きを
補助 ※マイナンバーカードの申請
用写真の無料撮影も実施■持ち物
＝マイナンバーカードなど ※くわ
しくはお問い合わせください。■申
込＝不要 ※当日直接会場へ■問先
＝▷制度…マイナンバー総合フリー
ダイヤル
☎0120-95-0178
（区）
マイナンバー
▷サポート窓口…
☎5888-7707
ダイヤル

住民基本台帳の3年度閲覧状況
■閲覧状況の概要＝▷国または地方
公共団体が法令で定める事務の遂
行に必要で行うもの…3件 ▷統計
調査、世論調査、学術研究、その
ほかの公益性が高いと認められる
調査研究…63件 ▷公共的団体が
行う地域住民の福祉の向上に寄与
する公益性の高い活動…9件■問先
☎3880-5724
＝住民記録係

美化啓発プレートを
配布中
■対象＝区内在住・在勤・在学の方
■内容＝美化意識向上のための
「犬
のフン放置禁止」
「ポイ捨て禁止」
「歩
きタバコ禁止」
プレートを配布 ※な
表1

くなり次第終了■配布場所＝地域調
整課／区民事務所■問先＝美化推
☎3880-5856
進係

▲縦21㎝×横32㎝のプレート

都市計画が決定しました
▪都決定の都市計画
■内容＝用途地域の変更
（北綾瀬
駅周辺）
／防災街区整備方針の変更
（千代田区・中央区・港区を除く、
東京23区）
■縦覧場所・問先＝
（都）
都市計画課 新宿区西新宿2-8-1
☎5388-3225
▪区決定の都市計画
（北綾瀬駅周辺）
■内容＝北綾瀬駅周辺地区地区計画
の決定／足立区環状七号線Ｃ地区沿
道地区計画の変更／高度地区の変
更／防火地域及び準防火地域の変
更 ※区のホームページでも閲覧可
――いずれも――
■告示日＝6月17日■縦覧場所・
問先＝
（区）
都市建設課 都市計画係
☎3880-5280

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
調査費用の2分の1 10万円
延床面積1,000㎡以上 工事費用の5分の4 300万円
吹付アスベスト除去工事★
延床面積1,000㎡未満 工事費用の2分の1 200万円
★…工事完了日から引き続き5年間使用するなどの条件があります。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。

表2 マイナポイント設定サポート窓口 日程等

日程
場所
7/4～8
江北・佐野・鹿浜地域学習センター／生涯学習センター
（学びピア21内）
7/11～15 伊興・興本・花畑地域学習センター／綾瀬住区センター
7/19～22 竹の塚・中央本町・保塚地域学習センター／江南住区センター
7/25～29 新田・東和・舎人地域学習センター／エル・ソフィア
※区役所１階区民ロビー、イオン西新井店・４階は常設
（写真撮影は不可。6月25日㈯
～30日㈭午前中は、システムメンテナンスのため手続きできません）
。

総合スポーツセンター

屋外プール利用案内

▪個人利用
（一般用／幼児用）
■時間＝午前9時30分～午後5時 ※入場は4時30分まで■対象＝2歳
以上の方 ※小学3年生以下の方は、高校生以上の保護者の同伴が必
要。同伴者も水着着用。同伴者1人につき3人まで。おむつ・トレーニ
ングパンツ着用の方は利用不可■利用料金＝▷中学生以下の方…100
円 ▷高校生以上の方…550円■申込＝不要 ※当日直接会場へ
▪団体貸し出し
■時間＝午後6時～8時■対象＝次のすべてに当てはまる団体…営利
を目的としない／利用の際
「日赤水上安全法救助員」
有資格者を配置
できる／団体内で責任をもって指導・監視体制がとれる■利用料金＝
▷全コース…3万7,200円 ▷3分の1コース…1万2,400円■申込＝
電話／窓口■申込期間＝7月7日㈭～利用日の8日前
――いずれも――
■期間＝7月15日〜8月31日 ※8月8日㈪は個人利用不可。7月16
日㈯、8月8日㈪・20日㈯は団体貸し出し不可■場・申・問先＝総合
スポーツセンター
   
☎3859-8211
◦気温35℃以上で暑さ指数★が31℃以上
（危険水準）
の場合は中止します。
◦新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、周囲の方と十分な距離
（2m以
上）
を取ってご利用ください。
ふくしゃ
★…熱中症予防を目的とし、湿度、日射・輻射などの周辺の熱環境、気温に着目した指標

■配布場所＝戸籍住民課／報道広報課／区民事務所（中央本町を除く）／住区センター ※区のホームページなどでも閲覧
区の施設や行政情報が掲載された冊子
「足立区行政サービス案内」をご利用ください 可。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＝デジタル情報・広告係 ☎3880-5514

■ 申込…申し込み方法 ■ 期限…申込期限
■ 場・申・問先 … 場所・申込先・問い合わせ先

「明るい選挙ポスター」
募集
■対象＝区内在住・在学の小学生
～高校生■内容＝投票を呼びかけ
るポスターを募集 ※画用紙の四
つ切りまたは八つ切り。 画材は自
由。入選者に賞状・記念品を贈呈。
参加賞あり■申込＝作品裏の右下
に学校名、学年、氏名
（フリガナ）
を
記入し持参 ※入選作品の版権は
区に属する。入選者は学校名、学
年、氏名
（フリガナ）
を公表■期限＝
▷区内在学の方…通学先で決めた
日 ▷そのほかの方…9月7日㈬■
申先＝▷区内在学の方…通学先 ▷
そのほかの方…選挙管理委員会事
務局 選挙係■問先＝選挙管理委員
☎3880-5531
会事務局 選挙係

緑化工事費用の一部を助成
道路に面する場所の緑化
（生け垣
／植込地／フェンス緑化 など）
や、
屋上・壁面の緑化にかかる工事費
用を一部助成します。 ※工事着
手2週間前までに申し込みが必要。
助成額や申し込み方法など、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＝緑化推進係
☎3880-5188

トランスジェンダー女性★
を描いた映画
「片袖の魚」
上映＆監督講演会
（無料）
か た そ で

さかな

■日時＝7月23日㈯、
午後2時～3時
30分■場所＝竹の塚地域学習セン
ター■内容＝作品を通して、多様な

☎…電話番号 FAX …ファクス番号
HP …ホームページアドレス
…Eメールアドレス

性への理解を深めるとともに、映画
監督から撮影秘話や作品に込めた
思いを聞く
（上映時間34分）
■定員
＝▷会場…40人
（保育あり
〈7月14
日までに要予約、6カ月～就学前の
ユ ー チ ュ ー ブ
子ども、 先 着5人〉
） ▷YouTube
…40人 ※いずれも6月27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、
YouTube希望の方はＥメールアドレ
ス、
「片袖の魚」
をファクス ★…出
生時の身体的性は男性だが、性自
認は女性の方■申・問先＝男女参
画プラザ
FAX 3880-0133
☎3880-5222

7月は
「社会を明るくする
運動」
強調月間
犯罪や非行を防ぎ、罪を犯した
人たちの立ち直りについて理解を
深め、犯罪や非行のない明るい社
会を築くための全国的な運動です。
区では、教育委員会や社会福祉
協議会などで構成される推進委員
会が中心となり、活動しています。
▪親と子ふれあい将棋教室
■日時＝7月31日㈰、午後1時開始
■場所＝エル・ソフィア ※車での
来場不可■対象＝区内在住・在学
の小学生と保護者■内容＝将棋の所
作を学び、様々な人と対局／扇子
などの景品が当たる抽選会 ※プ
ロ棋士の参加あり■定員＝16組
（抽

官 公 庁
性別による無意識の思い込みに関するエピソード募集

■対象＝都内在住・在勤・在学の方■内容＝仕事、家庭、子ども・若者
部門のエピソードを募集
（400字以内） ※400人に感謝品を進呈
（抽選）
■申込＝都のホームページからオンライン申請■期限＝7月18日㈷■
☎5388-3189
申・問先＝
（都）
男女平等参画課			
HP https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/wlb_
top/0000001722.html

浸水ゼロ・安全・快適 下水道「みんなで備えて、浸水からまちを守ろう」

雨期を迎え、浸水の危険性が高くなります。「雨水ます」
や
「側溝」
に
ごみを流さない、
物を置かないなど、
「浸水への備え」
をお願いします。
■問先＝
（都）
下水道局 東部第二下水道事務所
☎5680-1552

3年度 下半期財政状況

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。特別会計など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＝財政担当
☎3880-5814
▪財政状況の概要
区の会計のうち、3年度9月末時点の一般会計予算額は3,266億
円でした。その後、新型コロナウイルス感染症対策などに伴う予算
の補正を行い、歳入・歳出それぞれを334億円増額し、4年3月の
最終予算額は3,600億円となりました
（表3）
。
表3

3年度 歳入・歳出
（一般会計）

歳入

収入済額
収入率

3,290億円
91.4％

  

歳出

予算額3,600億円

支出済額
執行率

2,863億円
79.5％

※数値は4年3月31日現在。 収入済額・支出済額は、最終の決算額とは異な
ります。最終の決算時点の執行率は90％以上となる見込みです。

気づいてください
ヘルプマーク

※ 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
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相談受け付け期間＝7月6日～8月3
選）
■申込＝区のホームページから
日■問先＝▷事業内容など…（区）
オンライン申請／全員の住所・氏
協働・協創推進担当
名・電話番号・Eメールアドレス、
☎3880-5020
子どもの学校名・学年・棋力
（将棋
の強さ）
をハガキで送付■期限＝7 ▷事前相談…NPO活動支援センター
月20日㈬必着■申・問先＝日本将 （梅田図書館1階。月曜日、祝日を
棋連盟
「足立区ふれあい将棋教室」 除く、午前9時〜午後9時30分）
☎3840-2331
係 〒151-8516渋 谷 区 千 駄ヶ谷
2-39-9
☎3408-6165
道路の拡幅にご協力ください
――いずれも――
災害に強いまちづくりのため、細
■問先＝
（区）
民生係
街路整備事業で道路を拡幅してい
☎3880-5870
ます。4ｍ未満の道路に接する敷地
住区センター
（悠々館）
で
に建物の新築などを行う場合、事
ちょっと涼んでいきませんか
業の対象となる場合があります。く
■期間＝開催中～9月30日■場所＝ わしくは区のホームページをご覧に
住区・コミュニティセンター
（悠々館） なるか、お問い合わせください。
■問先＝細街路係 ☎3880-5286
■対象＝60歳以上の方■内容＝セ
ンターで涼しく過ごせるイベントを
政治家などの寄附や
実施 ※日時・内容などはセンター
有権者の寄附要求は禁止
によって異なります。くわしくはお
問い合わせください。■問先＝指
政治家
（立候補者・立候補予定者
導相談係
☎3880-5868
を含む）
が選挙区内の人に寄附をす
ることは、いかなる名目でも禁止さ
公益活動げんき応援事業
れています。金銭に限らず、お中
助成金の申請受け付け（第2期）
元などを贈ることや、祭りなどで酒
や食べ物を振る舞うこと
（会費など
■対象＝ＮＰＯ活動支援センターに
債務の履行と認められるものを除
登録し、区内を主な活動地域とする
く）
などもできません。
ＮＰＯ・ボランティア団体など■対象
有権者がこれらを求めることも禁
事業＝子どもの居場所づくりや高齢
止されていて、強要すると処罰され
者支援、まちづくりなど、区内にお
ます。また、答礼のための自筆に
ける公益活動や地域貢献活動■助
よるものを除き、暑中見舞い状な
成額
（上限）
＝▷げんき応援コース…
どのあいさつ状
（電報やそれに類す
10万円 ▷課題解決コース…30万
るものを含む）
を出すことも禁止さ
円 ▷ステップアップコース…60万
れています。■問先＝選挙管理委
円 ▷協働・協創推進コース…100
員会事務局 管理係 ☎3880-5581
万円 ※申請にはNPO活動支援セ
ンターへの事前相談が必要。くわし
8面に続きます
くはお問い合わせください。■事前

7月14日
～
9月4日

オープン！
■問先＝東部道路公園維持課 事業調整担当
☎3880-5845

■時間＝午前9時～午後1時■場所等＝表4■対象＝おむつがとれた就
学前の子ども ※保護者同伴。水遊びパンツ不可■申込＝不要 ※当
日直接会場へ
表4

じゃぶじゃぶ池 一覧
公園
（所在地）

井堀北
（栗原1-15-8）

週休日

公園（所在地）

週休日

諏訪木西（西新井4-35-1） 火曜日

月曜日

梅田亀田
（梅田8-13-1）

なし

千住（千住大川町35-1）

月曜日

大谷田南
（中川4-42-1）

月曜日

千住旭（千住旭町30-1）

なし

竹の塚第三（竹の塚4-7-1） 月曜日

尾竹橋
（千住桜木2-16-1） 火曜日
北鹿浜
（鹿浜3-26-1）
五反野コミュニティ
（西綾瀬2-1-18）
下河原
（東綾瀬1-11-12）
下の
（綾瀬7-5-2）
新田さくら
（新田3-34-1）
新西新井
（西新井5-17-1）

竹の塚第五（竹の塚6-3-4）

月曜日

東和親水（東和4-6-18）

火曜日

都立東綾瀬（綾瀬6-24）

なし

花畑（花畑4-40-1）

月曜日

南宮城（宮城1-27-5）
見沼代親水（舎人2-3）

なし

六木中央（六木3-34-1）

月曜日
なし

◦気温35℃以上で暑さ指数★31℃以上
（危険水準）
の場合は中止します。
人数制限を設ける場合があります。
◦新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
◦1時間ごとに水質検査を実施し、衛生管理を徹底しています。
ふくしゃ

★…熱中症予防を目的とし、湿度、日射・輻射などの周辺の熱環境、気温に着目した指標

援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお願いします。■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 FAX 3880-0041

