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2022 年（令和 4 年）9 月 25 日（第 1888 号）

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

☎5681-0131

公募・ボランティア

仕事・産業

環境基金審査会委員
■対象＝区内在住の18歳以上で、
年2回程度の会議
（平日昼間）
に出席
できる方■内容＝区が実施する環
境基金助成に申請した事業者・団
体などが行う活動の審査■任期＝5
年3月24日～7年3月23日■報酬＝
1回7,000円■募集人数＝3人■選
考＝作文・面接■申込＝区のホーム
ページからオンライン申請／募集
要項に添付の申込書、作文を 区 へ
郵送 ※作文のテーマなど、くわ
しくは環境政策課で配布する募集
要項を参照
（区のホームページから
もダウンロード可）
。申込書類は返
却不可■期限＝10月21日㈮必着■
申・問先＝環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

FAX 56

マンスリー就職面接会
「実りの秋 就職応援面接会」
■日時＝10月18日㈫、午後1時30
分～4時■場所＝ムーブ町屋
（荒川
区荒川7-50-9）
■定員＝60人
（10月
3日から先着順）
■申込＝電話■申・
問先＝ハローワーク足立 事業所第
二部門
☎3870-8617
■問先＝
（区）
就労・雇用支援係
☎3880-5469

暮らし・まちづくり
10月1日は浄化槽の日 浄化
槽の検査・清掃をしましょう
浄化槽の放流水質の悪化や悪臭

「ブンブン号」
10月より
では

シルバーパスが利用できなくなります！

花畑桑袋団地と六町駅間で試験運行している社会実験バス
「ブン
ブン号」
。本格運行に移行できるよう、3期目の開始日となる10月1
日から下記❶・❷の収支率向上策を実施します。収支率24％★の達
成には、今まで以上の利用が必要となりますので、通勤・通学や買
い物などでぜひご乗車ください。
★…6カ月ごとに収支率を検証し、2期連続で24%を達成すると本格運行へ移行する

❶ 運行ダイヤの変更
（減便など）
利用実態に合わせ、利用の少ない時間帯や土・日曜日、祝日を減便
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本格運行へ移行

❷乗車割引証の導入(シルバーパスは利用不可に)
70歳以上の希望者へ、大人運賃の 収支率推移
24.0％ 24.0％
半額
（110円）で乗車できる乗車割引
証を
（区）交通対策課の窓口で無料発
期
11.6％
行 ※発行には氏名や生年月日など 9.7％
連続
達成
が分かる公的な本人確認書類が必要。
くわしくは区のホームページをご覧 1期目 2期目 3期目 4期目
（見込）
になるか、お問い合わせください。 （実績）

■問先＝
（区）
交通計画係 ☎3880-5718

宿泊施設インフォメーション（5年1月分）
▪鋸南自然の家、日光林間学園
（区・宿泊施設）
■利用日等＝表1■対象＝区内在住・在勤の方、
その同伴の方 など ※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＝ホームページからオンライン申請／抽選申し込みハガキを利
用施設に郵送 ※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＝10月1日～10日消印有効 ※10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、11月1日～利用希望
（フリガナ）
・年齢・電話
日の3日前までに電話または代表者の住所・氏名
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）
表1

宿泊施設利用日等（5年1月分）
利用施設

利用できる日

鋸南自然の家
（予約専用）
1～4・7・8・
FAX 0470-55-4720
☎0470-55-4770
14・21・28
HP https://www.adachiku-kyonan.com/
日光林間学園（予約専用）
FAX 0288-54-1661 1～4・7・8
☎0288-53-3681
HP https://www.adachiku-nikko.com/

受付時間

平日、
午前9時～午後5時

※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、各施設にお問い合わせください。

10月15日㈯～21日㈮の違反建築
防止週間に一斉パトロールを実施

■内容＝建築工事現場の建物が建築基準法を守って
いるかを確認■問先＝建築監察係 ☎3880-6497

を発生させないために、管理者に
は定期的な保守点検や清掃が義務
付けられており、違反者には罰則
があります。適切な管理を行って
ください。
▪届出を忘れずに
浄化槽を撤去したときや使用者
が変わったときは、
届出が必要です。
――いずれも――
※くわしくは区のホームページを
ご覧ください。■問先＝▷法定検
査…
（公財）東京都環境公社 浄化槽
検査係
☎042-595-7982
（一社）
▷保守点検…
東京都水環境シ
ステム協会
☎6458-4614
▷そのほか…
（区）ごみ減量推進課
業務係
☎3880-5302

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＝マイナンバーカードの新
規取得・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
（9月末
までにマイナンバーカードの申請
をした方が、マイナポイントの付
与対象です）■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
（混雑時は
整理券を配布）■問先＝▷制度…
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178
▷サポート窓口…
（区）
マイナンバー
ダイヤル
☎5888-7707

10月は3R 推進・食品ロス削
減月間「環境パネル展」を開催
★

■期間等＝▷区立図書館
（15館）
…
10月1日～30日
（各館休館日あり）
▷ケーズデンキ足立店
（小台1-206）…4日～10日 ▷ケーズデンキ
足立一ツ家店
（一ツ家3-8-18）
…11
日、正午～17日■内容＝簡単に実
践できる冷蔵庫収納術などのパネ
ルを展示
（ケーズデンキでは
「あな
たにもできるCOリ2デゼロ行動」
など
ュ ー ス
リ ユ ー ス
もリ 紹
介） ★ …
「Reduce」
「Reuse」
サ イ ク ル
の頭文字で、ごみ減量の
「Recycle」
合言葉■申込＝不要 ※当日直接
会場へ■問先＝資源化推進係
☎3880-5027

表2 マイナポイント設定・申し込み 日程等
日程
10/3㈪～7㈮・
31㈪～11/2㈬・4㈮
10/11㈫～14㈮
10/17㈪～21㈮
10/24㈪～28㈮

場所
伊興・興本・花畑地域学習センター／
生涯学習センター
（学びピア21内）
東和・舎人地域学習センター／江南住区センター／
エル・ソフィア
新田・竹の塚・中央本町・保塚地域学習センター
江北・佐野・鹿浜地域学習センター／綾瀬住区センター

審議会等の公開（10月・11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
午後2時
契約課 工事契約係
足立区公契約等審議会 10/14㈮
☎3880-5832
〜4時
午後1時30分
都市建設課 都市計画係
足立区都市計画審議会
☎3880-5280
～3時
10/17㈪
午後2時30分
区政情報課 情報公開担当
足立区情報公開・
個人情報保護審議会
☎3880-5225
～4時30分
午後2時
住宅課 住宅計画係
区役所
足立区居住支援協議会 10/21㈮
〜4時
☎️3880-5963
足立区地域保健福祉
介護保険課 介護保険係
午前10時
推進協議会
10/24㈪
介護保険・障がい
☎3880-5887
～正午
福祉専門部会
午後1時15分
政策経営課 政策経営担当
足立区総合教育会議
☎3880-5811
～2時30分
10/27㈭
多様性社会推進課
エル・
午後2時
足立区男女共同参画
男女共同参画推進係
推進委員会
ソフィア
～4時
☎3880-5222
午後2時30分
開発指導課 用途照会係
足立区建築審査会
11/9㈬
区役所
～4時30分
☎3880-5943

（9月・10月分）
パブリックコメント
（区民意見募集制度）

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
新型コロナウイルスワクチン
新型コロナウイルス感染症対策
接種担当課 新型コロナウイル
に係る予防接種事務に関する特
9/25～10/24
定個人情報保護評価書
スワクチン接種担当
（再評価案）
☎3880-5449
産業政策課 産業経済協創担当
足立区地域経済活性化基本計画
9/28～10/27
見直し案
☎3880-5464
ICT戦略推進担当課
足立区デジタル・トランス
ICT戦略推進担当
10/1～30
フォーメーション（DX）
推進計画（案）
☎3880-5648

お休みします 駐車場・庁舎
ホール・展望レストラン など

10月8日㈯・9日㈰は電気設備法定点検のため、区役所全
館を閉館します。■問先＝本庁舎管理係 ☎3880-5824

シ
午後

■ 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

秋のごみゼロ地域清掃活動・
美化推進協議会による
秋の清掃活動の実施
▪秋のごみゼロ地域清掃活動
あなたのまちをあなたのちからで
10月・11月は美化強化期間です。
自宅の周辺や身近な道路などでご
み拾いを行い、まちをキレイにしま
しょう。
団体での活動には、ごみ袋など
の進呈があります。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。
▪美化推進協議会による
秋の清掃活動
町会・自治会、商店街
（会）
、事業
所などで構成する北千住・綾瀬・西
新井・竹の塚・五反野・梅島美化推
進協議会では、6駅周辺で
「秋の清掃
活動」
を行います。 ※駅前放置自転
車クリーンキャンペーンも同時実施
■日程等＝表3■申込＝不要 ※当
日直接会場へ
――いずれも――
■問先＝美化推進係
☎3880-5856
新規

戸建住宅向け 電気自動車等用
充電設備設置費 補助金制度

電気自動車などの普及を促し、
家庭から排出されるCO2量を削減
していくため、戸建住宅向け電気
自動車等用充電設備設置費補助金
制度を実施します。ぜひ、ご活用
ください。 ※都の
「戸建住宅向
け充電設備導入促進事業」
を含む、
表3

☎…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

他団体の補助制度との併用申請は
不可■対象＝区内に住民登録があ
る方 ※要件あり。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。■補助額
＝2万5,000円■期限＝5年2月28
日㈫■問先＝環境政策課 管理係
☎3880-5935

10月8日㈯・9日㈰は、
施設・講座・チケットの窓口
予約・料金支払いなどを休止
■対象施設＝スポーツ施設／ギャ
ラクシティ／生涯学習センター
（学
びピア21内）／地域学習センター
■内容＝区役所本庁舎の電気設備
点検に伴い、各受付窓口での予約・
料金支払い・還付・チケットの受
け取りを休止 ※荒川河川敷グラ
ウンドの駐車券発券も休止。イン
ターネット・コンビニでの予約・
支払いは可。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＝▷スポー
ツ施設…スポーツ振興課 スポーツ
施設支援係
☎3880-5989
▷ギャラクシティ…地域文化課 広
域施設係
☎3880-5701
▷そのほか…生涯学習支援課 生涯
☎3880-5467
学習支援第一係

空き家無料相談会（10月・11月分）
■日程等＝表4■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
（9月26
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
FAX 3880-5615
☎3880-5737
は

た

ち

5年
「二十歳の集い」
は
地域別に2回に分けて開催
今年度から成人式の式典の名称
を
「成人の日の集い」
から
「二十歳の
集い」
に変更します。■日程＝5年
1月9日㈷■時間＝▷午前…11時～
11時45分 ▷午後…2時～2時45
分 ※くわしくは区のホームペー
ジをご覧ください。■問先＝青少
☎3880-5264
年課 管理調整係

4年度第2期あだち子どもの
未来応援基金を活用した
補助金の申請受け付け
■対象＝学習支援、体験事業、子
どもの居場所など、子どもの健や
かな成長を支援する団体／子ども
食堂やフードパントリー事業など
食の支援を行う団体■交付額＝上
限30万円
（補助率4分の3。4年目
以降は補助率2分の1）■申込＝申
請書類を 区 へ郵送・持参 ※申請

場所
（受付場所）
北千住駅
（東京電機大学キャンパスプラザ
〈千住旭町5〉
）
梅島駅
（梅島天満宮
〈梅島3-2-5〉）
竹ノ塚駅
（竹ノ塚駅東口広場）
五反野駅
（足立小学校）
綾瀬駅
（都立東綾瀬公園
〈ハト広場〉）
西新井駅
（西新井公園）

場所

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）

あだち絵本シアター
■日時＝10月10日㈷、午前10時～
午後4時■場所＝シアター1010・
10階アトリエ■対象＝就学前の子
どもと保護者■内容＝図書館が出
張し、絵本の読み聞かせや貸し出し
などを実施 ※同日に11階劇場で
絵本音楽会が開催。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。■申込＝不
要 ※当日直接会場へ。一部、申
し込みが必要なイベントあり■問先
＝中央図書館 読書活動推進係
☎5813-3745
8面に続きます

日程

時間

足立成和信用金庫 北千住地域応援相談プラザ 10/9㈰ 午前10時～正午
（千住2-57）
11/11㈮ 午後4時30分～6時30分
五反野コミュニティセンター

10/11㈫

押皿谷住区センター

午前10時～正午
午後3時～5時

足立成和信用金庫 西新井地域応援相談プラザ 10/14㈮ 午後4時30分～6時30分
（西新井栄町2-3-15）
11/13㈰
興本住区センター

10/18㈫ 午前10時～正午

勤労福祉会館
え ど いちばんらいかん
に一時移転中 11/13㈰ 午後3時～5時
※綾瀬4-10-6
（元 江戸一万来館）
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）

区内の図書館や書店などに、
「著者が足
立区出身」
「物語の舞台が足立区」といっ
た本の特設コーナーを設置します。読書
の秋は足立区にまつわる本をぜひお読み
ください！
■期間＝10月1日～31日 ※千
▲昨年の
「千住街の駅」
の様子
住街の駅は9月15日、タリーズ
コーヒー ルミネ北千住店は9月29日開始■問先＝
（区）シ ▲くわしく
ティプロモーション課 シティセールス担当 ☎3880-5803 はコチラ
ショーケース展示 千住街の駅／タリーズコーヒー ルミネ北千住店
区立図書館 15館

販売
区内の協力書店 12店
（駅前の本屋まこと／くま
ざわ書店 エキア北千住店
〈北千住駅構内〉
・ポンテポルタ千住店・
ク
ロ
ス ブ ッ ク ス
エ
キ
ア
西新井店／CROSSBOOKS EQUiA 北千住中央店・北千住南店
〈北
千住駅構内〉
／小泉書店／住吉書房 五反野店／ブックスページワン
北綾瀬店／ブックファースト ルミネ北千住店／ぶっくらんど／文
真堂書店 足立花畑店）

10日㈷、午後1時から再開■問先
＝住民記録 係 ☎3880-5724

10/23㈰ 午後2時～4時

エル・ソフィア

11/8㈫

竹の塚地域学習センター

11/15㈫

午前10時～正午

抽選で100人に
区内共通商品券

読書の秋は足立にまつわる本を読もう！

システムメンテナンスのため、10月8日㈯〜10日㈷の
後1時まではコンビニでの各種証明書発行サービスが停止

書類・募集要項は子どもの貧困対
策・若年者支援課で配布するほか、
区のホームページからもダウン
ロード可■申込期間＝10月3日～
31日必着■申・問先＝子どもの貧
困対策・若年者支援課 子どもの貧
☎3880-5717
困対策係

表4 空き家無料相談会
（10月・11月分）日程等

「足立区関連本の特設コーナー」
を区内に展開！

貸し出し
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10/23㈰

主要6駅周辺の清掃活動 日程等

日程
受付時間
10/3㈪
10/6㈭ 午後2時
10/11㈫
10/13㈭ 午後1時15分
10/17㈪
午後2時
11/7㈪

※ 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、
4面左上を参照

5,000円分
が当たる！

区の魅力発信の一環として、
区内の頑張るお店を応援する本事業。
昨年は
「パンがおいしいお店」
をテーマに募集し、応募総数
は過去最多の3,457件 ！ 推薦を多く集めたお店は、区の
ホームページなどに掲載し、PRしていきます。 ※チラシ ▲くわしく
配架などにご協力いただけるお店も募集しています！
はコチラ
■推薦対象＝ラーメンを提供する区内のお店■推薦方法＝区の
ホームページからオンライン申請／チラシと一体になっている推
薦ハガキを郵送 ※チラシは産業振興課などで配布■推薦期間＝
9月25日～11月30日消印有効■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

鹿浜西小学校用地の商業施設等
誘致に向けた活用事業者を募集

※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＝資産活用担当 ☎3880-5939

