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仕事・産業

あだち若者サポートステー
ション「ぶらり・あだちサポ」
■日時＝11月16日㈬、午後1時30
分～2時／2時～2時30分／2時30
分～3時■対象＝就労を考えている
15～49歳の方または関係者■内容
＝サポステの事業内容や利用方法
などを紹介■定員＝各3人（10月11
日から先着順）　※複数人で参加希
望の場合は要相談■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

納税通知書等送付用封筒の
広告募集
■内容＝5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
～31日必着■申・問先＝課税課 庶
務係 ☎3880-5847

S
エスディージーズ

DGs推進にかかる綾瀬駅西口高架下
空き店舗運営業務委託事業者の
提案書募集（公募型プロポーザル）
■委託期間＝5年4月1日～10年3月
31日■事業内容＝綾瀬駅西口高架
下空き店舗を賑

に ぎ

わい創出の拠点とし
て再生■説明書配布期限＝10月21
日㈮、午後5時　※SDGs未来都市
推進担当課で配布■申込＝必要書
類を持参　※くわしくは説明書を参
照■申込期限＝10月24日㈪、正午
■申・問先＝SDGs未来都市推進担
当課 SDGs未来都市推進担当

☎3880-5070

子育てサロンの業務委託
事業者の募集（プロポーザル）
■募集施設＝上沼田（江北4-17-20-
101）／関原（関原2-10-10）／千住
大橋（千住橋戸町1-13）／東保木間

（東保木間2-27-1）■委託期間＝5
年4月1日～6年3月31日　※履行
内容が良好の場合、4回まで更新
可■説明書配布期間＝10月11日～

21日　※住区推進課で配布■申込
＝必要書類を持参　※くわしくは説
明書を参照■申込期限＝10月24
日㈪、午後3時■申・問先＝住区推
進課 事業担当 ☎3880-5729

小・中学校用務業務委託
事業者の提案書募集
（公募型プロポーザル）
■委託期間＝5年2月1日～6年3月
31日　※履行内容が良好の場合、
2回まで更新可■事業内容＝学校
施設の環境整備・管理・修繕／校
務・庶務 など■説明書配布期限＝
10月14日㈮、午後5時　※学校支
援課で配布■申込＝必要書類を持
参　※くわしくは説明書を参照■申
込期限＝10月17日㈪、正午■申・
問先＝学校支援課 学校経理係

☎3880-5483

公募・ボランティア

紙人形劇ボランティア
養成講座
■日程等＝▷竹の塚地域学習セン
ター…11月9日㈬　▷東京芸術セン
ター・9階会議室…15日㈫■時間＝
午前10時～正午■対象＝16歳以上
の方■内容＝紙人形劇の基本と演じ
方をプロの俳優から学ぶ　※受講
後、保育園で「防犯」をテーマにした
作品を演じる機会あり■定員＝各10
人（抽選）■申込＝窓口／区のホーム
ページからオンライン申請■申込期
間＝10月11日～開講日の1週間前
■申・問先＝青少年課 家庭教育係

☎3880-5273

暮らし・まちづくり

空き家無料相談会
■日時＝10月31日㈪～11月2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（10月11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

10月17日㈪～23日㈰は
「行政相談週間」です
　道路、河川、年金などの国の行
政全般に関する意見や苦情、要望
などの相談に行政相談委員★が応じ
ますのでご利用ください。　★…
行政と住民とのパイプ役として総務
大臣から委嘱を受けた有識者
□定例の行政相談（予約制）
■日時＝毎月第3金曜日、午後1時
～4時■場所＝区役所■申込＝電話
／窓口■申・問先＝区民の声相談
課 相談係 ☎3880-5359
□電話による行政相談
　（行政苦情110番）
■問先＝総務省行政相談センター 
きくみみ東京「行政苦情110番」（平
日、午前8時30分～午後5時）
☎0570-090110 FAX5331-1761

（IP電話の方） ☎03-3363-1100

足立区総合防災訓練は規模・
内容を縮小して開催します

　今年度の「足立区総合防災訓練」
は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、訓練規模・内容を
変更・縮小して10月下旬に開催し
ます。くわしくは区のホームページ
をご覧ください。■問先＝災害対策
係 ☎3880-5836

都市計画原案のお知らせ・
公聴会の開催
■内容＝5地区の地区計画の変更

（足立北部地域舎人・古千谷本町
地区／千住三丁目地区／千住仲町
地区／竹ノ塚駅中央地区／六町地
区）■縦覧期間＝10月14日～28日
■意見書提出・公述申出期間＝10
月14日～11月4日■公聴会日時＝
12月9日㈮、午後3時開始　※公述
申出がない場合は中止。公述申出
の方法など、くわしくは区のホーム
ページをご覧ください。■公聴会場
所＝区役所■縦覧・意見書提出・公
述申出先・問先＝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

5面からの続きです

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
安全・安心なまちづくり

　区では、散歩やジョギング、仕事の合間など、日常生活を送りなが
ら周囲に目を向ける「ながら見守り」に力を入れています。あなたも一
緒に地域を見守る仲間になりませんか？

◦電話　◦窓口
◦区のホームページからオンライン申請

■申・問先＝危機管理課 防犯まちづくり係　　　   　☎3880-5435

新規登録者にプレゼント ！
お揃

そ ろ

いのフク防
ぼ う

グッズで「見せる防犯」
　お揃いのグッズを身につけて活動し、「見守りの目」があることを見
せることで、犯罪抑止効果が期待できます。

お仕事しながら見守り活動中 ！
㈱リアンクリエイト 根

ね

岸
ぎ し

さん
　訪問看護をしながら見守りを行って
います。グッズを身につけることで意識
が変わり、人やまちの変化によく気づく
ようになりました。「困っている人に手
を差し伸べられるひと」が増えることで、
より安全・安心なまちになると思いま
す。一緒に地域を見守りましょう ！

▲ネックストラップを斜めがけに
身につけて、ながら見守り中
の根岸さん（1番左）

登録者数
2,800人突破 ！

トートバッグ ネックストラップ バンダナ 自転車かご用
反射プレート

反射
キーホルダー

2つ選べる ！ 

10月は図書館
マナーU

ア ッ プ

P月間です
年間約1,200冊（約160万円分）の本が返却されていません ！

至急
ご返却
ください

 !!

　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、図書館など、区内20カ所
に設置しているブックポスト（本
の返却ポスト）を利用してね ！

※各施設の閉館時間やブックポスト
の利用時間など、くわしくは区の
ホームページをご覧ください。

▲防犯まちづくり
キャラクター フク防

残りわずか ！ 

登録方法



■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、4面左上を参照 13

不燃化特区 助成制度
■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2弾）
■日時等＝表1　※1組30分程度。30

分単位で予約可■内容＝不燃化特
区区域内の解体・建て替え助成
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／区のホームページからオン
ライン申請／氏名（フリガナ）、相談
物件の所在、電話・ファクス番号、
希望日時、「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

ご存じですか 
検察審査会制度

　検察審査会は、18歳以上で選挙
権を有する国民の中から無作為に
選ばれた11人の検察審査員（任期6
カ月）で構成され、事件が不起訴に
なったことが適切であったかを審
査します。くわしくは裁判所ホー
ムページ「検察審査会」（https://
www.courts.go.jp/kensin/）をご
覧になるか、お問い合わせくださ
い。■問先＝選挙係

☎3880-5531

S
エスディージーズ

DGs推進にかかる
「（仮称）アヤセ未来会議」
の参加者募集（5日制）
■日時＝11月12日・26日、12月17
日、5年1月28日、2月25日、いず
れも土曜日、午後1時30分～4時■
対象＝綾瀬地区での新しい地域活
動を考えたい方■内容＝「まちでや
りたいこと」の実現に向けて話し合
い、実践するワークショップ■定員
＝20人（選考）■申込＝区のホーム
ページからオンライン申請■期限＝

10月28日㈮■申・問先＝SDGs未
来都市推進担当 ☎3880-5070

11月ごろ裁判員候補者を選定
　裁判員候補者は、18歳以上で選
挙権を有する国民の中から無作為
に選ばれます。選ばれた方には、
11月ごろ東京地方裁判所から通知
があります。くわしくは裁判所ホー
ムページ「裁判員制度」（https://
www.saibanin.courts.go.jp/）をご
覧になるか、お問い合わせくださ
い。■問先＝選挙係

☎3880-5531

くらしフェスタ（消費生活展）
パネル展示
■期間＝10月19日㈬、正午～25
日㈫、午後3時■場所＝エル・ソフィ
ア■内容＝地球にとってやさしい消
費／くらしに役立つ情報／消費者
団体の活動紹介／クイズラリー（参
加者特典あり）■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝消費者セン
ター ☎3880-5385

大学連携の催し

東京未来大学 こどもみらい園
□不登校や発達に関するお悩み相談会
■日時＝10月22日㈯、11月5日㈯・19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
□リトミック体験会＆発達相談会
■日程＝10月22日㈯、11月5日㈯・19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
□ソーシャルスキル体験会＆発達相談会
■日程＝10月23日㈰、11月6日㈰・20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

――いずれも――
■内容＝専門家による相談会■定員＝各10人（10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 HPhttps://miraien.tokyomirai.ac.jp
帝京科学大学 千住キャンパス大学祭 「第12回 桜

おう

科
か

祭」
■日時＝10月29日㈯、午前9時～午後5時／30日㈰、午前9時～午後3時
■内容＝「彩

いろどり

」をテーマにした様々な催し（ダンスや演奏などのステージ
発表／芸能人L

ラ イ ブ

IVE／模擬店 など）　※新型コロナウイルス感染症の状況
により、開催方法が変更になる場合があります。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。■申込＝不要　※当日直接
会場へ（芸能人LIVEは事前予約制）■場・問先＝帝京科学大学 千住キャ

ンパス本館（平日、午前9時～午後5時）　千住桜木2-2-1
　☎6910-3790 HPhttps://oukasai.wixsite.com/oukasai

東京未来大学 堀切キャンパス大学祭 「M
ミ ラ イ

IRAI F
フ ェ ス

ES.2022」
□子どもから大人まで楽しめる大学祭
■日時＝10月30日㈰、午前10時～午後4時■場所＝東京未来大学 堀切
キャンパス（千住曙町34-12）■内容＝芸能人企画／企業・地域出展企画 
など■申込＝不要　※当日直接会場へ（一部の企画は事前予約制）
□スポーツと表現の祭典
■日時＝11月1日㈫、午後0時30分～4時30分■場所＝東京武道館（綾瀬
3-20-1）■内容＝学生による競技やパフォーマンスの観覧■申込＝ホー
ムページからオンライン申請

――いずれも――
※くわしくはホームページをご覧ください。■申・問先＝東京未来大学

（平日、午前9時～午後5時）　
☎5813-2525 HPhttps://www.tokyomirai.ac.jp/miraifes/2022/
東京電機大学 東京千住キャンパス大学祭 「第11回 旭

あさひ

祭」
■日時＝11月5日㈯、午前10時～午後5時／6日㈰、午前10時～午後4時
■内容＝学術企画／ダンス・音楽演奏などのステージ／声優トーク
ショー／模擬店 など　※オンライン実施のイベントあり。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。■申込＝不要　
※当日直接会場へ■場・問先＝東京電機大学 東京千住キャンパス（平
日、午前9時～午後5時）　千住旭町5　　

☎5284-5340 HPhttps://www.sg.dendai.ac.jp/s1j-asahisai/

大学連携の問い合わせ先＝（区）大学連携担当　 ☎3880-5840学びの秋！

表1　解体・建て替え相談会（第2弾）  日時等
場所 日時

梅田住区センター 11/5㈯、午前10時〜正午
興本住区センター 11/11㈮、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） 11/19㈯、午前10時〜正午
西新井栄町住区センター 12/2㈮、午後6時30分〜8時30分
五反野コミュニティセンター 12/10㈯、午前10時〜正午
千住柳町住区センター 12/16㈮、午後6時30分〜8時30分
千住あずま住区センター 5年1/14㈯、午前10時〜正午
千住本町住区センター 5年1/20㈮、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

東京ヴェルディ P
プ レ ゼ ン ツ

resents 足立区民観戦デー

日テレ・ベレーザ
VS

浦和レッズレディース
10/30㈰、午後2時開始
場所 味の素フィールド西が丘（北区西が丘3-15-1）
定員 各250人（10月11日、正午から先着順）
　区と東京ヴェルディは「障がい者スポーツを中心とした運動・スポー
ツに関して連携・協力する基本協定」を結び、スペシャルクライフコー
トで障がい者向けの運動プログラムなどを実施しています。今回、東
京ヴェルディの女子サッカーチーム「日テレ・ベレーザ」の試合で、区
民向け招待・優待企画を実施します。
□無料招待
■対象＝区内在住・在勤・在学の小学生～22歳の方／65歳以上の方
□区民優待
■対象＝区内在住・在勤・在学の23～64歳の方■費用＝1,000円

――いずれも――
※別途、発券手数料・システム利用料（220円／枚）がかかります。

申し込み方法など、くわしくは区のホームページをご覧ください。
■問先＝（区）スポーツ振興課 振興係　☎3880-5826

14面に続きます

女子
サッカー




