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４・５面◆地震に負けない
燃えないまちづくり
８面◆体験・探検〜あらかわの夏
◆熱中症を予防しましょう

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/

未除却

燃えにくい・倒れにくい建物に

老朽建築物を
除却しないと⁝

老朽建築物を
建て替えないと⁝

未建て替え

に 負 けない 燃 えないまち

地震発生

首都直下地震が発生した場合︑区内でも多くの火災や建物倒壊が発生することが想定されています︒
今号では︑特に危険性が高い木造密集地域での︑建物の建て替えや除却等の各種支援制度等をご紹介します︒

建て替え済み

みんなでつくろう

不燃化建築物に建て替えることで燃えにくい
建物になります。
また、建物を耐震化することで地震時の揺れ
でも建物が倒れにくくなり、屋外へ避難する時
間を確保できます。

地震発生

除却済み

除却済み

延焼・建物倒壊を防ぐ
問 合 せ

防災街づくり推進課
防災街づくり係
☎内線２８２１

老朽建築物を除却することで、地震時の延焼
や建物倒壊を防ぎ、緊急車両の通行が可能にな
ります。

４・５面で各種支援制度、相談窓口等を紹介します
〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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期日
︵期間︶

日

区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262

はがき・ファクス・電子メール等の記入事項

①事業・イベント名
②〒住所※

●

往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

③氏名
（ふりがな）

●

電子メールは、件名に事業・イベント名を入力

④電話番号

●

指定がない限り、
申し込みは１人
（１グループ）
１枚

宛先は、各記事の申し込み先へ
⑤以降にその他の
必要事項
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
（各記事に明示）
してください
●

時間

時

会場・場所

所

対象

対

定員

人

内容

内

講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

問い合わせ先

問

電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
峡田・荒川山吹ふれあい館
が休館
日・所▶８月11日㈷…峡田ふれあ
い館 ▶８月12日㉁…荒川山吹ふ
れあい館 内全館清掃等 問▶峡田
ふれあい館☎（３８０７）２８８６
▶荒川山吹ふれあい館
☎（３８０５）２８６０

特別永住者等福祉給付金の
申請を受け付け
日本国籍がなく、国民年金に加入
できなかった在日外国人（特別永住
者）等に給付金を支給します。
対区内に住民登録を行った日から引
き続き２年以上居住し、次のすべて
を満たす方 ▶誕生日が大正15年
４月１日以前 ▶昭和57年１月１
日に日本国内で外国人登録をしてい
た（その後帰化した方を含む）
▶在留資格が特別永住者 ▶生活保
護を受けていない ▶公的年金を受
給していない ▶本人や配偶者・扶
養義務者の前年所得が基準以下
▶荒川区障がい者福祉給付金を受給
していない 支給額（月額）１万5000
円 支給方法 ４月・８月・12月に前
４か月分を口座に振り込み 持住民
票の写し、前年の所得を証明する書
類、印鑑、申請者名義の口座が確認
できる書類（預金通帳等）
申高齢者福祉課高齢者福祉係（区役
所２階）☎内線２６７５

荒川区特別区税条例等の
一部改正
内寄附金税額控除の見直し、住宅ロ
ーン控除制度の見直し
問税務課税務係☎内線２３１３

多頭飼育猫の不妊去勢手術
費用を助成
多頭飼育している方の猫の不必要
な繁殖を防ぎ、また、屋外での猫の
増加を抑制するため、不妊去勢手術
費用の一部を助成します。
対区内在住で、不妊去勢手術を受け
させたい猫を５頭以上屋内で飼養し
ている ※５頭に満たない場合はお
問い合わせください
予定頭数・限度額（１頭）▶ メ ス …15頭、
6000円 ▶オス…10頭、3000円
持印鑑、飼い主の本人確認ができる
書類（運転免許証、保険証等）
締令和２年２月28日㈮（申込順）
※予定頭数に達した時点で受け付け
終了
申生活衛生課管理係（区役所北庁舎
１階）☎内線４２２

暮らし
特別区民税・都民税第１期
分の納期限は７月１日㈪
金融機関、ゆうちょ銀行・郵便

局、コンビニエンスストア、区役所
２階税務課、各区民事務所等で納め
てください。口座振替を利用してい
る方は、納期限日に振り替えます。
残高をご確認ください。
※納期限を過ぎると延滞金が加算さ
れる場合があります
問税務課税務係☎内線２３２６

くらしの無料法律相談会
日６月22日㈯ 時午後１時〜４時
※要予約 所サンパ−ル荒川５階第
７集会室 対区内在住・在勤の方、
区内事業者 締６月21日㈮
主催 東京弁護士会
申弁護士法人北千住パブリック法律
事務所☎（５２８４）２１０１
※㈯・㈰等を除く、午前10時〜午
後４時

なんでも相談会
生活に関する困り事等のさまざま
な相談に応じます。
日６月26日㈬（荒天中止） 時午後
２時〜４時 所荒川公園（区役所
前） 問なんでも相談会実行委員会
☎（３８０７）２３０２

子育て・教育
児童扶養手当一部支給停止
適用除外届の提出を
児童扶養手当の受給者で、支給開
始から５年経過時等、一定の要件に
該当する方は、「児童扶養手当一部
支給停止適用除外届」を提出する必
要があります。
対象者には６月下旬に届出書を送
付しますので、期限までに提出して
ください。
締８月30日㈮
問子育て支援課子育て給付係（区役
所２階）☎内線３８１６

明るい選挙ポスター
コンクール作品を募集
対区内在住・在学の小・中学生、高
校生 内投票参加を求めるもの、明
るい選挙を表現するもの等で自作の
もの、１人１点（画材は自由）
※応募作品は返却しません
大きさ 画用紙で、
四ツ切（542ｍｍ×
382mm）または八ツ切（382mm
×271mm） 審査 小・中学生、高
校生の各部門別に入賞作品を決定
結果発表 12月 賞 賞状・記念品
※入賞作品は選挙の啓発活動に使用
し、入賞者の学校名・学年・氏名を
公表します 締９月６日㈮
申持参で、作品の裏面右下に「荒川
区」と、学校名・学年・氏名（ふり
がな）を記入し、区役所６階選挙管
理委員会事務局へ☎内線３４１３
※学校を通じて応募する場合は、学
校の指示に従ってください

親子ふれあい入浴
入浴券を各銭湯に持参すると、無
料で入浴することができます。

日６月15日㈯ 所区内の銭湯のう
ち22浴場 対区内在住の小学生以
下のお子さんと保護者
※子どものみ、大人のみの利用不可
入浴券の配布 区役所２階子育て支援課
等（荒川区ホームページからもダウ
ンロード可） 問子育て支援課管理
調整係☎内線３８１１

東京大学で先端研究者から
科学を学ぼう
日７月６日㈯ 時午前10時〜正午
所東京大学本郷キャンパス（文京区
本郷７ - ３ - １） 対中学生と保護者
人100人（申込順） 内素粒子・原
子核・宇宙線・宇宙物理学について
講東京大学大学院理学系研究科教
授・櫻井博儀氏 締６月21日㈮
申東京商工会議所荒川支部
☎（３８０３）０５３８

子どもパラスポーツ体験教室
日７月30日㈫、８月５日㈪・19日
㈪（全３回） 時午後２時〜４時
所首都大学東京荒川キャンパス体育
館（東尾久７ - ２ -10） 対小・中学
生 人25人（抽選） 内ブラインド
サッカー 締７月14日㈰
申電話・ファクス・電子メールで、
２面上段を参照し①〜④の記入事項
と⑤学校名⑥学年（②〜⑥は参加者
全員分）を、首都大学東京荒川キャ
ンパス管理部管理課企画担当へ
☎（３８１９）７１０８
ふ（３８１９）１４０６
め adm̲jig@tmu.ac.jp

産業・経営支援
日暮里経営セミナー
「自社の見える化が飛躍的
に生産性向上を高める」
日７月17日㈬ 時午後６時30分〜
８時30分 所ホテルラングウッド
５階「光」（東日暮里５ -50- ５）
対経営者等 人50人（申込順）
講法政大学大学院教授・井上善海氏
申経営支援課経営支援係
☎内線４５９

仕事・人材募集
区職員（育児休業代替任期
付・任期付）を募集
◆保健師（育児休業代替任期付職員）
勤務期間 ８月１日以降（任用期間は
６か月〜２年） 対保健師免許を有
し、平成９年８月１日までに生まれ
た方 人若干名（選考） 締６月21
日㈮必着
◆児童心理司（係長級）
（任期付職員）
勤務期間 令和２年４月１日〜７年３
月31日（５年間） 対心理学を専修
する学科を卒業する等の学歴を有
し、民間企業または地方自治体等で
10年以上従事かつ児童相談所等で
相談および心理判定業務の従事歴が
５年以上ある方等 人１人（選考）

締６月30日㈰必着
……………………………………
募集案内・申込書の配布 区役所１階総合
案内・４階職員課、各区民事務所・
図書館・ＪＯＢコーナー町屋（荒川
区ホームページからもダウンロード
可） 申持参・郵送で、申込書を、
〒116-8501（住所不要）荒川区役
所４階職員課人事係へ
☎内線２２３２
ほ http://www.city.arakawa.
tokyo.jp/kusei/saiyo
ジ

ョ

ブ

学童クラブ臨時職員の登録
勤務時間 Ք 報酬（日額）午前８時15分〜
午後６時15分のうち５時間…5550
円、７時間45分…8600円 ※交通
費の支給はありません 所区内の学
童クラブ 対保育士等の資格を有す
る方 内児童との遊びや生活の指導
等 選考方法 欠員状況に応じ面接
申持参・郵送で、履歴書を、〒1168501（住所不要）荒川区役所２階
児童青少年課児童事業係へ
☎内線３８３１

障がいのある方
重度障がい者（児）
レクリエーション
日７月20日・27日の㈯ 時午前11
時30分〜午後１時 所東京ドーム
ホテル（文京区後楽１ - ３ -61）
対区内在住で、次のいずれかをお持
ちの方 ▶身体障害者手帳１・２級
▶愛の手帳１〜３度 ▶精神障害者
保健福祉手帳１・２級 人両日合わ
せて380人（抽選） 内ランチバイ
キング 締６月27日㈭必着 申は
がき・ファクス ･ 電子メール（視覚
障がいのある方は電話も可）で、２
面上段を参照し①〜④の記入事項と
⑤年齢⑥希望日⑦車いす利用の有無
（手動と電動の区別も）⑧手帳の種
類と等級⑨付き添いが必要な方は付
き添い者（１人まで）の②〜⑤と参
加者との関係を、〒116-0003荒川
区南千住１ -13-20荒川区社会福祉
協議会荒川ボランティアセンターへ
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１
め jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

高齢者
後期高齢者医療制度被保険
者にジェネリック医薬品差
額通知を送付
ジェネリック医薬品の利用で、薬
代が一定額以上軽減されると見込ま
れる方へ、ジェネリック医薬品差額
通知を６月下旬に送付します。
問ジェネリック医薬品差額通知サポ
ートデスク
☎０１２０（６０１）４９４
※㈯・㈰・㈷等を除く、送付日の翌
日〜７月31日㈬の午前９時〜午後
５時
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簡単料理講座「真夏の食養生」

日７月10日㈬ 時午後２時〜３時
30分 所南千住駅前ふれあい館３
階洋室２・３ 対区内在住・在勤・
在学の方 人30人（申込順） 内認
知症の基礎知識と対応方法
申６月11日㈫から来所・電話で、
南千住西部地域包括支援センターへ
☎（５６０４）５７１０

日７月14日㈰

時午前10時〜午後

令和元年度税務職員
採用試験
対平成31年４月１日現在、中学校
または高校を卒業した日の翌日から
起算して３年以内の方（令和２年３
月までに卒業見込みの方を含む）ま
たは中学校・高校卒業と同等の知識
や経験を有する方 試験日程 ▶第１
次…９月１日㈰ ▶第２次…10月
９日㈬〜18日㈮の指定日
受験案内の配布 東 京 国 税 局（ 中 央 区
築地５ - ３ - １）、荒川税務署 ※人
事院ホームページ（http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）か
らもダウンロード可 申６月17日
㈪〜26日㈬に人事院ホームページ
で 問荒川税務署
☎（３８９３）０１５１

都立産業技術高等専門学校・
学校見学会
日６月23日㈰ 時午後１時〜４時
対中学生（保護者の同伴可）
所・問都立産業技術高等専門学校荒
川キャンパス（南千住８ -17- １）
☎（３８０１）０１４５

令和元年度荒川区議会定例会・開会会議が終わりました
◆可決した議案
▶震災・災害対策調査特別委員会の設置について
▶健康・危機管理対策調査特別委員会の設置につ
いて
▶観光・文化推進調査特別委員会の設置について
▶財政援助団体調査特別委員会の設置について
▶荒川区特別区税条例等の一部を改正する条例
◆同意した議案
▶荒川区監査委員の選任同意について

議会事務局議事係
☎内線３６１４

令和元年度荒川区議会定例会・６月会議が開かれます
令和元年度荒川区議会定例会・６月会議は６月24日
㈪〜７月９日㈫の会議期間で開かれ、区政全般にわた
り、議員から区長等に対して質問をするほか、条例等の
議案を審議する予定です。
※本会議・委員会は傍聴できます。車いすを利用する方の傍
聴席もあります
※本会議の開始時間は、午前10時からです

締

申

問

HP

ホームページアドレス

開会会議では、議長・副
議長の選挙が行われ、議長
に茂木弘議員、副議長に菊
地秀信議員が選出されまし
た。また、令和元年度定例
会の会期を340日間と決定
し、併せて常任委員会・議
会運営委員会・特別委員会
の委員の選任等を行いまし
た。

問合せ

￥

電子メールアドレス

版画夏季講習会

官公署

大人のためのおはなし会
日７月７日㈰ 時午後２時〜３時
30分 所南千住図書館地下１階視
聴覚室 対15歳以上の方（中学生
は不可） 人40人（申込順）
内「人魚姫」「耳なし芳一」ほか

持

問い合わせ先

◆卓球
日８月４日・25日の㈰ 時午前９
時30分〜午後６時 ￥500円（中
学生以下200円） 申６月11日㈫〜
７月19日㈮に持参で、申込書を、
荒川区卓球連盟・梶谷（西日暮里１
- ２ -10）へ
◆キンボールスポーツ
日８月18日㈰ 時午前９時〜午後
６時 ￥▶両手ヒット・片手ヒット

日７月１日㈪ 時午後２時30分〜
３時30分 所日暮里サニーホール
人300人（当日の先着順） 講写真
家・浅井愼平氏
問俳句ユネスコ無形文化遺産登録推
進協議会事務局
☎（５２２８）９００４

講

申込方法
︵申込先︶

認知症サポーター養成講座
区民体育大会参加者を募集

俳句ユネスコ登録推進協議会
講演会「気づくということ〜
俳句と写真」

内

締め切り

スポーツ

日７月６日㈯ 時午後２時〜４時
所あらかわエコセンター２階環境
実習室 対区内在住・在勤・在学
で、小学生以上の方 人20人（申
込順） 持不要な透明プラスチック
申 ６ 月11日 ㈫ 〜 ７ 月 ２ 日 ㈫ に 来
所・電話・ファクスで、２面上段を
参照し①〜④の記入事項を、あらか
わエコセンター２階環境課環境推進
係へ☎内線４８２
ふ（５８１１）６４６２

日６月24日㈪〜30日㈰ 時午前９
時〜午後９時（30日は午後４時ま
で）
◆公開講座「筆文字を楽しく書いて
みませんか」
日６月25日㈫〜27日㈭ 時午後１
時〜３時 ※直接会場へ
……………………………………
所町屋文化センターふれあい広場
問荒川区書道連盟・山岸
☎（３８０６）１６３２

日９月８日㈰ 時午後５時開演
所サンパール荒川大ホール
￥5600円（全席指定）
チケット販売所 町屋文化センター、サ
ンパール荒川ほか
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

人

費用

心身のリフレッシュのため、対象
者の方に無料マッサージ券を送付し
ました。ご利用ください。
対65歳以上の要介護４・５の方を
在宅で介護する家族の方
有効期限 令和２年３月31日㈫
問高齢者福祉課高齢者福祉係
☎内線２６７５

連盟書展

南こうせつコンサートツアー
2019「いつも歌があった」

対

持ち物

元気回復マッサージ券を送付

◆音楽演芸会
日６月20日㈭ 時午前10時〜午後
３時 所・問西日暮里ふれあい館
☎（３８１９）６９４５
◆舞踊演芸会
日６月21日㈮ 時午前10時〜午後
３時 所・問東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３

日７月14日㈰ 時正午開演 所サ
ンパール荒川大ホール ￥1700円
（全席自由） チケット販売所 町屋文
化センター、サンパール荒川 問あ
らかわフラフェスティバル2019実
行委員会☎（５８１１）６２５０

所

講師

ペットボトルを使った
アクアリウム工作

日暮里地域合同演芸会

あらかわフラフェスティバル
2019

時

内容

介護

講座

日６月15日㈯・16日㈰（荒天中止）
時午前10時〜午後５時 所日暮里
駅前イベント広場 内特産物販売、
ステージショー
問サンマークシティ日暮里商店会・
慶野☎０９０（３１０９）０７５６

日７月７日㈰ 時午後３時開演
所ムーブ町屋３階ムーブホール
対４歳以上の方（３歳以下は入場
不可） 内古楽器・手作り楽器のコ
ン サ ー ト ￥1800円（ 親 子 ペ ア
2500円、中学生以下1000円）
チケット販売所 町屋文化センター、ム
ーブ町屋ほか
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

定員

日７月11日㈭ 時午後１時〜２時
30分（受け付けは午後０時50分ま
で） 対区内在住で60歳以上の方
人24人（当日の先着順） 内基本操
作に関する質問・相談 持インター
ネット接続が可能な状態の端末機
器、筆記用具 所・問荒川老人福祉
センター☎（３８０２）１６６６

日・所▶７月10日㈬…区役所北庁
舎１階101会議室 ▶７月17日㈬
…首都大学東京荒川キャンパス体育
館（東尾久７ - ２ -10） ※全２回
時午後７時〜９時 対区内在住・在
勤・在学の18歳以上で、受講後サ
ポーターとして活動できる方
人25人（申込順） 内競技用車いす・
障がい者スポーツ体験等 講首都大
学東京健康福祉学部特任助教・神保
秀久氏 持室内用運動靴（17日の
み） 申６月11日㈫〜28日㈮にス
ポーツ振興課スポーツ事業係へ
☎内線３３７４

にっぽりマルシェ

ロバの音楽座「コンサート
のぼうけん」

日

対象

スマートフォン・タブレット
相談室

障がい者スポーツサポーター
養成講習会

催し

申６月11日㈫から来館・電話で、
南千住図書館へ
☎（３８０７）９２２１

会場・場所

日・所▶７月９日㈫…荒木田ふれあ
い館３階洋室１・２ ▶７月25日
㈭…日暮里ひろば館１階調理実習室
▶８月２日㈮…南千住駅前ふれあい
館３階洋室２・３ 時午後１時30
分〜３時30分 対区内在住・在勤
で、おおむね65歳以上の方 人各
30人（申込順） ※いずれか１回
内スタミナ料理の紹介・試食、熱中
症の予防方法 ※調理実習はありま
せん 申６月11日㈫から来所・電
話で、区役所２階高齢者福祉課介護
予防事業係へ☎内線２６６６

４時 所太平洋美術会研究所（西
日暮里３ - ７ -29） 対区内在住・在
勤・在学で、小学５年生以上の方
人銅版画・木版画、各10人（申込
順） 持作品の下絵、エプロン、昼
食 ￥2000円 申 ６ 月11日 ㈫ 〜
29日㈯に電話・ファクスで、２面
上段を参照し①〜④の記入事項を、
一般社団法人太平洋美術会へ
☎（３８２１）４１００
ふ（３８２１）７３１９

時間

日７月６日㈯ 時午前10時〜正午
所諏訪台ひろば館 対区内在住で、
おおむね60歳以上の初心者の方
人20人（申込順） 持筆記用具
申６月11日㈫〜７月１日㈪に諏訪
台ひろば館へ
☎（３８２３）６０９７

の部…2000円 ▶ジュニアの部…
800円 ※１チーム
申６月11日㈫〜７月31日㈬にファ
クス・電子メールで、申込書を、荒
川区キンボールスポーツ連盟・大熊
へふ（３８９５）９２２３
め h-okuma@mub.biglobe.ne.jp
……………………………………
所首都大学東京荒川キャンパス体
育館（東尾久７ - ２ -10） 対区内在
住・在勤・在学の方 申込書の配布 区
役所３階スポーツ振興課、あらかわ
遊園スポーツハウス等（荒川区ホー
ムページからもダウンロード可）
問スポーツ振興課スポーツ事業係
☎内線３３７３

期日
︵期間︶

健康麻 雀 初心者講座説明会
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対象・条件・助成内容等詳細は、必ず事前にお問い
合わせください。

えないまちづくり

問合せ

指定があるもの以外は防災街づくり推進課
防災街づくり係 ☎内線２８２１

区内全域

の

支援制度

不燃化特区以外の地域の方でも次の支援制度をご利用いただけます。

木造住宅耐震化推進事業
▶耐震診断支援事業

不燃化特区

昭和56年５月31日以前に建築された戸建住宅の耐震診断に要する費用を助成し
ます。

の

限度額 30万円（診断費の10／10）
上記の耐震診断の結果、耐震補強工事が必要となった場合、設計・工事
費用の一部を補助します。

助成制度・整備

耐震補強設計支援事業
耐震補強工事支援事業
耐震建替え工事支援事業
耐震シェルター設置工事支援事業
除却工事支援事業（６月下旬から開始予定）

東京都木密地域不燃化10年プロジェクトの「不燃化特区」の指定
を受けた地域（右地図参照）では、建築物を建て替える際や除却する
際に助成金等の支援制度があります。

対象地域 地図内 １ ２

限度額15万円 （設計費の２／３）
限度額100万円（工事費の２／３）
限度額150万円（工事費の２／３）
限度額30万円 （工事費の２／３）
限度額150万円（工事費の２／３）

※非木造住宅に対する支援制度の詳細は、お問い合わせください

問合せ 防災街づくり推進課防災街づくり係 ☎内線２８２６

建て替え・除却を支援します

防災ベッド設置支援事業
昭和56年５月31日以前に建築された木造の戸建住宅に、防災ベッドを設置する
費用を助成します。
限度額 50万円（設置費の９／10）

老朽木造建築物の建て替え助成
主要構造部が木造で、建築後15年以上経過している建築物の除却費
全額（上限あり）と、設計費・工事監理費の一部を助成します。

問合せ 防災街づくり推進課防災街づくり係 ☎内線２８２６

危険老朽建築物除却時の助成

分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業

昭和56年５月31日以前に建築された建築物で、荒川区危険老朽建築
物除却等検討委員会で危険と判定された建築物の除却費を全額（上限あ
り）助成します。

昭和56年５月31日以前に建築された分譲マンションを対象に、耐震アドバイザ
ーを派遣し、無料で耐震化のアドバイスを行います（１棟につき３回まで）。
問合せ 防災街づくり推進課防災街づくり係 ☎内線２８２６

不燃化特区

ブロック塀等撤去助成事業

町屋・尾久地区

道路等に面する危険なブロック塀等（高さが1.2m 超）の撤去費用を助成します。
限度額 １ｍ当たり6000円（工事費の２／３）

荒川二・四・七丁目地区

問合せ 防災街づくり推進課防災街づくり係 ☎内線２８２６

１ （令和２年度事業終了予定）
２ （令和２年度事業終了予定）
除却前

除却後

（

優先整備路線沿道での建て替え助成の拡充
優先整備路線沿道で、道路拡幅に併せて建て替える場合、除却費・設
計費・工事監理費・工事費の一部を助成します。
対象地域 地図内

細街路拡幅整備事業

優先整備路線

３

消防活動が困難な区域の
幅員６ｍ未満の道路

細街路の拡幅整備に協力いただいた場合、後退用地やすみき
り用地にある障害物を除却し、整地した費用を助成します。
▶後退用地の整地…３万円（１㎡あたり）
助成額
▶すみきり用地の整地…６万円（１か所あたり）
問合せ 建築指導課細街路整備係 ☎内線２８４４

）

都市防災不燃化促進事業
補助90号線第二地区
（令和２年度事業終了予定）

〜
４

共同建て替え助成

住宅資金の融資あっせん制度

都市防災不燃化促進事業
補助90号線第三地区

老朽住宅を除却し、耐火建築物等の住宅へ建て替え等を行う方に、住宅取得に必
要な資金の融資をあっせん（区の指定する金融機関）し、利子の一部（最大年利
1.5%）を補給します（老朽住宅を除却する前に相談が必要）。
問合せ 防災街づくり推進課管理・建築相談係 ☎内線２８２５

（令和６年度事業終了予定）

複数の地権者が、１つの敷地で共同住宅へ建て替える場合、除却費・
設計費・工事監理費・工事費の一部を助成します。

広域避難場所

住み替え助成

荒川区空き家流通促進事業（空き家バンク）

自己所有の危険老朽建築物を除却し、民間賃貸住宅（条件有）に転居
する方に、礼金・仲介手数料、３か月分の家賃の一部を助成します。

建築時の助成制度（都市防災不燃化促進事業）
補助90号線沿道30ｍの範囲に耐火建築物を建築する場合、建築主に
建築費の一部を助成します。
対象地域 地図内 ３ ４
対象条件

地震に強いまちに
整備します

固定資産税・都市計画税の減免
▶不燃化のための建て替え
取り壊した家屋１戸につき、新築した住宅１戸にかかる税額を全額
減免します。期間は新たに課税される年度から５年度分です。
▶老朽住宅を取り壊し
最長５年度分、取り壊し後の更地にかかる税額を住宅の敷地並みに
軽減します。

防災性の向上と居住環
境の改善を目的として、
公園・広場等の整備を行
っています。

問 合 せ 荒川都税事務所

☎（３８０２）８１１１

▲豊島通り防災スポット

整備後

対象地域 地図内

事前に予約してください

建て替えや除却等、住まいに関するさまざまな悩みを専門相談員
に相談することができます。
アクト21・３階第１会議室
６月22日㈯午前９時30分〜午後４時30分
ムーブ町屋４階会議室B
７月28日㈰午前９時30分〜午後４時30分

専門家の派遣

建物等の補償を行いなが
ら用地を買い取り、優先整
備路線の拡幅整備を行って
います。

７月１日㈪

無料相談窓口

住まいの相談会

道路の拡幅整備

※減免・軽減を受けるためには条件があります

締切り

まずは相談

公園等広場の整備

耐火建築物
２階建て以上、高さ７ｍ以上
敷地面積30㎡以上、延べ床面積45㎡以上等

拡幅後

〜

老朽空家住宅除却助成事業
昭和56年５月31日以前に建築された１年以上空き家の住宅で、区の現場調査等
により倒壊等の恐れがあると診断された場合に、除却工事費用の一部を助成します。
問合せ 防災街づくり推進課防災街づくり係 ☎内線２８２６
まずは相談

無料相談窓口

事前に予約してください

空き家相談会

建て替えや除却を検討している方に対し、建築士、司法書士、ファイ
ナンシャルプランナー等の専門家を無料で派遣します（年度５回）。
相談時間 ２時間（１回）
申込み・問合せ

市場に流通していない空き家を所有し、有効活用（貸したい、売りたい）を考え
ている方は、ご相談ください。区と協定を締結している団体が物件等を調査後、空
き家バンクに登録された場合、物件情報を区ホームページに掲載します。
問合せ 施設管理課管理・住宅係 ☎内線２８２３

防災街づくり推進課防災街づくり係
☎内線２８２９

区内に所有している空き家または
区内の空き家に関するさまざまな悩
みを、専門相談員に相談することが
できます。

期日 ▶８月30日㈮ ▶10月７日㈪
時間 午後２時〜４時
場所 区役所北庁舎１階101会議室

申込み・問合せ 防災街づくり推進課防災街づくり係 ☎内線２８２６
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国民健康保険・国民年金のお知らせ
申 請
問合せ

▶国民健康保険に関して
国保年金課国保資格係（区役所１階）☎内線２３７５
▶高額療養費に関して
国保年金課保険給付係（区役所１階）☎内線２３８３
▶介護保険に関して
介護保険課資格保険料係（区役所２階）☎内線２４４１
▶国民年金に関して
国保年金課国民年金係（区役所１階） ☎内線２４１１

国民健康保険
納入通知書は６月中旬に送付します
令和元年度の国民健康保険料は、平成30年中の所得を基に年間の保険
料を計算し、６月中旬に送付します。
■普通徴収（口座振替または納付書による納付）の方
口座振替日
（１回目） ７月１日㈪
納 付 書 に よ る 納 付 下記のいずれかで納付してください。
▶１か月ごと ( ６月〜令和２年３月 ) の納付書 ▶１年分
（一括）
の納付書
■特別徴収（年金から差し引いて納付）の方
２月の保険料と同額が仮徴収（４月 ･ ６月 ･ ８月）の納付額となりま
す。10月以降の保険料は、年間保険料額から、４月 ･ ６月 ･ ８月に仮徴
収した額を差し引いた残りを、３回（10月・12月、令和２年２月）で
お支払いください。

保険料を決定するため、所得の申告が必要です
平成30年中に収入が無い方は、保険料の均等割額が軽減されることがあ
ります。
国民健康保険に加入していない世帯主の方も申告してください。
ただし、次に該当する方は必要ありません。
▶確定申告や住民税等の申告をした
▶給与から住民税を差し引かれている
▶年金収入のみで、年金機構等から年金の源泉徴収票が送られた
▶税法上の被扶養者となっている

医療費が高額になったときは

■高額な医療費の負担を軽減します
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の
一部負担金の支払いが高額療養費自己負担限度額までとなります。「限
度額適用認定証」の交付は申請が必要です。
現在、限度額適用認定証をお持ちの方の有効期限は７月31日㈬まで
です。引き続き、必要な方は更新の手続きをお願いします。受付は７月
２日㈫からです。
申請に必要なもの

国民健康保険証、本人確認書類、申請者のマイナ
ンバーがわかるもの（同一世帯人の方が来庁され
る場合）

※国民健康保険料の未納があると交付できません
※高齢受給者証をお持ちの方は、適用区分により、
「限度額適用認定証」が必要ない場
合があります
※認定証の発効期日は申請月の初日です
※認定証を医療機関に提示しないと適用されません
※非課税世帯の方は入院日数が直近１年のうち90日を超える場合、適用区分により食
費が更に軽減される場合がありますので、入院日数が確認できるもの（領収書等）
をお持ちください
※世帯の中に住民税の未申告者がいる方は最上位の適用区分となります

減額・免除申請ができます
非自発的な理由で失業した方は国民健康保険料の軽減申請を
企業の人員整理や倒産による解雇等、非自発的な理由による失業で、国
民健康保険に加入された方は、保険料が軽減されます。本人または世帯主
が雇用保険受給資格者証を持参して申請してください。
失業時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者（倒産・
対
象 解雇等による離職）または特定理由離職者（雇い止め等によ
る離職）として失業給付を受ける方
離職日の翌日の属する月からその翌年度末
軽減期間
※詳細は、お問い合わせください

保険料を納められなくなった方は
国民健康保険料・介護保険料の減額・免除申請を
災害等で重大な損害や事業の休・廃止または失業、長期入院等で収入が
著しく減少し、保険料を納められなくなったときは、申請があった月以降
の保険料を一定期間、減額または免除する制度があります。収入状況が確
認できる書類等を持参して申請してください。

国民年金

■高額療養費の申請を
同じ人が、同じ月内に支払った医療費の一部負担金のうち、自己負担
限度額を超えた金額を高額療養費として支給します。
支給該当者（世帯主）には診療月の３か月目以降に申請書を送付しま
すので、申請してください。
また、適用区分により、同じ人が外来受診で１年間に支払った医療費
の一部負担金のうち、年間上限額を超えた金額についても高額療養費と
して申請書を送付します。
申請に必要なもの

送付した申請書、本人確認書類、世帯主の預金
通帳等
※医療機関等の領収書が必要な場合があります

広

告

令和元年度分の国民年金保険料の
免除申請の受付が始まります
国民年金保険料の納付が困難なときは、申請により承認されると保険料
の支払いが免除される制度があります。
７月１日㈪から、全額免除制度・一部免除制度、納付猶予制度につい
て、令和元年度分（７月分〜令和２年６月分）の申請の受付が始まりま
す。
免除の対象となる方には、前年所得が基準額以下である場合等の条件が
あります。詳しくは、お問い合わせください。

広告内容の問い合わせは各事業所へ
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小児科の平日準夜間・休日診療

休日診療当番医

▶㈪〜㈮午後７時〜午後10時 ※受け付けは、午後６時30分〜午後９時30分
▶㈯午後５時〜午後９時 ※受け付けは、午後４時45分〜午後８時30分
▶㈰・㈷午前10時〜午後１時、午後２時〜午後９時 ※受け付けは、午前９時45分〜午後８時30分まで

場所・問合せ

荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3） ☎（3893）1599

科目
小
内・小
内・小
内
内
内・婦

期 日
６月16日㈰

医療機関名
南千住こどもクリニック
小原医院
南千住つのだ医院
佐藤クリニック
堀メディカルクリニック
白十字診療所

所在地
電 話
南千住７−１−１
（５６１５）２５２５
東尾久６−８−５
（３８９５）８３４１
南千住６−６５−１２ （３８０２）００２３
荒川２−５３−１
（３８９１）５８２８
町屋１−１−９
（３８９５）５４００
西日暮里２−１９−１０ （３８０２）３９１１

問合せ

医療機関名
石橋内科歯科医院

所
所在地
南千住１−１−２１

●荒川区医師会
●荒川区歯科医師会
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞

日曜日柔道整復施術
期 日
６月16日㈰

電 話
（５８５０）１７１８

☎（３８９３）２３３１
☎（３８０５）６６０１
☎（５２７２）０３０３
☎（３２１２）２３２３

［施術時間］▶午前９時〜午後１時 ▶午後３時〜午後７時

施術所名
髙見澤接骨院

所在地
西尾久５−７−２５

電 話
（３８０９）３７３０

事

締

申

消費生活センターをご利用ください
受 付 時 間

㈪〜㈮ ※㈷等を除く
▶午前８時30分〜正午 ▶午後１時〜４時30分

相談専用電話 ☎（５６０４）７０５５
問

合

消費生活センター（区役所６階）☎内線４７７
せ ※㈯・㈰・㈷等は、消費者ホットライン ☎１８８をご利用
ください

区民の皆さんの自主的な活
動を掲載するコーナーです。
お問い合わせのうえ、ご自身
の判断で参加してください。

イベント情報
◆岩手県遠野むかしばなし
日６月19日㈬ 時午後１時〜２
時30分 所町屋区民事務所ひろ

ば館 人25人（申込順） ￥500
円 申昔話村 ･ 近江
☎・ふ（３８９２）６２６１

写真提供 国立
感染症研究所

生活衛生課環境衛生係（区役所北庁舎１階）
☎内線４２６

５ 月22日、 区 の 交 流 都 市 の
茨城県潮来市から、原浩道潮来
市長とあやめ娘の皆さんが、６
月23日㈰まで開催する第68回
水郷潮来あやめまつりのＰＲ活
動の一環として、荒川区を訪問
しました。

▲左からあやめ娘の皆さん、
西川区長、原潮来市長

HP

ホームページアドレス

茨城県潮来市長とあやめ娘の皆さんが
荒川区を訪問

蚊の防除のポイント

電子メールアドレス

費用の記載がないものは無料です

問

問い合わせ先

蚊が媒介する感染症を予防するため、日頃からボウフラの駆除
や、蚊に刺されない工夫を心がけましょう。
蚊は、ボウフラの段階で発生させないことが最も効果的です。
区では、町会・自治会による雨水ますへのボウフラ駆除剤の投入
活動の支援をしているほか、蚊の防除等について相談を受け付けて
います。

▶不審な電話はすぐに切る
▶自動通話録音機を活用する
▶キャッシュカードは他人に渡さない、
送らない
▶暗証番号は他人に教えない
▶不安を感じたら、すぐに消費生活セン
ター（下記）や警察に相談する

申込方法
︵申込先︶

蚊が発生する季節です

相談・問合せ

￥

締め切り

➡「購入しません」等、きっぱりと断りましょ
う。事業者からの電話の中で契約をしてしま
った場合は、クーリング・オフも可能です。
注文していない商品を一方的に送り付けられ
た場合は、代金を支払わずに受け取り拒否を
しましょう。受け取ってしまった場合は、14
日間保管しましょう。その後は、代金を支払
わず処分することができます。

持

費用

「天皇陛下御退位・御即位を記念したアルバム
等を購入しないか」と電話があり、購入すること
を執ように勧誘される。また、注文していないア
ルバムが送られてきて、
高額な料金を請求される。

▶水たまりを作らない ▶置き水の交換をこまめに行う
▶雑草を刈り取り、蚊の潜む場所をなくす
▶網戸等で蚊の侵入を防ぐ
▶刺されないよう、長袖等の服装で身を守る
▶虫よけ剤等の忌避剤を利用する

➡ 新紙幣は令和６年に発行される予定です。現行の紙幣
は新紙幣の発行後も、引き続き使えます。絶対に応じ
ないでください。

被害に遭わないために

➡ 銀行の協会団体や金融機関が、暗証番号等を
尋ねることは一切ありません。絶対に口座情
報等を教えたり渡したりしないでください。

事例②

例

省庁や金融機関を装い、「現行の紙幣が使用できなくな
るので回収する」
・「古い紙幣と新しい紙幣を交換するので
振り込んでほしい」といった案内を行う。

講

持ち物

銀行の協会団体を装
い「改元による銀行法
改正に伴い、キャッシ
ュカードを新しくする
必要がある」等の封書
を送付し、銀行口座情
報やキャッシュカー
ド、暗証番号を返送さ
せる。

内

講師

新紙幣発行等のトラブル

人

内容

「新元号」
・
「新紙幣」に便乗した 消費者トラブル に 注意
新元号への改元等のトラブル

対

定員

診療科目 ▶内＝内科 ▶小＝小児科 ▶外＝外科 ▶婦＝婦人科 ▶整＝整形外科
※記載がない診療科目は、東京都医療機関案内サービスひまわりにお問い合わせください

事例①

時

対象

昼夜
○
○
○
○
６月16日㈰
○ ○
○ ○

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

【歯科】 午前９時〜午後４時（電話受け付け）

※夜間の受け付けは、午後８時30分まで

小児科は、荒川区医師会こどもクリニック（上記）でも診療しています
日

象

会場・場所

▶夜…午後５時〜午後９時

期

対

日

※受診の際は､健康保険証を持参してください ※当番医は変更になる場合があります。確認のうえ、受診してください ※小さなお子さんは小児科を受診してください

【内科等】診療時間 ▶昼…午前10時〜午後１時、午後２時〜５時

６月15日㈯

妊娠中の方や18歳未満のお子さんに関する相談を24時間受け付けます

時間

荒川区医師会
こどもクリニック

診療時間

☎０１２０（５３６）８８３

期日
︵期間︶

あらかわキッズ・マザーズコール24

7

8
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自然まるかじり体験塾
交流都市・千葉県鴨川市の農家にホームステイし、農家の
生活や漁業の体験をしてみませんか。

小学生

対

象

費

用 各500円

※小学３年生以下は、会場まで保護者同伴で

締 切 り ７月５日㈮必着

◀漁船体験の様子
◀◀◀◀◀◀

▶自然体験の様子

往復はがきに、希望するプログラム（複数選択可）と参
申込方法 加者の住所・氏名（ふりがな）・性別・学年・保護者の
氏名・電話番号を記入し、郵送で
〒116-0002 荒川区荒川７ -20- １町屋文化センター内
申 込 み
ＡＣＣ「夏休み子ども文化探検隊」担当
問 合 せ
☎（３８０２）７１１１
プログラム

期 日

時 間

会 場

定 員
（抽選）

▶小学１・２年生
午 前 ９ 時30分 〜10時15分
箏
▶小学３〜６年生
午前10時30分〜11時30分 町屋文化センター
７月24日㈬
各15人
２階ふれあい広場
▶小学１・２年生
午後１時30分〜２時15分
オカリナ
▶小学３〜６年生
午後２時30分〜３時15分
三味線かとう
三味線
午前９時〜11時
20人
（東尾久６-26-４）
▶小学１・２年生
①午後１時30分〜２時15分
７月25日㈭ ②午後２時30分〜３時15分
荒川山吹
茶道
各15人
※時間指定不可（①・②と
ふれあい館
も同一内容）
▶小学３〜６年生
午後３時30分〜４時15分
▶小学１・２年生
ヒップホップ
午 前 ９ 時30分 〜10時30分 町屋文化センター
各20人
▶小学３〜６年生
ダンス
１階多目的ホール
７月26日㈮
午前11時〜正午
町屋文化センター
絵手紙
午後１時30分〜３時
50人
２階ふれあい広場
こ と

期

間 ８月20日㈫〜22日㈭（２泊３日）
㈭（２泊３日）
区内在住・在学の小学４年生〜中学生
※初めて参加する方を優先
※７月23日㈫、８月７日㈬の事前説明会に
両日とも参加できること

対

象

定

員 40人（抽選）

費

用

１万2000円

締 切 り ６月21日㈮必着
はがきに、参加者の住所・氏名（ふりがな）
・性別・
申込方法 年齢・電話番号・学校名・学年・保護者の氏名・昼間
の連絡先と過去の参加の有無を記入し、郵送で
主

催 荒川区青少年育成地区委員会連絡協議会

（住所不要）荒川区役所児童青少年課内
申 込 み 〒116-8501
問 合 せ 「自然まるかじり体験塾」
事務局 ☎内線３８３３

を 予防 しましょう
予防のポイント
▶のどが渇く前から水分を補給する
▶換気扇、エアコン、遮光カーテン等を活用する
▶日陰や「元祖・本家あらかわ街なか避暑地」を
利用し、こまめに休憩する
▶適切な睡眠とバランスの良い食事をとる
▶無理のない範囲で運動をする
▶糖尿病や高血圧等持病がある方は、重症化が心
配されるため自己管理を徹底する

荒川区のオリジナル
体操が効果的です

熱中症は、重症になると命に関わる危険な病気です。暑くな
り始めた時期や、急に暑くなる日は特に注意しましょう。
問合せ 健康推進課保健相談担当 ☎内線４３２

高齢者と子どもは特にご注意を
高齢者

上記の二次元バー
コードを読み取り、
視聴できます

子ども

熱中症の症状と重症度
軽

度

▶めまい ▶立ちくらみ ▶筋肉痛 ▶汗が止まらない
中

熱
熱中症の簡単セルフチェック

度

▶頭痛 ▶吐き気 ▶体がだるい（けん怠感） ▶虚脱感
重

度

▶意識がない ▶けいれん ▶体が熱い
※中度・重度の場合は、
救急車を呼ぶ等、すぐに病院で受診しましょう

熱中症が疑われるときの対処法
①涼しい場所へ避難する
②氷や保冷剤で両側の首、脇の下、足の付け根を冷やす
③自力で水分を摂取できる場合は、水分補給を行う

発 行 荒川区

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

６万4500部発行

（

（

毎月１日・11日・21日

発汗や体温を調整する機能が低下するとともに、暑さ
やのどの渇きを感じにくくなり、自覚症状がなく熱中症
にかかるおそれがあります。室温は、28℃以下を目安
に保ちましょう。
体温調節機能が十分に発達して
いません。特に、ベビーカーに乗
っている乳幼児や身長が低い未就
学児はアスファルト等地面の照り
返しの影響を受けやすいため、気
温の高い日や晴天時の散歩には注
意が必要です。

皮膚の弾力は、
体内の水分状況を
反映しています。
セルフチェックを
活用して早期発見
に努め、水分を補
給する等、早めに
対応しましょう。

かくれ脱水の症状

指でつまむ

５〜10秒戻らない

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

〒116-8501 荒川区荒川２-２-３

荒川区ツイッター

☎（３８０２）３１１１

荒川区フェイスブック https://www.facebook.com/city.arakawa

FAX（３８０２）
６２６２

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は

@arakawakukoho

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。広報課広報係☎（３８０２）４９５７へ
（荒川区ホームページからも申し込めます）

116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）

