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お知らせ・情報コーナー
☎…電話番号　 …ファクス番号
…ホームページアドレス
…Eメールアドレス

■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
※費用の記載がないものは無料4 凡 

例

■期間＝6月上旬～8月上旬（予定）■区域＝西綾瀬1～4■内容＝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、区の腕章を付けた委託業者が調査■問先＝住居表示担当� ☎3880-5725住居表示板の実態調査を行います

思春期家族教室「思春期に
おけるネットやゲームとの
付き合い方」
■日時＝7月10日㈮、午後2時～
3時30分■場所＝江北保健総合セ
ンター■対象＝10～20歳代の方
の家族など■内容＝思春期の子ど
もとの上手な向き合い方などの学
習／意見交換■定員＝15人（6月
11日から先着順）■申込＝電話■
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

40歳前の健康づくり健診
■日時等＝表1■対象＝区内に住
民登録があり、健診の機会がな
い18～39歳の方　※年齢は28
年3月31日現在■内容＝健康
チェック（血圧測定、血液検査、
尿検査、歯肉の健康チェック、
体組成測定、胃がんハイリスク
検査〈対象にならない場合あり〉）
など／健康教室（保健・栄養・歯

科の学習）　※年度につき1回の
み受診可■申込＝電話■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

若さと元気を取り戻す
歯周病予防講演会
■日時＝7月22日㈬、午前10時
～正午■対象＝区内在住・在勤の
方■内容＝専門医による講演／歯
と口の健康づくり体験■定員＝
50人（6月11日から先着順）■申
込＝電話・窓口■場・申・問先＝
竹の塚保健総合センター歯科保健
担当� ☎3855-5082

呼吸器病教室「楽しく歌って、
からだもこころもリラックス」
■日時＝8月3日㈪、午前10時～
正午■場所＝区役所庁舎ホール
■対象＝呼吸器疾患で療養中の
方など■内容＝声楽家から、歌い
ながら腹式呼吸を学ぶ■定員＝
130人（6月11日から先着順）■申
込＝電話■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

精神家族教室「統合失調症の
理解と家族の対応」
■日時＝7月29日㈬、午後2時～
4時■対象＝統合失調症の方の家
族■内容＝精神科医・春日武彦氏

による病気の知識や家族の対応方
法の講演と質疑応答■定員＝40
人（6月11日から先着順）■申込＝
電話■場・申・問先＝千住保健総
合センター地域保健係　
� ☎3888-4278

表1　40歳前の健康づくり健診日時等
場所（保健総合

センター） 実施日・受付時間 結果日・受付時間 定員

江北（2日制）
★

7/9㈭、午前9時～
9時30分

8/6㈭、午前9時～
9時15分

40人
（6月12日から先着順）

千住 7/15㈬、午前9時
～9時30分

異常がなければ
結果を自宅に送付

40人
（6月12日から先着順）

竹の塚 7/18㈯、午前9時
～10時

40人
（6月11日から先着順）

中央本町地域・
保健総合支援課

7/4㈯、午前9時～
9時30分

50人
（6月11日から先着順）

東和 7/7㈫、午前9時～
9時30分

35人
（6月12日から先着順）

★…保育あり。定員など、くわしくはお問い合わせください。

QA ■問先＝食品保健係
� ☎3880-5363

＆A
食品衛生クイズ

　食中毒菌と腐敗させる
菌は異なります。腐敗さ

せる菌は臭いなどでわかることが多い
ですが、食中毒菌は食品の味や臭いを
変化させません。

　ノロウイルスは液体石鹸や
アルコールでは死にません。

しかし、正しい方法でしっかり手を洗うこと
で、手指についたノロウイルスやほかの細菌
も減少します。また、2度洗いを丁寧にする
ことにより、手洗いの効果がより高くなります。

　鮮度とは関係なく、カンピ
ロバクターによる食中毒を起

こす可能性があります。保存期間の長さとカ
ンピロバクターによる食中毒の危険性は関係
ありません。ただし、鮮度が悪くなるとほか
の病原菌が増加するおそれがあります。

食中毒菌が食品についているかは
味や臭いでわかる？Q 1

ノロウイルスは液体石鹸
け ん

や
アルコールで死んでしまう？Q 3

鮮度が良ければ、
鶏
と り

肉を生で食べても大丈夫？Q 2

▼▼ ▼

食中毒菌がついているかは見た目や臭いではわかりません。
そのため、十分な加熱で菌を殺すことや、正しい手洗いで菌を
洗い流すことが大切です。

食中毒予防 　昨年、都では5年ぶりに生食肉などが
原因のカンピロバクターによる食中毒件
数が、ノロウイルスを上回りました。食
中毒は年間を通して発生していますが、

高温多湿のこの時期は細菌の増殖が活発
になるため特に発生しやすくなります。
　クイズに挑戦しながら正しい知識を身
につけましょう。

答え
　食中毒菌と腐敗させる×A 1

　鮮度とは関係なく、カンピ×A 2
　ノロウイルスは液体石鹸や×A 3

クイズで学ぶ

・�手首までしっかり
洗う

・�親指と手のひらで
ねじり洗いする

・�指先やつめの間も
念入りにこする

手洗いの
ポイント

■利用可能期間＝7月1日～12月28日（予
定）■内容＝障がい者が働くお店で商品を購
入するときにお得に使えるクーポン券が付
いたチラシを、6月下旬に全戸配布　※利用
できる店舗など、くわしくはチラシをご覧
ください。■問先＝障がい福祉係　☎3880-5255

クーポン券を使って、障がい者が
働くお店を応援しよう

おトクなアダチ

第2 弾
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♥
♥

♥
♥

発行総額12億円（うちプレミアム相当額2億円）！

■販売日時＝7月
11日㈯、午前10
時開始　※売り切
れ次第終了。一部
店舗では、販売日
時が異なる■販売
場所＝区役所／区内各販売指定
店舗（約180店舗）　※販売店舗
は、6月下旬に全戸配布するチ
ラシに掲載予定■販売内容＝１
セット10,000円で12,000円分
の商品券（500円券24枚入り）
を販売　※使用時にお釣りは出
ませんのでご注意ください。■
購入限度＝1人10セット■使用
期限＝27年12月31日㈭■取扱
店舗＝商店街振興組合連合会加

盟店および区内各商
業施設約1,600店
舗　※今年度に限
り、区内一部の大
型スーパー、家電

量販店、ドラッグストアなどで
も使用可。取扱店舗はホーム
ページに順次掲載予定■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

スーパープレミアム商品券

店舗では、販売日
販売

盟店および区内各商
業施設約1,600店

量販店、ドラッグストアなどで

おトクなアダチ

第3 弾

今年度は大型商業施設や
家電量販店でも使える!
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左記マークがある
申し込みは、
P3左上を参照 5

ひとり親家庭などに医療費
を助成（ 制度）
■対象＝区内在住で国民健康保険
などの医療保険に加入していて、
次のいずれかに当てはまる児童
（18歳の誕生日後、最初の3月31
日まで。20歳未満で中程度以上の
障がい児を含む）とその児童を養育
している方…父母が離婚／父また
は母が死亡または重度の障がい者
／父または母が法令により1年以
上拘禁中／父または母が裁判所か
らＤＶ保護命令を受けた／母の婚
姻によらず生まれた児童で父の扶
養がない　※所得制限あり。生活
保護受給者、児童福祉施設入所中
の方を除く■内容＝医療費（保険診
療分）の自己負担分の一部または全
部を助成■申込＝窓口■申・問先
＝親子支援係� ☎3880-5883

「あだち1万人の介護者家族
会」総会
■日時＝6月23日㈫、午後1時
30分～3時■場所＝区役所■内
容＝「あだち1万人の介護者家族
会」の活動報告／講演会「介護保
険制度改正について」■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝
高齢調整係　� ☎3880-5886

中途聴覚障がい者の
通所訓練希望者募集
■利用日＝毎週金曜日■対象＝
次のすべてに当てはまる方…18
歳以上／身体障害者手帳を取得
済みまたは取得見込み／今まで
障がい福祉センターでの通所訓

練を利用したことがない■内容
＝専門の講師による手話学習な
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
の操作練習／福祉機器の活用方
法／日常生活の相談／聴覚障が
い施設の見学など■利用期間＝
18カ月■費用＝自己負担あり■
申込＝電話または住所、氏名、電
話番号をファクス■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　� 5681-0138

戦没者などのご遺族の方へ
特別弔慰金を支給
■対象＝次のすべてに当てはまる
先順位の遺族1人…戦没者死亡時
の3親等内の親族／戦没者死亡時
まで引き続き1年以上生計関係が
あった／27年4月1日現在、遺族
内に公務扶助料・遺族年金などの
受給権者がいない■内容＝額面
25万円の特別弔慰金を支給　※5
年償還の記名国債を5年ごとに2
回交付。2回目交付の特別弔慰金

は、32年4月1日から受け付け予
定。申し込み方法など、くわしく
はお問い合わせください。■期限
＝30年4月2日㈪■申・問先＝民
生係� ☎3880-5870

27年度国民年金の支給額
老齢基礎年金
■対象＝25年以上国民年金保険
料を納付（免除・納付猶予期間も
含む）した65歳以上の方　※繰り
上げ・繰り下げでの受給可。受給
資格のある方には、65歳の誕生
日の約3カ月前に「年金請求書（国
民年金・厚生年金保険老齢給付）」
を日本年金機構から送付■支給額
等＝表2・3
障害基礎年金
■対象＝心や体の病気やけがによ
る障がいで日常生活が不自由な方
※初診日や障がいの程度、障がい
認定日の年齢などにより、支給の

条件が異なる。具体的な条件など、
くわしくはお問い合わせくださ
い。■支給額等＝表2・3
遺族基礎年金
■対象＝一定期間以上、保険料
を納付（免除・納付猶予期間も含
む）した方が亡くなったときに、
その方によって生計を維持され
ていた「子のある配偶者」または
「子」　※「子」とは、18歳に到達
する年度の3月31日まで、また
は19歳以下で一定の障がいのあ
る子ども。具体的な条件など、
くわしくはお問い合わせくださ
い。■支給額＝表2

――いずれも――
■問先＝ねんきんダイヤル　
� ☎0570-05-1165
足立年金事務所　�☎3604-0111
区・国民年金係　�☎3880-5849

　夏至の日（6月22日㈪）と七夕の日（7月7日㈫）の午後8時～10時にライトアップ施設や家庭の照明を消灯
し、地球温暖化対策に取り組んでみませんか。ご協力をお願いします。■問先＝環境事業係　� ☎3880-5860

　区が行っている大気や河川の水質などの環境調査について、26年度の結果がまとまりま
した。くわしくは区のホームページをご覧ください。■問先＝生活衛生係� ☎3880-5374

ライトダウン
キャンペーン

26年度
環境調査結果

　住民税（特別区民税）は、子育て、福祉、
保健衛生など、生活に密着した様々な
サービスにつながる大切な財源のひと
つです。納付書が手元に届いたら、内
容を確認し、期限内に納付してください。

※口座振替の方、年金からの天引きの
　みの方には、納税通知書のみをお送
　りしました。
※納期限を過ぎると延滞金加算の対象
　となります。

P
ペ イ ジ ー

ay-easyマークが入った納付
　書は、コンビニエンスストアや
　ＡＴＭなどでも納付できます
※ＡＴＭ、パソコン、携帯電話を使用して
の納付では、一定の期間、納税証明書が発
行できません。お急ぎの方は区役所または
区民事務所で納付してください。■問先＝
納税課�収納管理係� ☎3880-5238
口座振替新規加入キャンペーン
■対象＝特別区民税・都民税（普通徴収分）
の口座振替を新規に申し込んだ方■内容＝
抽選で200人に区内共通商品券2,000円分
を進呈　※申し込み方法など、くわしくは
納税通知書に同封のチラシをご覧ください。
■期限＝9月10日㈭■問先＝納税課�収納管
理係　� ☎3880-5238

区は納税の公平性と税収の確保を図るため、
　次のような取り組みを行っています
電話や訪問による納付勧奨／給与・預貯金・
生命保険・不動産などの差押え／公売（イン
ターネット公売）／訪問徴収など
納付が困難なときは早めにご相談ください
■問先＝▷27・26年度分の納付（25年度以
前に未納のない方）…納税相談係　
� ☎3880-5236
▷25年度分以前の未納…徴収推進係　
� ☎3880-5237
▷税額が100万円以上の滞納など…特別整
理係　� ☎3880-5235
▷納税通知書、納付書の内容…課税第一係
～四係� ☎3880-5230～2、3880-5418

公的年金を受給する65歳以上の方は、年
　金所得に対する住民税額が年金から天引き
　されます（特別徴収制度）
※特別徴収制度は、納税方法が変更になる
だけで、新たな税負担が生じるものではあ
りません。
■対象＝次のすべてに当てはまる方…27年
4月1日現在、65歳以上で公的年金（障害年
金や遺族年金を除く）を受給している／26年
1月1日～12月31日に公的年金の支払いを
受けた／介護保険料を天引きされている　
※26年4月2日～27年4月1日に65歳になっ
た方は、住民税が10月から天引き。天引き
される住民税額は、6月8日に対象者へ送付
する納税通知書に記載■問先＝課税第一係
～四係　� ☎3880-5230～2、3880-5418

■日時＝28日㈰
　午前9時～午後4時

■場所＝区役所
■問先＝納税課�納税相談係

☎3880-5236
　　　　納税課�徴収推進係

☎3880-5237
　　　　納税課�特別整理係

☎3880-5235
　　　　国民健康保険課

滞納整理第一係
☎3880-5243

　　　　国民健康保険課
滞納整理第二係

☎3880-5244
　　　　高齢医療・年金課

資格収納係
☎3880-6041

　　　　介護保険課�資格保険料係
☎3880-5744

休日納税・納付相談（6月分）

27年度の納税通知書と
納付書をお送りしました

（普通徴収の特別区民税・都民税）

表3　国民年金の請求先
老齢基礎年金の対象 障害基礎年金の対象 請求先
第1号被保険者期間
だけで、年金受給資
格を満たしている方

第1号被保険者期間、加入をやめた
後（60～64歳）、国民年金加入前（20
歳前）のいずれかに初診日がある方

区・国民年金係

第2号被保険者期間
がある方

第2号被保険者期間に初診日が
ある方

▷会社員など…年金事務所
▷公務員…各共済組合

第3号被保険者期間
がある方

第3号被保険者期間に初診日が
ある方 足立年金事務所

表2　27年度国民年金の支給額
年金の種類 年額

老齢基礎年金（満額の場合〈※1〉） 78万100円
障害基礎年金　1級 97万5,100円
障害基礎年金　2級 78万100円
遺族基礎年金　※子1人の配偶者の場合

（基本額＋加算額〈※2〉）
100万4,600円
（78万100円＋22万4,500円）

老齢福祉年金 39万9,700円
※1…加入期間に保険料の未納がある場合は年金額を減額
※2…子2人目は22万4,500円、子3人目以降は1人7万4,800円を加算




