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1歳ごろの栄養教室「離乳食から
幼児食へのステップアップ」

■日時等＝▷竹の塚保健センター
…4月21日㈮　▷東部保健センター
…4月27日㈭　▷中央本町地域・
保健総合支援課（足立保健所内）…4
月28日㈮　※いずれも午前10時30
分〜11時30分■対象＝開催日現
在、11カ月以上の子どもの保護者　
※子ども同伴可■内容＝1歳を迎え
るころの食生活／レシピ紹介など
■定員＝各20人（4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

ひとり親家庭を応援 サロン豆の木
■日時＝毎月第2・4土曜日、午後
2時〜4時■場所＝エル・ソフィア
■対象＝ひとり親家庭の方■内容
＝リラックス・ヨガなど、毎回様々
な講座やイベントを開催　※フー
ドバンクの食品お土産あり。小学
生向けのキッズスペースと保育あ
り（要電話予約、1歳〜就学前の子
ども、先 着10人）■申込＝不 要　
※当日直接会場へ。開催時間や場
所が変わる場合あり。くわしくは
区のホームページをご覧ください。
■申・問先＝ひとり親家庭支援担
当 ☎3880-5932

子育て・教育

特別障害者手当（国制度）
などの月額変更

■内容＝▷特別障害者手当…2万
6,810円　▷障害児福祉手当…1万
4,580円　▷福祉手当（経過措置）
…1万4,580円　※変更は4月分か
ら■問先＝障がい給付係
 ☎3880-5472

福祉・高齢医療

29年度就学援助
■内容＝学校給食費や学用品費な
どの支払いにお困りの保護者に対
して費用の一部を援助　※所得制
限あり■申込＝▷足立区立の小・
中学校に通学している方…4月に学
校で配布する申請書をｿへ郵送　
▷足立区立以外の小・中学校に通
学している方…4月以降、窓口また
は申請書をｿへ郵送　※申請書は
学務課 助成係で配布するほか、区
のホームページからもダウンロー
ド可。28年度に認定されている方
は区が配布する申請書をｿへ郵送。
特別支援学級などの就学奨励費は
9月に学校から申請書を配布予定■
申・問先＝学務課 助成係
 ☎3880-5977

就学相談説明会
■日時＝5月18日㈭、午前10時
〜11時50分■対象＝区内在住で、
30年4月に小学校入学予定の発達
に課題があると思われる子どもの
保護者■内容＝特別支援教育や就
学相談の流れ、手続き方法などの
説明・相談受け付け■申込＝不要　
※当日直接会場へ■場・問先＝こ
ども支援センターげんき支援管理
課 特別支援係 ☎3852-2875

先天性風しん症候群対策の
予防接種費用の助成

■対象＝次のすべてに当てはまる
女性…区内在住／19〜49歳で妊
娠を希望・予定している／抗体検
査の結果、抗体価が低い（抗体価

がHI法で32未満またはEIA法で8
未満）■自己負担額＝▷風しん単
独ワクチン…3,000円　▷MR混
合ワクチン…5,000円■申込＝電
話または窓口■申・問先＝保健予
防係 ☎3880-5892

子どもと一緒に保護者が
気軽に立ち寄れる休憩場所
親子サロン（5月分）

■日時等＝11日㈭・25日㈭、午
前9時30分〜正午　※午前10時
30分から絵本の読み語りや手遊
び会（11日のみ）、親子リズム遊
び（25日のみ）を開催■場所＝エ
ル・ソフィア■対象＝就学前の子
どもと保護者■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝男女参画プ
ラザ ☎3880-5222

■日時＝23日㈰
　　　　午前9時〜午後4時
■場所＝区役所
■問先＝納税課 滞納整理第一係
 ☎3880-5236
　　　　納税課 滞納整理第二係
� ☎3880-5237
　　　　納税課 特別整理第一係
� ☎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（4月分）

【各種がん検診・
成人歯科健診】
■場所＝区内指定医療機
関■対象等＝表1■申込
＝▷各種がん検診…窓口
または住所、氏名（フリ
ガナ）、生年月日、電話
番号、希望検診名（複数
可）をｿへハガキで送付
または電子申請（http://
www.shinsei.elg-front.
jp/tokyo/navi/index.
html）　※受診券は申請
から1〜2週間後に送付　
▷成人歯科健診…区が送
付する受診券を医療機関
に持参

いずれの検（健）診もお早めに受診ください。

【肝炎ウイルス検査】
■場所＝区内指定医療機関■対象＝過去に肝炎ウイルス検査を
受けていない方（年齢制限なし）■費用＝無料■検査項目＝血液検
査（Ｂ型肝炎ウイルス検査・Ｃ型肝炎ウイルス検査）■申込＝窓口

―いずれも―
■申先＝データヘルス推進課 健診事業係／各保健センター
■問先＝データヘルス推進課 健診事業係 ☎3880-5121

対象者の平均受診率わずか8.5％（※）…！

がん検診を受けよう！
※…27年度各種がん検診対象者の平均受診率�

表1　各種がん検診・成人歯科健診対象等
検（健）
診名

対象（★1）
※年齢は30年3月31日現在

費用（自己負担額）
（★2） 検査項目

胃がん
ハイリスク

検診

40～74歳の方
※次のいずれかに当てはまる方を除く
…胃に痛みなどの症状がある／胃・
十二指腸潰瘍の病気で治療中・経過観
察中／腎不全／胃がんの既往歴がある
／胃・十二指腸潰瘍の手術歴がある／
過去にピロリ菌除菌治療を受けた／過
去に足立区ピロリ検診または胃がんハ
イリスク検診を受けた

1,000円
問診／血液検査
（ピロリ菌抗体
検査・ペプシノ
ゲン検査）

肺がん検診 40歳以上の方
▷�胸部X線…800
円
▷かく痰

たん
…300円

問診／胸部Ｘ線
検査／かく痰検
査（該当者のみ）

大腸がん
検診 40歳以上の方 300円 問診／便潜血反

応検査

子宮頸
けい

がん
検診

20歳以上で28年度未受診の女性
（2年度に1回のみ受診可） 2,000円（★3） 問診／膣

ちつ
鏡診／

頸部細胞診検査

乳がん検診

40歳以上で28年度未受診の女性（2年
度に1回のみ受診可）
※次のいずれかに当てはまる方を除く
…豊胸手術などをしている／ペース
メーカーなどの機器を体内に装着して
いる／妊娠中

2,200円（★4） 問診／マンモグ
ラフィ撮影

前立腺がん
検診 60～64歳の男性 800円

問診／血液検査
（前立腺特異抗
原〈PSA〉検査）

成人歯科
健診

20・25・30・35・40・45・50・
55・60・65・70歳で自分の歯が1本
以上ある方

無料 問診／むし歯・
歯周病チェック

★1…勧奨対象者には区から受診券を送付
★2…�生活保護受給中、中国残留邦人等支援給付を受給中の方は、自己負担額の免除制度あ

り。受診券を管轄の福祉課に持参し、免除印押印の受診票を受け取ったのち、医療機関
を受診ください。

★3…国の制度により、20歳（29年4月1日現在）の方は無料
★4…国の制度により、40歳（29年4月1日現在）の方は無料

勧奨対象者は、6月下旬に送付される
受診券1枚だけで受けられます！

▲勧奨対象者でない方でも右記対
象に当てはまる方は受診ができ
ます。左記申し込み方法をご覧
ください。

成人歯科健診・
肝炎ウイルス
検査もね！

通常負担する額の
3分の1で受けられます

日 付（3/16～31） 16 17 21 22 23 24 27 28 29 30 31
測定値（マイクロシーベルト／時）0.07 0.07 ― 0.06 0.06 0.07 ― 0.07 0.06 0.06 0.07

◆放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ50cm）
■問先＝公害規制係 ☎3880-5304
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　地名のおこりには様々な説があります。本コラムではその一部をご
紹介します。

「青」は澄み渡った
青空と緑なす農作物の
繁栄を、「井」は尽きる
ことない湧水を表し、
今後の発展の願いが
込められているのじゃ

武者たちは主君の
出家で心の支えを
失い、武士を捨て
新天地を求めて
この地へ下って

きたのじゃ

ちょっと意外な地名の由来Vol.1
青井の由来は「 」！ 六木の由来は六騎の武者！
　青井地域は江戸時代以来、12カ村の耕地が入り組み、区画が
複雑でした。そのため、戦後の住居表示による新町名を決める
際も議論がまとまらず、名前がなかなか決まりませんでした。最
終的に各村が「精出耕地」だったこともあり、「精」より「青」、「耕」
より「井」をとって、「青井」と命名されました。

　伝えによると六木は、天正の末期（1590年）ごろに、織田信長の
次子・織田信雄に仕えた六騎の武者によって開拓され「六騎村」と呼
ばれました。たった六騎の武者とその家族に
よって開かれた「六騎村」はいつのころからか

「六木村」となり、現在に至ります。

参考文献：足立百の語り伝え／ブックレット足立風土記⑥・⑧　■問先＝郷土博物館　☎３６２０-９３９３いずれも

★
★

　江戸時代の新田開発のとき
に、各村が荒地を苦労して開
拓（精を出して荒野を耕す）し
たことからこの名がついたと
いわれている

精出耕地って？

Pick Up 
ピックアップ

▲6人の武者が、かつ
て共に戦った仲間を
弔うために建てたと
される大光寺（六木3）

ボリューム

せ い   だ し    こ う       ちあ お     い む つ     ぎ

青井

六木

Q

ー地名など、あだちのルーツを紐解く月1コラムーー地名など、あだちのルーツを紐解く月1コラムー
ひ も   と

新企画
足立区×知識

かつのぶ

ながのぶ

むつ ぎ むら

今日話したくなる！？ 「アダチシキ」

仕事・産業

講座「資格を生かして
保育現場で働こう」

■日時＝5月19日㈮、午前9時30
分〜正午■場所＝エル・ソフィア
■対象＝保育士・看護師の資格を
有し、区内保育施設で就労を検討
している方■内容＝保育再就職活
動をするにあたりポイントとなる
情報を学ぶ講話・座談会■定員＝
40人（4月11日から先着順）　※保
育あり（要予約、6カ月〜就学前
の子ども、先着10人）■申込＝電
話または区のホームページから専
用フォームに入力または住所（町
名まで）、氏名（フリガナ）、年齢、
電話・ファクス番号、保育希望の
有無（希望の場合は子どもの名前

〈フリガナ〉・年齢）、「保育現場で
働こう」をファクス■申・問先＝
男女参画プラザ
☎3880-5222 ﾌ3880-0133

中小企業者向け融資あっせん
■対象＝次のすべてに当てはまる
中小企業…1年以上継続して事業
を営んでいる／区内に1年以上住所

（法人は本店または支店登記）を有
する／保証協会の保証対象業種を
営み、営業に関し必要な許認可を受
けている／税金の未申告・滞納がな
い／暴力団とのかかわり合いがな
いなど　※各融資の種類ごとに対
象要件あり■内容等＝表3　※要

表3　中小企業者向け融資あっせん内容等

融資の種類 融資限度額
信用保証料補助

（運転2分の1、
設備・併用3分の2）

利子補給率
（3分の2） 利子補給期間

創業資金①
申告前 1,000万円

（1,500万円★）
※①②合計額

（運転・設備・
併用3分の2）
上限50万円

上限2.5％

運転資金…3年
設備資金…5年
併用資金…4年

創業資金②
申告後

上限1.6％小口零細資金 1,250万円 上限10万円経営安定資金 1,000万円
経営革新資金 3,000万円 上限50万円
一般事業資金 上限10万円 補助なし －
※返済期間、貸付利率（固定）は、金融機関所定
※創業資金①申告前の利子補給率は、3分の2の適用なし
※信用保証料は、借換資金として申し込みの場合補助なし
★…特定創業支援事業の認定を受けた事業者の創業資金の融資限度額

件や申し込み方法など、くわしく
はお問い合わせください。■申・問
先＝経営支援係（あだち産業セン
ター内） ☎3870-8404

仕事・産業は、
4面に続きます

新たに追加された難病24疾病、小児
慢性18疾病に関する受け付けを開始

◆難病医療費などの助成と相談
■内容＝健康保険適用後の自己負
担金の全部または一部を助成／新
たに追加された難病24疾病、小児
慢性18疾病の医療費などの助成と
相談■問先＝保健予防課 保健予
防係 ☎3880-5892
◆難病患者福祉手当の申請
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…区内在住／64歳以下／難病医
療費助成制度の認定を受けている　
※申請中も可■支給額＝月額1万
5,000円　※所得制限・併給不可の
手当あり■申・問先＝障がい福祉課 
障がい給付係 ☎3880-5472
◆ 障がい福祉サービス（ホーム

ヘルプサービスなど）の申請
■対象＝新たに追加された難病
24疾病を含む、総合支援法におけ
る難病患者で、一定の障がいがあ
る方■費用＝原則1割負担　※所
得に応じて減免制度あり■申・問
先＝障がい福祉課 各援護係（表2）

─いずれも─
※新たに対象となる疾病や申請方
法など、くわしくはお問い合わせ
ください。
表2　援護係一覧

申・問先 電話番号
西部援護係 3897-5034
千住援護係 3888-3146
中部援護第一係 3880-5881
東部援護係 3605-7520
北部援護係 5831-5799

シニア向け就労支援セミナー
■日時＝5月16日㈫、午後2時〜

4時■場所＝あだち産業センター
■対象＝おおむね50歳以上で就
職活動中の方■内容＝就職活動の
コツや履歴書の書き方、面接のポ
イントなどを学ぶ■定員＝50人

（4月11日から先着順）■申込＝電
話または住所、氏名（フリガナ）、
年齢、電話番号、「シニア向けセ
ミナー」をファクス■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 ﾌ3880-5605

あだちサポステの
就労準備セミナー体験

■日時＝5月18日㈭、午後1時〜
3時30分■対象＝就労を考えてい
る39歳以下の方■内容＝臨床心
理士によるセミナー「ストレスを
ためない気持ちの伝え方を練習し
よう」／あだち若者サポートス
テーションの事業案内と利用方法
の説明／施設内見学■定員＝20
人（4月11日から先着順）■申込＝
電話■場・申・問先＝東京芸術セ
ンター8階・あだち若者サポート
ステーション（日曜日、祝日を除
く、午前10時〜午後6時）
 ☎3882-4307
■問先＝就労支援係
 ☎3880-5469

ものづくり企業
立地継続助成金

■対象＝税金を滞納していない次
のいずれかに当てはまるものづく
り中小企業（工業製品の設計・製
造・修理関連事業など）…区内で1
年以上操業／1年以上操業し、区
外（都内）から30年2月末までに区
内に移転を完了する■助成対象経
費＝近隣住民へ配慮するための操
業環境の改善を目的として行う、

次のいずれかに当てはまる取り組
みに要した費用…現工場の改修・
整備費／施工期間中の一時移転に
伴う賃借費、機械設備の輸送・設
置費／工場移転に伴う機械設備の
輸送・設置費／移転先工場の改修
費と付帯設備の整備費（新築・増
築費を除く）／設備の更新・導入
■助成金額＝対象経費の4分の3
以内（上限375万円〈1,000円未満
は切り捨て〉）■助成件数＝2件程
度■申込＝申請書類を持参　※募
集案内・申請書類は産業政策課で
配布するほか、区のホームページ
からもダウンロード可■期限＝30
年1月31日㈬■申・問先＝経済活
性化計画調整担当 ☎3880-5464

■問先＝健康づくり係
 ☎3880-5433

このマークは、野菜を食べやすい環境をつくり、糖尿病予防を進める
「あだち ベジタベライフ～そうだ、野菜を食べよう～」関連事業です。

■問先＝教育政策担当
 ☎3880-5962

29年度から区立小・中学校の夏季
休業期間が8月31日までになります

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限� ☎…電話番号　�ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先� ﾎ…ホームページアドレス　�ﾃ…Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P2左上を参照 3


