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2019年度予算で

ワンコイン化

1

け い

問い合わせ先 データヘルス推進課 健診事業係

全額助成

⾵しんの抗体検査・予防接種

●抗体検査
男⼥問わず19歳以上の方は無料。区内指定医療機関で検査
可能
●予防接種
検査の結果、抗体価が低かった男性
（1962年4⽉2⽇〜1979
年4⽉1⽇⽣まれ）
は無料
※そのほかの19歳以上の⽅は3,000円
（風しんワクチン）ま
たは5,000円
（麻しん風しん混合ワクチン）
で接種可能
問い合わせ先 保健予防課 保健予防係

POINT

3

1

☎︎3880-5121

昨年の大流行時は、
30～50代男性患者が
多く発生。
この機会に予防接種を
受けましょう！

☎︎3880-5892

全額助成

⾼齢者インフルエンザ予防接種
問い合わせ先 保健予防課 保健予防係

4

☎︎3880-5892

初回募集はあだち広報4⽉25⽇号に掲載予定

●18〜39歳の⽅を対象に、無料で⾎圧測定・尿検査・体組成測定などの健診を実施
●定員枠を約1,600⼈から2,000⼈に、⼟曜⽇実施を9回から12回に拡大
問い合わせ先 データヘルス推進課 健診事業係
POINT

5

☎︎3880-5121

対象拡大

自宅でできる簡易血液検査

初回募集は8月のあだち広報に掲載予定

●自宅に採血キットを郵送し、指先の血液を採取する血液検査を無料実施
●対象者を一部年齢の国保加入者から、18～39歳の区民に拡大
問い合わせ先 データヘルス推進課 データヘルス推進係

障がい者福祉手当（区制度）・
難病患者福祉手当の定例払い

毎⽇を安全安⼼にくらすために

治安・防災対策
NEW

避難所となる学校体育館の
エアコン設置へ

●避難所としての⽣活環境や、児童・⽣徒の熱中症対策な
どの教育環境向上を実現
●モデル校3校で空調能⼒を検証後、全校設置へ
問い合わせ先 学校施設課 計画調整係
POINT

2

☎︎3880-5965

都内初

特殊詐欺撲滅をめざして、ATＭ付近に
「携帯電話抑⽌装置」
を設置

＼オレオレ詐欺などに効果大！／
自動通話録音機を無料貸し出し
かかってきた電話に警告音声を流すとともに、通話を
自動録音します。 対象 区内在住でおおむね65歳以上の
方がいる世帯 申し込み方法 電話（4月22日から先着順）
申込・問い合わせ先 危機管理課 ⽣活安全推進担当
POINT

3

定員拡大

40歳前の健康づくり健診

2

●区内の特殊詐欺
（振り込め詐欺など）被害件数は減少して
いるものの、1件あたりの被害⾦額は⾼いまま
●被害防⽌のため、携帯電話を強制的に圏外にする装置を、
7⽉ごろに10カ所設置予定

●75歳以上の⽅や生活保護受給者などは無料。65歳以上の方も2,500円で接種可能
●対象者には9月下旬に区から予診票を送付。区内指定医療機関で接種可能

POINT

の4つの
「礎」
で構成しました。

昨年の刑法犯認知件数は、昭和31年以来62年
ぶりの5,000件台に。さらなる治安対策強化と
ともに、災害対策も強力に推進します。
POINT

★1…どちらか⼀⽅のみ実施の医療機関も含む ★2…子宮頸がんは30〜70歳

2

礎

4⾯に関連記事あり

●乳がん検診
（従来2,200円）
と⼦宮頸がん検診
（従来2,000円）
を500円に
引き下げ
●26の区内指定医療機関★1で実施。受診券１枚だけで受診可能
●受診勧奨通知を送付
（前回受診者／5歳ごと／40〜70歳★2の2歳ごと）

POINT

「⼦どもの学習環境整備」
「未来に遺 す基盤づくり」
少⼦・超⾼齢・⼈⼝減少社会にあって、
「⼈⽣

☎︎3880-5838

NEW

公衆喫煙所の受動喫煙対策強化

●⾮喫煙者の受動喫煙防⽌と、喫煙者のマナー向上
●区内9地点15カ所にコンテナ型喫煙室などの公衆喫煙
所を整備
●維持管理のため、公衆喫煙所の見回り・清掃などを強化

■内容＝2018年12月～2019年3月分の手当を指定の口座に4月15日ごろ振り込み■問先＝▷身体・知的障がい者、難病患者…障がい福祉課 障がい給付
係 ☎3880-5472
3880-5754 ▷精神障がい者…中央本町地域・保健総合支援課 精神保健係（足立保健所内） ☎3880-5357
3880-6998

3

礎

未来を担う⼦どもの成⻑のために

☎︎3880-5494

4
東京2020⼤会に向けて

⼦どもの学習
環境整備

未来に遺す
基盤づくり

ICT
（情報通信技術）を活⽤して、⼩学
校の英語教科化やプログラミング教育に
対応。⼦どもたちの学習意欲の向上と学
⼒定着を図ります。

東京2020⼤会を翌年に控えた2019年。
一層の機運醸成に努めます。

POINT
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GAME CHANGER
〜パラスポーツで社会を変える〜

●2017年〜2020年までの4年間、障がい者スポーツ
先進国のオランダとの連携事業を展開
●年2回程度、オランダのパラリンピアンなどが来⽇
し、主に都立特別支援学校がある花畑地域の⼦ど
もたちと交流。取り組みを通じて共⽣社会の実現へ
●障がい者スポーツの輪をさらに広げるため、
スポーツ・
障がい者団体とのワークショップを実施。オランダ
★3導⼊を検討
のSSP（スポーツサービスポイント）

●タブレットを教員⼀⼈に1台
（約2,000台）
、児
童・⽣徒⽤に1校40〜80台導⼊
●⼤型ディスプレイ、無線通信機器、デジタル
教科書、授業⽀援ソフトを全学級に導⼊
●ICT⽀援員による各校でのICT活⽤サポート
や、教員研修の充実
授業に動画やデジタル
教材が取り⼊れられると、
勉強がもっと
楽しくなりそう！

ゲ

こ

オランダ連携
プロジェクト事業を推進

全区⽴⼩・中学校（104校）に
ICT環境を整備

★3…オランダで実施している、障がい者スポーツのワンストップ
窓⼝。障がいのある方の状況をヒアリングして、
適したスポー
ツの案内や、スポーツ団体・施設などを紹介する

「動画 de あだち」
で映像公開中

2月には車いすバスケット
ボールの銅メダリストなど
4人が来日。体験イベントを
実施しました！
問い合わせ先 教育政策課 学校情報化推進担当

問い合わせ先 経営戦略推進担当課

☎︎3880-5646

一般家庭の
貯金と同じ

オリンピック・パラリンピック担当 ☎︎3880-5492

基金でしっかり未来に備えます！
必要な資金を貯金して、今だけでなく未来にも安心を。

※基金の金額は2019年3月末現在

足立区防災減災対策整備基金
（40億円）

問い合わせ先 地域調整課 公衆喫煙所整備担当

▲くわしくは
コチラ

☎︎3880-5814

いつか起こる災害に備える！

コンテナ型喫煙室を
9カ所に設置するとともに、
6カ所をパーテーション型
喫煙所に！
※コンテナ型のイメージ

☎︎3880-5601

礎

問い合わせ先 財政課 財政担当

冊子で
開中
配布・公

区の歳入・歳出、施策など
を記した冊子 ※財政課、区
政情 報課で配布
す る ほ か、 区 の
ホームページから
もダウンロード可

のこ

たな施策・事業を展開していきます。

女性の11人に1人が
乳がんを患うと
いわれています。
検診での早期発見が
カギです！

乳がん・⼦宮頸がん検診

2019年度 予算編成のあらまし

付けた2019年度予算は、
「健康」
「治安・防災対策」

くらしを変える！

健康

POINT

「より強く、築こう。⼈⽣100年時代の礎」と名

100年時代」
を迎えている今⽇。未来を⾒据えた新

検診や予防接種など受けられるものを
フル活⽤して、人生100年時代を生き
抜く
「健康」
な体に。

住んでいるだけで
自ずと健康に
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老朽化した学校の改築に備える！

昨年度新たに創設した基金です。学校体育館のエア
コン設置や、災害時の水上輸送拠点となる防災船着場
整備などのために活用していきます。

特別障害者手当（国制 ■内容＝特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置）の2月～4月分を、届出先の口座へ4月26日ごろ振り込
度）などの振り込み み ※2カ月を超えて入院または施設入所した場合は要連絡■問先＝障がい給付係 ☎3880-5472
3880-5754

義務教育施設建設資金積立基金
（397億円）

全区立小・中学校
（104校）の改築・保全のための基
金です。築50年を超える学校が多く、順次建替えの時
期を迎えることから、1校あたり約50億円に上る改築
費用などに活用していきます。

水入れ替えのため、東綾瀬公園温水
プール（すいすいらんど綾瀬）利用休止

■期間＝5月13日㈪～17日㈮ ※総合受付窓口は通常通り利用
可(13日を除く)■問先＝東綾瀬公園温水プール ☎5616-2500

