
日 付（4/1 〜 15） 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 − 0.06 − 0.06 0.07 0.06

▪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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子育て・教育

ひとり親家庭応援 豆の木相談室
■日時＝平日、午前9時～午後4時
■対象＝ひとり親家庭の方、養育
者、離婚を考えている方■内容＝
自分自身や子どものことなど、不
安や悩んでいることの相談　※ひ
とり親家庭の方を対象にした事業
などのリーフレットの閲覧可■相
談方法＝電話・Eメールまたは窓
口■場・問先＝親子支援課�ひとり
親家庭支援担当� ☎3880-5932

hi-shien@city.adachi.tokyo.jp

講座「完璧な親なんていない」
（6日制）
■日時＝5月30日～7月4日の毎週
木曜日、午前10時～正午■対象＝
区内在住で1・2歳の子どもを在宅
で育てている母親　※過去に参加

した方を除く■内容＝子育て中の
仲間と交流しながら自分に合った
子育て方法を探す■定員＝12人
（抽選）　※保育あり（要予約、6カ
月～就学前の子ども、10人程度）■
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■期限
＝5月10日㈮■場・申・問先＝こ
ども支援センターげんきこども家
庭支援課�事業係� 　☎3852-2863

医師による
乳児アレルギー予防教室

■日時等＝表1■対象＝アレル
ギーが心配な1歳未満の子どもの
家族など　※保育の申し込み方法
など、くわしくは区のホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせ
ください。■定員＝各30人（4月
26日から先着順）■申込＝電話ま
たは窓口
表1　医師による乳児アレルギー

予防教室日時等
場・申・問先

（保健センター
地域保健係）

日時

江北
☎3896-4004

5/24㈮、
午前9時30分～11時30分

千住
☎3888-4277

6/6㈭、
午前10時～11時30分

竹の塚★

☎3855-5082
6/19㈬、
午後2時～4時

中央本町地域・
保健総合支援課

（足立保健所内）
☎3880-5351

6/13㈭、
午前10時～11時30分

東部
☎3606-4171

6/7㈮、
午前10時～11時30分

★…食物アレルギー予防教室を実施

就学相談の申し込み受け付け
■期間＝5月7日～9月30日、月～

土曜日（祝日を除く）、午前8時30
分～午後5時　※特別支援教室は
10月31日まで■対象＝区内在住
で2020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＝相談員による
就学に関する相談■申込＝申込書
を郵送または持参　※申込書はこ
ども支援センターげんきで配布す
るほか、区のホームページからも
ダウンロード可■場・申・問先＝
こども支援センターげんき支援管
理課�特別支援係�〒121-0816梅
島3-28-8� ☎3852-2875

2020年度 新入学の
学校選択制度の主な日程

■日程等＝表2■対象＝2020年
4月に区立小・中学校へ入学する
方　※新1年生以外で、区外から
の転入または区内転居で学校を変
更する方にも学校選択制度の適用
あり。申し込み方法など、くわし
くは区のホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。■
問先＝就学係� ☎3880-5969
表2　学校選択制度の主な日程等

日程 内容
6月上旬 受け入れ可能人数の公表
6月 第1回学校公開
10/1㈫ 希望選択票の発送
10月 第2回学校公開
10/25㈮ 希望選択票の提出期限
11/8㈮ 応募状況の中間集計公表
11/8〜
11/14 希望校の変更受け付け

11/29㈮ 応募状況の最終集計公表
12月上旬〜中旬 抽選（抽選実施校のみ）
2020年1月 就学通知書の発送

健康・衛生

医療に関する電話相談
▪診療所・歯科診療所などに関する
　相談
■日時＝平日、午前9時～正午／
午後1時～4時30分　※1人30分ま
で■内容＝看護師免許を持つ専門
相談員による、医療や診療所・歯
科診療所に関する悩みなどの電話
相談■相談先＝区・医療安全相談
窓口� ☎3880-5475
▪病院（患者20人以上の入院施設
　を有する医療機関）に関する相談
■日時＝平日、午前9時～正午／午
後1時～5時■内容＝病院に関する
悩みなどの電話相談■相談先＝都・
患者の声相談窓口� ☎5320-4435
―いずれも―

※年末年始を除く。秘密厳守。医
療過誤など、医療行為における過
失や因果関係の有無、責任の所在
の判断・決定、医療機関との紛争
の仲介・調停など、裁判にかかわ
るものは相談不可■問先＝区・医
薬衛生係� ☎3880-5362

こどもの日は銭湯（しょう
ぶ湯）へ

■日程＝5月5日㈷■場所＝区内の
各銭湯■費用＝▷小学生以下の方
…無料　▷65歳以上の方…230円　
▷そのほかの方…460円（通常料
金。中学・高校生は300円）■申込
＝不要　※当日、番台かフロント
で年齢を告げる。証明書は不要■
問先＝衛生管理係� ☎3880-5891

郵送申し込み記入例
切 手

〒120-8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

各記事の情報を区のホームページで
ご覧になるには検索バーが便利です
トップ画面の検索バーにタイトルなどを�
入力することで、簡単にアクセスできます。

◯◯◯講座 検索

子どもの学習塾・受験料などの貸し付け
■対象等＝表3の対象となる子どもを養育し、次のすべてに当てはまる
方…世帯の生計中心者（20歳以上）／世帯（父母などの養育者）の総収入
または総所得を合算した金額が一定基準以下（表4）／世帯員の預貯金
など、資産の保有額が600万円以下／世帯員が土地・建物を所有して
いない（現在住んでいるまたは生計維持に必要な土地・建物を除く）／都
内に引き続き1年以上在住し、住民登録がある／生活保護を受給してい
ない／暴力団員でない／本貸し付けの連帯保証人になっていない／ほ

かの公的貸し付けの返済を滞納していない（連帯保証人としての滞納を
含む）／同一世帯でない連帯保証人（1人）を立てられる（連帯保証人を立
てられない場合は、要支援者〈子〉を連帯借受人とする〈条件あり。要相
談〉）　※高校・大学に入学したなど、一定の条件を満たした場合、審査
のうえ返済免除■期限＝2020年2月7日㈮　※早めにご相談ください。
申し込み・返済方法など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。■問先＝表5

表3　子どもの学習塾・受験料などの貸し付け対象等
貸付金の内容 貸付対象となる子ども★2 貸付金額

学習塾などの
受講料貸付金

学習塾・各種受験対策講座・通信講座・補習教室の受講費用、模擬テスト費用 
※有償で学力の教授を直接または通信（添削）で行うもの。継続した事業運
　営が確認できるもの（家庭教師を除く）

中学3年生または高校3年生と
それに準ずる方 上限20万円

受験料貸付金★1

学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校、通信
制高等学校と提携するサポート校などの受験料 中学3年生とそれに準ずる方 1校（回）あたり上限2万3,000円

※4校（回）分まで。合計の上限2万7,400円
学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校の受験料 高校3年生とそれに準ずる方 上限8万円

※校（回）数に制限なし
★1…貸付金の申し込みは高校・大学それぞれ子ども1人につき1回限り
★2…原則都内に引き続き1年以上在住し、住民登録がある19歳以下の方（中学・高校既卒者、高校・大学など中途退学者、高校・大学などへの編入学希望者、

高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生など）。年齢は4月1日現在
表4　世帯人数☆ごとの子どもの学習塾・受験料などの貸し付け総収入基準額(給与収入の場合の総収入〈年間〉)

世帯人数 2人 3人 4人 5人
一般世帯 271万7,000円 334万3,000円 386万4,000円 441万5,000円

ひとり親世帯 301万8,000円 378万8,000円 441万5,000円 483万2,000円
☆…父母などの養育者および就労前の子どもの人数
※世帯人数が6人以上の基準額はお問い合わせください。賃貸物件に住んでいる方は年額84万円（月額上　
　限7万円）を限度に家賃支払額を本人総収入から減額できる場合あり。営業所得・不動産所得など、給与収
　入以外の所得がある場合は、合計所得金額で確認（家賃分の減額は不可）

表5　子どもの学習塾・受験料などの貸し付け問先
問先 電話番号

西部福祉課 3897-5013
千住福祉課 3888-3142

中部第一福祉課 3880-5875
中部第二福祉課 3880-5419

東部福祉課 3605-7129
北部福祉課 5831-5797



■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、2面左上を参照 3

30年度に区民の皆さんから寄せられた温かい善意は約2,191万円となり、国際救援、災害救護、献血など
のために役立てられました。今年もご協力をお願いします。■問先＝地域調整課�管理係　☎3880-5855

5月1日～31日は全国赤十字会員
（活動資金）募集の運動期間

■問先＝青少年課�管理調整係
☎3880-5264

5月1日～8月31日の
「夕焼け放送」は午後5時30分

土曜予防接種外来
（5月～7月分）
▪小児
■対象等＝BCG、HPVを除く各定
期予防接種の法定年齢内の子ども
…ワクチン9種　※保護者同伴。当
日、予防接種相談も受け付け。病
児の診療は不可■持ち物＝母子健
康手帳／予防接種予診票／体温計
■申込＝不要　※当日直接会場へ
▪成人
■対象等＝区内在住の19歳以上で
抗体価が低く（抗体検査の結果、抗
体価がHI法で32未満またはEIA法
で8未満）、区発行の予診票を持っ
ている方…MR、風しん■定員＝
各10人（5月8日から先着順）■申
込＝電話　※申し込み状況により
希望に沿えない場合あり
―いずれも―

■日時＝5月18日、6月15日、7月
20日、いずれも土曜日、午後3時～
5時　※午後4時30分受け付け終了
■場・申・問先＝足立区医師会（中
央本町3-4-4）（平日、午前10時～正
午／午後1時～4時）�☎3840-2111
■問先＝区・保健予防係� �
� ☎3880-5892

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表6■受付時間＝▷午
前…午前9時～11時　▷午後…午
後1時～3時■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2020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、
体組成測定、胃がんハイリスク検
査〈ペプシノゲン・ピロリ菌抗体
検査。胃がんの既往歴があるなど、
対象にならない場合あり〉など）　
※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
表6　40歳前の健康づくり健診日程等

場所
（保健センター）

健診
（1時間程度）

結果説明
（1時間程度） 定員

江北 6/27㈭ 8/1㈭ 各40人
竹の塚 6/17㈪ 7/29㈪ 各40人
中央本町地域・
保健総合支援課

（足立保健所内）
6/26㈬ 8/9㈮ 各40人

東部 6/28㈮ 8/9㈮ 各35人
▷竹の塚・中央本町…4月26日から先着
順　▷江北・東部…5月14日から先着順

呼吸器病予防教室
「楽しく歌って、からだも
こころもリラックス」

■日時＝5月31日㈮、午前10時～
正午■場所＝区役所庁舎ホール■
対象＝ぜん息などの呼吸器疾患を
治療中の方またはおおむね60歳以
上の方など■内容＝声楽家と一緒
に、歌を通して腹式呼吸を学ぶ■
定 員 ＝130人（4月26日から先 着
順）■申込＝電話または住所、氏名、
電話番号、「音楽療法教室」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 FAX3880-0041

給食関係技術者講習会
■日時等＝▷5月24日㈮…子ども
の気になる食行動の見方と指導
（中央本町地域・保健総合支援課
〈足立保健所内〉）　▷6月13日㈭…
給食施設における災害対策と食支
援（竹の塚保健センター）　※いず
れも午後2時～4時30分■対象＝
給食施設の管理者、栄養士■定員
＝各70人（4月26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

ハクビシン・アライグマ
対策事業を実施中

■対象＝ハクビシンなどによる被
害（家屋への侵入、ふん尿による
汚損、足音・鳴き声による騒音、
庭木の果実への被害など）を受け
ている方　※住宅、事業所、学校、
寺社仏閣などが対象（集合住宅は所
有者または管理者の同意が必要）■
内容＝捕獲器（箱わな）の設置など　
※毎日の見回り・エサの状況確認
などの条件あり。申し込み方法な
ど、くわしくは区のホームページ
をご覧になるか、お問い合わせく
ださい。■問先＝足立保健所生活
衛生課�庶務係� ☎3880-5375

税金・国保・年金

非自発的失業者の
国民健康保険料 軽減制度

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…失業日時点で64歳以下／雇用

保険の特定受給資格者（倒産・解雇
などによる離職）または特定理由
離職者（雇い止めなどによる離職）　
※特定受給資格者および特定理由
離職者…雇用保険受給資格者証の
第1面「離職理由」欄に「11、12、
21、22、23、31、32、33、
34」のいずれかのコードが記載さ
れている方（高年齢受給資格者と
特例受給資格者は対象外）■内容
＝保険料を計算する際に、失業者
本人の給与所得を100分の30とみ
なして計算■軽減期間＝離職日の
翌日～翌年度末　※再就職して国
保を脱退後、失業軽減の対象期間
内に再度離職し国保に加入した方
も対象になる場合あり■申込＝雇
用保険受給資格者証を窓口に持参　
※加入届とは別の手続きが必要。
手続き方法など、くわしくは区の
ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。■申・問先
＝国民健康保険課�資格賦課担当� �
� ☎3880-5240

福祉・高齢医療

手話通訳者・要約筆記者の
派遣

■対象＝区内在住で聴覚、言語機
能、音声機能の障がいにより身体
障害者手帳を所持する方　※障が
い福祉課窓口で事前登録が必要。
くわしくは区のホームページをご
覧になるか、お問い合わせくださ
い。■問先＝障がい福祉係
☎3880-5255 FAX3880-5754

休日接骨院当番所（5月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。

日程 当番所名（所在地） 電話番号

12㈰
こはた接骨院（西新井本町1-10-9） 3856-2730
土居接骨院（綾瀬3-11-19） 3628-6639

19㈰
五反野名倉岡村接骨院（足立4-40-3） 3849-6655
橋本整骨院（西新井栄町2-5-1） 3880-6958

26㈰
野村整骨院（南花畑3-33-24） 3884-2461
柳沼整骨院（古千谷本町1-10-2） 3897-7451

※ いずれも時間は午前9時～午後5時。10連休(4月27日～5月6日)の案内はあだ
ち広報4月10日号に掲載済み

■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係 ☎3880-5891

　あだち広報4月10日号2面掲載「休日接骨院当番所」に誤りがありました。
訂正し、おわび申し上げます。
▪5/1（水・祝）、蔦谷整骨院(千住宮元町25-9)の電話番号

【訂正前】☎3879-0909　【訂正後】☎3881-4945
■問先＝区・衛生管理係　　　　　　　　　　　　　  　　　☎3880-5891

献血（5月分）
　体調などの条件により、献血できない場合があります。

日程 場所 時間

17㈮ 足立郵便局（千住曙町42-4） 午前10時～11時45分／
午後1時～4時

19㈰ 東京武道館（綾瀬3-20-1） 午前10時～午後4時

25㈯ 西新井駅西口 午前10時～11時30分／
午後1時～4時

30㈭ エル・ソフィア 午前9時40分～午後4時
※運転免許証や健康保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝ ▷献血の条件…東京都赤十字血液センター ☎5272-3523 

▷実施場所など…区・衛生管理係 ☎3880-5891
申・問先

（地域包括支援センター） 日時 内容等

あだち
☎3880-8155

28㈫、
午前10時～11時30分

正しい姿勢でエンジョイウォーキング
■場所＝地域包括支援センターあだち　
■定員＝15人　

中川
☎3605-4985

23㈭、
午後2時～3時

防ごう 詐欺被害　■場所＝中川地域セン
ター（長門住区センター分館）■定員＝50人

西新井
☎3898-8391

13㈪、
午後1時30分～3時

介護の悩みを話そう会
■場所＝地域包括支援センター西新井　
■定員＝6人　

西新井本町
☎3856-6511

8㈬・22㈬、
午後2時～3時

輪おどり体操　■場所＝介護老人保健施設
レーベンハウス(西新井本町2-23-1)　
■定員＝各15人　

はなはた
☎3883-0048

16㈭、
午前10時～11時30分

講演会「遺言について」　■場所＝花畑地域
学習センター■定員＝30人

日の出
☎3870-1184

①15㈬
②29㈬、
いずれも
午後1時30分～3時

①脳を鍛えて認知症予防「さんすう」
②脳を鍛えて認知症予防「こくご」
■場所＝①総合ボランティアセンター　②千住
あずま住区センター　いずれも、■定員＝40人

本木関原
☎5845-3330

①24㈮、
午後1時30分～3時
②30㈭、
午後1時～3時

①講習会「お口から始まる健
けんこう

口長寿」
②調理教室「暑さに負けない食事について」
■場所＝①関原の森（まちづくり工房館）　②本
木関原住区センター　いずれも、■定員＝15人

※ いずれも、■申込＝電話または窓口。4月26日から先着順（月～土曜日、午前9時～
午後5時）

地域包括支援センター介護（予防）教室（5月分）

福祉・高齢医療は、
4面に続きます

おわびと訂正


