
4 高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らせるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援のサービスを一体的に提供する地域包括ケア関連事業です。

アイコン
説明

糖尿病予防を進める
「あだち�ベジタベライフ」関連事業です。

自転車で出掛ける際は駐輪場をご利用ください。歩行者や緊急車両の通行の妨げになるので、駅からおおむね300m以内に放
置された自転車は撤去しています。ビューティフル・ウィンドウズ運動にご協力ください。■問先＝自転車係　☎3880-5914

夏休み中も自転車の放置は
やめましょう

健康・衛生

第4回 子どもの健康・生活
実態調査 結果の公表
　区では昨年度、区立小学4年生
全員と、区立小学6年生・中学2
年生の一部を対象に「子どもの健
康・生活」の実態に関するアンケー
ト調査を行いました。分析の結果、
子どもにとって学校や家族といる
時間が楽しいと思えるような環境
や、歯みがき・運動習慣などの好
ましい生活習慣が、「逆境を乗り
越える力」と強く関係していること
が明らかになりました。調査結果
など、くわしくは区のホームペー
ジをご覧ください。■問先＝健康
づくり係� ☎3880-5433

飲み水の簡易水質検査と相談（無料）
■日時＝平日、午前9時～午後5時
■対象＝区内タンク水の管理者・
利用者■検査項目＝残留塩素／
鉄分■申込＝蛇口から数分間水を流
した後、よく洗った容器に約200ml
入れて時間を置かずに持参　※飲
み水に関する相談も受け付け■場・
申・問先＝足立保健所�生活衛生課�
生活衛生係� ☎3880-5374

税金・国保・年金

国民健康保険加入者への支援
▪医療費の限度額適用認定証の交付
■対象＝入院・外来などにより医療
費が高額になる国民健康保険加入
者■内容＝一つの医療機関に対し、
入院・外来で1カ月に支払う医療
費がそれぞれ自己負担限度額まで
となる「限度額適用認定証」を交付　
※国民健康保険料の滞納がある世

帯の方への交付不可。すでに認定
証の交付を受けていて、引き続き
認定を希望する方は改めて交付申
請が必要（8月1日㈭受け付け開始）
■申請に必要な物＝国民健康保険
被保険者証／限度額適用認定証（す
でに所持している場合）
▪療養費の支給
■対象＝病院などに医療費を全額
支払った、次のいずれかに当ては
まる国民健康保険加入者…やむを
得ない事情により保険証で治療が
受けられなかった／コルセットなど
の治療用補装具を作った／医師が
認め、病院以外ではり・きゅう・マッ
サージを受けた■内容＝申請によ
り、国民健康保険で定められた基
準額の7・8割を支給
▪高額療養資金の貸し付け
■対象＝一時的に医療費の支払
いが困難な国民健康保険加入者　
※区内在住期間が3カ月未満の方
を除く■内容＝保険診療に当てはま
る項目のうち、法令で定める高額
療養費支給見込み額の9割相当（3
万円未満の場合は貸し付け不可）
を、世帯主に貸し付け
―いずれも―

※申請に必要な物など、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。■申込＝窓
口■申・問先＝国民健康保険課�給
付担当� ☎3880-5241

国民健康保険の各種届出など
▪引っ越しや退職などの場合は
　届出が必要
■対象事由＝表1　※自動切り替
えなし。対象事由に該当してから
14日以内に手続きが必要。届出
が遅れた場合、過去に遡って保険
料が発生。届出日より前の医療給
付は原則不可
▪保険料の減免制度
■対象＝災害や経営不振などによ
る事業の休・廃業または自己の都
合によらない失業などで収入が極
端に少なくなり、保険金や預貯金

などの資産を活用しても保険料を
納付できない世帯　※通常の退職
による収入減などは対象外■減免
期間＝申請月以降分から3カ月単
位　※6カ月を限度■申込＝事前
に電話連絡し、納期限の7日前ま
でに窓口へ
▪社会保険の扶養家族に
　当てはまる方は切り替えが必要
■対象＝家族が社会保険に加入し、
その扶養家族として社会保険に加
入できる方　※社会保険に加入し
たときは、国民健康保険の脱退手
続きが必要
▪国民健康保険における
　「世帯主」の取り扱いの変更
　届出により国保被保険者を国保
制度上の世帯主に変更できます。
通常、保険料決定通知書などの
宛先や、保険料の納付などの国保
上の各種義務があるのは住民票上
の世帯主ですが、そのほかの方を
国保制度上の世帯主に変更したい
場合は本制度をご利用ください。�
※保険料の滞納がなく、住民票上
の世帯主の同意がある場合のみ。
住民票上の世帯主は変更なし■対
象＝世帯主が会社の健康保険など
に加入し、世帯員が国民健康保険
に加入している世帯
―いずれも―

■申・問先＝国民健康保険課�資格
賦課担当� ☎3880-5240

20歳、60歳を迎える方の国民年金
▪20歳を迎える方へ
　誕生月の前月に年金事務所から
送付される「国民年金被保険者関
係届書（申出書）」に必要事項を記

入し、区・国民年金係、区民事務
所または年金事務所いずれかへ届
出が必要です。�※厚生年金に加
入している方は不要。保険料の納
付が困難な場合は、学生納付特例、
納付猶

ゆう

予
よ

などの制度あり
▪60歳を迎える方へ
　国民年金に加入していた方は、
誕生月の翌月に年金事務所から加
入期間終了の通知が送付されま
す。年金額を満額に近づけたいな
ど、高齢任意加入を希望する方は、
区・国民年金係または年金事務所
にご相談ください。
―いずれも―

■問先＝区・国民年金係
☎3880-5843　 FAX3880-5618
足立年金事務所� ☎3604-0111

障害基礎年金「障害状態確認
届」などの手続きが変更

■対象＝障害基礎年金を受給して
いる方■変更内容＝▷障害状態確
認届（診断書）★…診断書提出年の
誕生月の3カ月前の末日までに日
本年金機構から郵送　▷診断書作
成期間★…3カ月以内に拡大　▷提
出先★…原則、日本年金機構へ郵
送　▷提出期限★…誕生月の末日　
▷20歳前の病気・けがによる障害
基礎年金を受給している方…毎年
7月に提出していた所得状況届が
不要（提出する必要がある方にの
み郵送）　★…提出期限が8月以降
の方が対象。提出が遅れると、年
金の支給が一時的に停止■問先＝
足立年金事務所� ☎3604-0111
区・国民年金係�
☎3880-5849 FAX3880-5618

健康・衛生は、
3面からの続きです

健康カレンダー（8月・9月分）　専門医・専門家による保健相談などを受けられます

相談名／保健センター
江北

☎3896-4004
FAX 3856-5529

千住
☎3888-4277
FAX 3888-5396

竹の塚
☎3855-5082
FAX 3855-5089

中央本町地域・保健総合
支援課（足立保健所内）

☎3880-5351
FAX 3880-6998

東部
☎3606-4171
FAX 5697-6561

心の健康相談 ★
※不眠・不安・物忘れ・うつなど 8/23㈮、9/26㈭、午後 8/29㈭、9/20㈮、午後 8/22㈭・27㈫、

9/20㈮・24㈫、午後 8/14㈬、9/11㈬、午後 8/28㈬、9/5㈭、午後

酒害グループミーティング − − − 8/22㈭、9/26㈭、午後 −
思春期相談 ★
※ひきこもり・不登校など − − 9/26㈭、午後 − 8/7㈬、9/25㈬、午後

こんにち歯
は

ひろば ★　
※9カ月～1歳2カ月の子どもと
保護者の歯科健診・相談

8/28、9/11・25、
いずれも水曜日、午後

8/27、9/3・24、
いずれも火曜日、午後

8/27㈫、9/12㈭・17㈫、午後／
8/8㈭、9/26㈭、午前

8/8㈭・19㈪、
9/9㈪・19㈭、午後

8/8㈭・28㈬、
9/12㈭・18㈬・25㈬、午後　

子育てと栄養相談　※乳幼児
の身長体重測定・歯の相談あり

8/9㈮、9/13㈮、
午前9時15分～10時

8/7㈬、9/11㈬、
午前9時15分～10時

8/6㈫、9/3㈫、
午後1時～2時

8/20㈫、9/24㈫、
午前9時15分～10時15分

8/7㈬、9/4㈬、
午前9時15分～10時15分

HIV抗体検査 （匿名）
8/8㈭、9/12㈭、午後1時30分～2時…HIV（ヒト免疫不全ウイルス）のみの即日検査（結果は当日説明〈判定保留は別途説明〉）
8/22㈭、9/26㈭、午後1時30分～2時…HIVと性感染症（梅毒、クラミジア）の検査（結果は翌月第2木曜日の来所時に説明）
■申込＝電話／窓口■場・申・問先＝中央本町地域・保健総合支援課（足立保健所内）
※エイズ相談は足立保健所 感染症対策課 防疫係（☎3880-5747／ FAX 3880-5371）で随時受け付け

…予約が必要　★…専門医による相談　※いずれも、保健師、栄養士、歯科衛生士が随時相談を受け付け。東部保健センターは、大谷田3-11-13に一時移転中（電話番号は変更なし）

表1　国民健康保険で届出が必要な対象事由
届出の種類 対象事由

加入
区へ転入してきた／職場の健康保険を脱退した（被扶養者でなくなった）／
社会保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したときに被扶
養者だった／生活保護を受けなくなった／子どもが生まれた

脱退 区外へ転出する／職場の健康保険に加入した（被扶養者になった）／生活
保護を受けるようになった／死亡した

そのほか 区内で住所が変わった／世帯主や氏名が変わった／世帯を分けた、また
は一緒になった／保険証を紛失した



■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、3面左中を参照 5

夏休みを前に非行防止に対する共通の認識を深め、子どもへの声掛けなど、青少年の健全育成にご協力をお願いします。区では、各
地域の青少年対策地区委員会を中心に、社会環境の浄化活動などを行っています。■問先＝青少年課�管理調整係　☎3880-5264

7月は青少年の非行・
被害防止全国強調月間

の方法、後見人の実務、注意点な
どについて司法書士が解説／個別
相談会■定員＝50人（7月11日から
先着順）■申込＝電話／住所、氏名、
電話番号、相談会希望の有無、「親
族後見人講座」をファクス■期限＝7
月23日㈫■申・問先＝権利擁護セ
ンターあだち
☎5813-3551　 FAX5813-3550

身体障害者手帳・愛の手帳の
交付

▪身体障害者手帳
■対象＝身体の不自由な方　※障
がい（視覚／聴覚／平衡機能／音
声／言語／そしゃく機能／肢体不
自由／心臓／腎臓／呼吸器／ぼう
こう／直腸／小腸／免疫機能／肝
臓）の程度により、1～6級の等級
あり■申込＝身体障害者診断書、
本人の顔写真などを持参■診断書
用紙配布場所・申・問先＝区・障
がい福祉課�各援護係（表2）
▪愛の手帳
■対象＝知的障がいのある方　※
障がいの程度により、1～4度の等
級あり。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＝▷17歳以下の方…都・足立
児童相談所　　　�☎3854-1181
▷18歳以上の方…都・心身障害者
福祉センター　　�☎3235-2961
■問先＝区・障がい福祉課�各援護
係（表2）
―いずれも―

■内容＝医療費の助成、交通機関
の優遇、障害者総合支援法などに
よる福祉サービス（ヘルパーの利用
や各種福祉用具の給付など）を受け
るために必要な手帳の交付　※手
帳を所持する方で、次のいずれか
に当てはまる場合は管轄の区・障
がい福祉課�各援護係へ届出が必

要…住所や氏名が変わった／手帳
を紛失・破損／死亡（遺族が届出）
表2　障がい福祉課 各援護係一覧
診断書用紙配布
場所・申・問先

電話・
ファクス番号

西部援護係 ☎3897ｰ5034
FAX 3856ｰ7229

千住援護係 ☎3888ｰ3146
FAX 3888ｰ5344

中部援護第一係 ☎3880ｰ5881
FAX 3880ｰ5754

中部援護第二係 ☎3880ｰ5882
FAX 3880ｰ5754

東部援護係 ☎3605ｰ7520
FAX 5697ｰ6560

北部援護係 ☎5831ｰ5799
FAX 3860ｰ5077

障がい別福祉相談
（7月～10月分）
■日時＝表3■場所＝竹の塚障が

い福祉館■対象＝障がいのある方
と家族■内容＝障がいに関わる生
活体験がある障害者相談員による
相談■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝障がい福祉センター
あしすと�自立生活支援室
☎5681-0132 　 FAX5681-0137
表3　障がい別福祉相談日時等
障がい
種別 日時

肢体
不自由

7/16㈫、9/17㈫、
午前10時～正午

視覚
障がい

7/17㈬、9/18㈬、
午前10時～正午

聴覚
障がい

7/20、8/17、9/21、10/19、
いずれも土曜日、午後1時～4時

知的
障がい 8/27㈫、午前10時～正午

福祉・高齢医療

後期高齢者医療 被保険者へ
保険料決定通知書を
7月11日に発送

▪保険料の軽減を受けられる
　場合があります
　軽減内容は所得に応じて決定。
くわしくは保険料決定通知書に同
封の案内をご覧ください。�※軽減
判定には本人と世帯主の所得申告
が必要。未申告の方へは別途、簡
易申告の案内を送付済
▪保険料支払い方法の変更
■対象＝年金天引きから口座振替
へ、保険料支払い方法の変更を希
望する方　※申請方法など、くわ
しくはお問い合わせください。
―いずれも―

■問先＝資格収納係
� ☎3880-6041

かんたん工作 ロバのスト
ラップづくり「親子で認知
症サポーターになろう」

■日時＝8月3日㈯、午前10時～
11時30分■場所＝エル・ソフィア
■対象＝区内在住の小学3～6年生
と保護者■内容＝工作や講義を通
して、親子で認知症について学ぶ
■定員＝30人（7月11日から先着
順）■申込＝電話／窓口■申・問先
＝地域包括支援センター日の出
� ☎3870-1184

親族のための成年後見制度
講座＆個別相談会

■日時＝8月3日㈯、午前9時30分
～正午■場所＝千住庁舎■対象＝
親族後見申し立てを予定（検討）して
いる方■内容＝制度概要、申し立て

　開催まで1年に迫った「東京2020オリンピック・パラリ
ンピック」。今号からは、2020年やその先の未来へ向
けて、日々努力を重ねる若きアスリートなどを紹介します。

東京2020大会を
　  盛り上げる月1連載輝 一直線！

第1弾

■問先＝広報係　☎3880-5815

ボート
競技

　中学2年生の10月に競技を始め、わずか半年で全国優勝。高校進学
後も数々の大会で上位入賞し、「東京アスリート認定選手※」に選ばれた

「日本ボート界の逸材」です。筋力などの身『体』能力はすでに全国トップ
レベル。しかし本人は、「オールで水を捉える『技』術力、どんな逆境に
も動じない『心』の強さ、『心技体』が揃

そ ろ

ってこそ真に強くなれる。まだまだ努力
しなければ」と、現状に満足せず先を見据えています。
　「全国の猛者たちを打ち破って、将来はオリンピック出場をめざします。日本
代表の、そして『足立区代表』の沢目真直として」。彼の今後の活躍に注目です。
※…都の制度で、国際大会出場が期待される有望選手を認定

\一心不乱に水上を突き進む/ 
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直さん(15歳) 
都立江北高校1年(区立第四中学校出身)

次回8月10日号は、
空手で活躍する

小学生が登場！

　全身を使ってオールを漕いで水上を進み、主に
1,000mの速さを競う。1人で漕ぐ「シングルスカル」
から、8人の漕手と1人の舵手で乗る「エイト」まで、
様々なスタイルがある。

く

ⓒTokyo�2020

ⓒTokyo�2020

　2020年3月26日に福島県をスタートし、東京2020オリンピッ
ク開会式が行われる7月24日まで、121日間（移動日含む）かけて
聖火が全国を巡ります。足立区に聖火がやってくるのは7月19日。
　あなたも聖火ランナーとして、東京2020大会に参加しませんか？
■日程＝2020年7月19日㈰■対象＝2008年4月1日以前生まれ
で、都にゆかり（現時点または過去に居住していたことがある、現
時点で所属している職場や学校がある�など）がある方　※地域で活
動している方を中心に選定。このほかにも条件あり。申し込み方
法など、くわしくはホームページをご覧になるか、お問い合わせ
ください。■内容＝聖火ランナー1人あたり約200mを走る　※足
立区のゴール「東京都中央卸売市場�足立市場」で最終聖火ランナー
の到着を祝うイベント（セレブレーション）を実施■問先＝都・聖
火ランナー選考事務局

☎6277-2459　HP https://www.tokyo-runner.jp

東京2020大会まであと1年
オリンピック
聖火ランナー
募集中！ 画像提供：

Tokyo�2020

未来へ


