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▪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

2019年（令和元年）7月25日（第1811号）

給停止となる場合あり
▪未婚の児童扶養手当受給者に対す
　る臨時・特別給付金（新規事業）
■対象＝次のすべてに当てはまる
父または母…区で児童扶養手当を
受給している／法律婚をしたこと
がない※／事実婚をしていないまた
は事実婚相手の生死が明らかでな
い※　※…基準日（10月31日）時点
■支給額＝1万7,500円　※支給
は1回のみ■申込期間＝8月1日～
2年1月31日　※申し込み方法な
ど、くわしくはお問い合わせくださ
い。

――いずれも――
■提出・問先＝親子支援係
� 　☎3880-5883

中学校卒業程度 認定試験
■日程＝10月24日㈭■場所＝都・
教職員研修センター（文京区本郷
1-3-3）■内容＝文部科学省が行う
中学校卒業程度の学力認定試験　
※合格者は高等学校の入学資格を
取得■申込＝願書を郵送　※対象
など、くわしくは都・教育庁�義務
教育課�小中学校担当（新宿区西新
宿2-8-1）で配布する願書・受験案

内を参照■申込期間＝8月19日～
9月6日消印有効■申先＝文部科
学省�生涯学習推進課�認定試験第
一係・第二係　〒100-8959千代
田区霞が関3-2-2■問先＝都・教
育庁�義務教育課�小中学校担当　��
� ☎5320-6752
区・就学係� ☎3880-5969

医師による乳児アレルギー
予防教室

■日時等＝表2■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（7月26
日から先着順）■申込＝電話／窓
口
表2　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

8/30㈮、 
午前9時30分〜11時30分

千住
☎3888-4277

9/12㈭、 
午前10時〜11時30分

竹の塚
☎3855-5082

8/26㈪、 
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

10/24㈭、 
午前10時〜11時30分

東部
☎3606-4171

9/20㈮、 
午前10時〜11時30分

ペアレント・メンター
「ぴあサロン」
■日時等＝▷9月8日㈰、午後1時
30分～4時…メンターの学校選び
「中学校からの進路」　▷10月10

日㈭、午前10時30分～午後1時
…メンターの進路選び「就園・就
学」　▷11月10日㈰、午後1時30
分～4時…先生との円滑なコミュ
ニケーションのコツ■対象＝発達
障がいなどのある子どもを育てて
いる方■内容＝ペアレント・メン
ター（発達障がいなどのある子ど
もを育てた経験を持つ相談員）や
ほかの参加者と、テーマをもとに
日ごろの思いを分かち合う　※サ
ポートブック（生育記録）の作成可
■定員＝各10人程度（7月26日か
ら先着順）■申込＝電話■場・申・
問先＝ペアレント・メンターあだち
ねっとワーク（区委託事業者）（火・
木・金曜日、午前10時～午後5時）　
青井3-7-17� ☎050-6861-2333
■問先＝区・こども支援センター
げんき�支援管理課�発達支援係　��
� ☎5681-0134

幼児教育・保育の無償化説明会
■日程等＝表3■対象＝子どもの
幼稚園・保育園への入園を考えて
いる保護者■内容＝10月から実
施される、利用料や手続きなどの
無償化に関する説明■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝子ども
施策推進担当� ☎3880-5266
表3　幼児教育・保育の無償化
　 　説明会 日程等

日程 場所

8/11㈷ 生涯学習センター
(学びピア21内)

8/18㈰ 鹿浜いきいき館
8/24㈯ こども支援センターげんき
8/25㈰ 綾瀬プルミエ

※時間など、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。

子育て・教育

児童扶養手当・
特別児童扶養手当

▪現況届の提出期限は8月30日㈮
■内容＝8月上旬に現況届提出案
内などを送付　※期限までに提出
がない場合、児童扶養手当は11
月分（1月支給）から、特別児童扶
養手当は8月分（11月支給）から支

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

休日接骨院当番所（8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

4㈰
白川接骨院（大谷田5-8-4） 5697-0325
星接骨院（栗原3-2-11） 3886-3328

11㈷
大高接骨院（一ツ家3-27-13 新宅コーポ104） 3884-9856
くまひげ整骨院（竹の塚1-32-1-102） 3860-6376

12㉁
片山接骨院（江北6-21-15） 3896-1308
ますざわ整骨院（花畑4-30-13） 3884-0708

18㈰
加藤接骨院（花畑6-23-8） 3883-8525
すずき整骨院（谷在家3-22-5-102） 3857-1556

25㈰
千住名倉諸接骨院（竹の塚1-35-9） 3850-1313
多田接骨院（青井3-37-19 セザール五反野102） 3886-4152

※ いずれも時間は午前9時〜午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係 ☎3880-5891

献血（8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
3㈯ 西新井駅西口 午前10時〜11時30分／

午後1時〜4時7㈬ 東京芸術センター前広場

13㈫〜16㈮ 区役所1階区民ロビー 午前9時30分〜11時30分／
午後1時〜4時

16㈮ 足立消防署（梅島2-1-1） 午前9時30分〜11時30分
※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
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保育料の減額制度
（認可保育所、区立 ・ 私立認定こども園〈長時間利用〉、小規模保育、家庭的保育）

■減額事由等＝表1■減額金額＝減額事由や子どもの年齢によって
異なる。2つ以上の減額事由に当てはまる場合は、最も減額される
基準を適用　※表1⑧⑩を除く■申込＝申請書と必要書類を区へ郵
送・持参　※申請書は子ども施設入園課�入園第一係～第三係、認
可保育所、区立・私立認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育
施設で配布するほか、区のホームページからもダウンロード可（表1
⑩の申請書は私立認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育施
設では配布していません）。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＝子ども施設入園課�入園
第一係～第三係　　　　　　　　　　�　　　　　☎3880-5263
表1　保育料の減額事由等

減額事由 申請に必要な添付書類
①生活保護を受けるようになった なし
②出生などにより、扶養家族（働けない世帯

員）が増えた
健康保険証の写し（出生による場
合、出生届を提出していれば不要）

③前年度または今年度の特別区民税の徴収
を猶

ゆ う よ

予、または納期を延期された
徴収猶予・換価猶予の決定通知
書（写し可）

④主たる稼働者（保育料算定の基準年の最
多税額者）が失業した

離職証明書または雇用保険受給証
明書と退職金源泉徴収票（写し可）

⑤世帯の直近3カ月の平均収入額（賞与を
除く）が保育料算定の基準年の平均収入額

（賞与を除く）よりも1割以上低額である

直近3カ月分の世帯給与明細お
よび保育料算定の基準年の収入
が分かるもの（源泉徴収票など）
と賞与明細（写し可）

⑥同一世帯の児童を、月極
ぎ

め有償で認証保
育所などに預けている

受託（通所）証明書（原本）

⑦同一世帯に、身体障害者手帳（1・2級）・
愛の手帳（1〜3度）・精神障害者保健福祉
手帳（1・2級）を所持する方がいる

手帳の写し

⑧同一世帯の年長の児童（就学前）が、有償
で幼稚園または特別支援学校幼稚部、障
がい児施設に通所している

受託（通所）証明書（原本）

⑨そのほか（高額な医療費がかかった、災害・
盗難に遭った など）

医療費の領収書など。くわしく
はお問い合わせください。

⑩婚姻歴のないひとり親世帯（生活保護受給
中の方、住民税非課税の方を除く）

児童扶養手当証書（有効期限内
のもの）の写しなど。くわしくは
お問い合わせください。

※保育料減額が適用される場合は、申請を受理した月の翌月から適用（表1①
⑧を除く。月の初日に申請を受理した場合は当月から適用）

※区民税所得割課税額が一定未満の多子世帯・ひとり親世帯・障がい者世帯
は、保育料が軽減される場合あり（多子世帯は表1⑧・障がい者世帯は表1
⑦⑧と併用不可）



■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

■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5月～7月分を、届出先の口座へ振り込み　※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

8月1日ごろに特別障害者手当
（国制度）などを振り込み

区内都立高校紹介パネル展・
説明会「学校の“今”を知る」

■期間＝8月20日㈫、正午～25
日㈰、正午■場所＝区役所1階区
民ロビー■内容＝区内の都立高校
の魅力や特色、学び、活動、期待
する生徒像を紹介するパネル展示
／パンフレットの配布�など　※25
日、午前9時～正午に各高校教員
による説明会を実施■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝学力定
着推進係� ☎3880-6717

健康・衛生

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表4■受付時間＝▷午前
…午前9時～11時　▷午後…午後
1時～4時■対象＝区内在住で、自
営業など健診の機会がない18～
39歳の方　※年齢は2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

福祉・高齢医療

生活支援サポーター
養成研修（2日制）

■日時＝9月5日㈭・12日㈭、午
前9時30分～午後5時■場所＝生
涯学習センター（学びピア21内）■
対象＝18歳以上で、区の指定を受
けた訪問介護事業所での雇用を希
望する方■内容＝講義・グループ
ワークなどを通して、専門的技術・
知識が不要な介護サービス（掃除
／ごみ出し／見守り�など）の担い手
「生活支援サポーター」資格を取
得■定員＝80人（7月26日から先
着順）　※保育あり。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＝
電話／区のホームページから専用
フォームに入力■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
■問先＝介護予防・生活支援担当��
� ☎3880-5642

発達障がいについての
保護者の学習会「ペアレント
トレーニング」（7日制）

■日時＝10月～2年1月の水曜日�
（月2回程度）、午前10時～正午
■対象＝区内在住で発達障がいの
ある小学生の保護者■内容＝学齢

期の発達障がいの特性や家庭での
対応方法を学ぶ■定員＝16人（抽
選）■申込＝電話／申込書を郵送・
持参　※申込書はこども支援セン
ターげんき�支援管理課�発達支援
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■期
限＝8月9日㈮必着■場・申・問先
＝こども支援センターげんき�支援
管理課�発達支援係　〒121-0816
梅島3-28-8� ☎5681-0134

同じ障がいのある仲間とお話
しませんか「ピア サポート」

■対象＝聴覚・視覚・高次脳機能
障がい、肢体不自由の方■内容＝
同じ障がいのある方へ日常生活の
工夫などの相談／福祉サービスな
どの情報提供　※申し込み方法な
ど、くわしくはお問い合わせくださ

い。■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

もの忘れ相談（8月分）

■日程等＝表7■対象＝おおむね
65歳以上の方と家族■申込＝電話
／窓口
表7　もの忘れ相談（8月分）日程等

場・申・問先
（地域包括支援センター） 日程

あだち　☎3880-8155 6㈫

伊興　　☎5837-1280 29㈭

基幹　　☎5681-3373 7㈬

中川　　☎3605-4985 26㈪

一ツ家　☎3850-0300 5㈪

表4　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 9/12㈭ 10/24㈭ 各
40人

東部 9/3㈫ 10/17㈭ 各
35人

※7月26日から先着順

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

あだち
☎3880-8155

8/27㈫、
午前10時〜正午

大人の工作を楽しもう パート2「レザーで
作る小物入れ」 
■場所＝あだち再生館■定員＝15人

伊興
☎5837-1280

8/10㈯、
午後2時〜4時

認知症サポーター養成講座
■場所＝ウエルガーデン伊興園（伊興3-7-4）
■定員＝30人

西新井
☎3898-8391

①8/17㈯、
午前10時〜11時30分
②9/2㈪、
午後1時30分〜3時

①認知症サポーター養成講座
②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＝①20人　②6人

西新井本町
☎3856-6511

①8/30㈮
②9/6㈮、
午後2時〜3時

①消費者被害について　②太極拳
■場所＝西新井本町住区センター
■定員＝①15人　②10人

日の出
☎3870-1184

①8/8㈭
②8/21㈬・9/5㈭、
午後1時30分〜3時

①脳を鍛えて認知症予防「さんすう」
②認知症サポーター養成講座・声掛け訓練

（2日制）
■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、総合ボランティ
アセンター■定員＝①40人　②15人

保木間
☎3859-3965

8/24㈯、
午後4時〜6時

認知症講座
■場所＝竹の塚地域学習センター
■定員＝50人

※いずれも、■申込＝電話／窓口（7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（8月・9月分）

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…64歳以下で区に住民登録が
ある／身体障害者手帳1・2級（内
部障がいの方は3級まで）、愛の
手帳1・2度、精神障害者保健福
祉手帳1級のいずれかを所持／
健康保険に加入中　※次のいず
れかに当てはまる方は対象外…
65歳以上で新規に手帳を取得／
所得が基準額（表5）を超える（20
歳未満の方は国民健康保険の世
帯主または社会保険の被保険者
の所得が対象）／医療費が公費
負担の施設に入所中／生活保護
受給中／後期高齢者医療被保険
者で住民税が課税されている■
内容＝医療費の自己負担分の一

部または全部を助成（表6）　※差
額ベッド代・オムツ代・文書料な
ど、医療保険適用外のものは対
象外■申込＝次のすべてを持参
…身体障害者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手帳のいず
れか／健康保険証／印鑑／住民
税課税証明書（平成31年1月1日
以降区に転入した方のみ。対象
年度など、くわしくはお問い合わ
せください。）
▪受給者証は9月1日に切り替え
■対象＝心身障害者医療費助成
を受けていて、9月1日以降も
要件に当てはまる方■内容＝8
月下旬に新しい受給者証を送付　
※所得が基準額（表5）を超えた
方には消滅通知を送付

――いずれも――
■申・問先＝▷身体・知的障がい
者…障がい福祉課�障がい給付係　
☎3880-5472　 FAX3880-5754
▷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）　
☎3880-5358　 FAX3880-6998

表5　心身障害者 医療費助成
　　　所得制限基準額

扶養
人数

所得制限基準額
8/31まで…平成29年中の所得
9/1から…平成30年中の所得

0人 360万4,000円

1人 398万4,000円

2人 436万4,000円
※以降、1人増えるごとに38万円加算

（ ）

表6　心身障害者 医療費助成 自己負担額等

対象 医療費の種類 自己負
担割合

負担上限額★1

令和元年7月まで 令和元年8月から

住民税
課税者

外来（調剤・訪
問看護・接骨
院施術含む） 1割

月額1万4,000円
（年額14万4,000円）

月額1万8,000円
（年額14万4,000円）

入院 月額5万7,600円★2

住民税
非課税者

外来（調剤・訪
問看護・接骨
院施術含む） 負担なし

入院

※入院時の食費は自己負担
★1…同一の医療機関で1カ月の負担額が表中の金額に達した場合、その医療

機関におけるその月の窓口負担はなし
★2…過去12カ月以内に3回限度額を超えた場合、多数回該当となり4回目以

降の上限額は月額4万4,400円

心身障害者 医療費助成制度 障（通称：マル障）


