
日 付（8/16 〜 30） 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.06 ― 0.06 0.06 ― 0.06 0.05 0.06 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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郵送申し込み記入例

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

切 手
〒120-8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

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

子育て・教育

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」

■日程等＝▷中央本町地域・保健
総合支援課（足立保健所内）…9月
27日㈮　▷江北保健センター…
10月1日㈫　▷竹の塚保健セン
ター…10月11日㈮■時間＝午前
10時30分～11時30分■ 対 象＝
開催日現在、区内在住で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（9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

令和元年度 就学奨励制度
■対象＝次のいずれかに当てはま
る方の保護者…特別支援学級また
は特別支援教室に通学・通級して
いる／特別支援学校の基準に該当
し、通常学級に通学している　※就
学援助受給者は対象外■内容＝世
帯全員の所得に応じて経済的負担

を軽減■申込等＝▷区内在学の方
…通学校で申請書を受け取り、通
学校へ提出　▷区外通学の方…学
務課�助成係　※平成31年1月2日
以降、区へ転入した方は平成31年
度住民税課税証明書の原本が必
要。区で定める所得基準により審
査。認定・援助は申請書の提出月か
ら開始■期限＝10月1日㈫■問先
＝学務課�助成係� ☎3880-5977

｢国の教育ローン｣利用者向け
大学等入学準備金支援助成

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…大学・短期大学・専門学校の
入学金を支払うため、保護者が「国
の教育ローン（くわしくはホーム
ページを参照）」から50万円以上融
資を受けた、または申し込んでい
る／同一世帯の平成30年分総所
得合計が250万円未満（給与所得
のみの場合は年収合計が380万円
未満）�など　※そのほかにも条件
あり。くわしくはお問い合わせくだ
さい。■助成額＝上限15万円■
申込期間等＝▷第1期（50人）…9
月2日～11月29日　▷第2期（150
人）…12月2日～令和2年3月31日　
※いずれも選考■申込＝申請書類
を持参　※申請書類は学務課�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■申・
問先＝▷国の教育ローン…日本政
策金融公庫� ☎0570-008656
HP https://www.jfc.go.jp/
▷助成制度…区・学務課�助成係
� ☎3880-5977

奨学金などの進学資金相談会
■日程＝１０月２６日㈯■時間等＝▷
説明会…午前9時30分～10時15
分　▷個別相談（12人程度。抽選）
…午前10時30分～正午■場所＝こ
ども支援センターげんき■申込等
＝▷説明会…不要　※当日直接会
場へ　▷個別相談（9月30日必着）

…電話／チラシに添付の申込書を
区へ郵送・持参　※チラシは学務
課、区内高校などで配布■申・問
先＝学務課�助成係�☎3880-5977

健康・衛生

新たに追加された
難病2疾病、小児慢性6疾病
に関する受け付けを開始

▪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2疾病、小児
慢性6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■問先＝障がい福祉
課�障がい給付係� ☎3880-5472
―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。

呼吸器病教室
▪呼吸筋ストレッチ「息苦しさと
　うまくつきあう方法」
■日時＝10月3日㈭、午前9時30
分～11時30分■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／おおむ
ね60歳以上の方■内容＝理学療

法士から、息苦しさを和らげるた
めの呼吸筋のストレッチ体操を学
ぶ■定員＝50人■申込＝電話／住
所、氏名（フリガナ）、年齢、電話
番号、「ストレッチ体操教室」をファ
クス
▪ぜん息・COPD講演会
■日時＝11月1日㈮、午後2時～3時
30分■場所＝シアター1010・10
階講義室■対象＝ぜん息を治療中
の方や家族／おおむね60歳以上
の方■内容＝呼吸器の専門医が最
新情報を交え、ぜん息とCOPD（慢
性閉塞性肺疾患）について解説■
定員＝30人��※手話通訳あり（9月
30日㈪までに要予約）■申込＝電
話／住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号、手話通訳希望の有無、
「COPD講演会」をファクス

―いずれも―
※9月11日から先着順■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

口の筋力アップで健康長寿
「あだち☆ちゅうりっぷ体操教室」

■日時等＝表1■内容＝口の機能
チェック（咀

そ

しゃくチェックガム、
発音測定など）／口の体操（あだち
☆ちゅうりっぷ体操体験）�など■
定員＝各25人（9月11日から先着
順）■申込＝電話／窓口
表1　あだち☆ちゅうりっぷ体操教室

日時等
場・申・問先

（保健センター） 日時

千住
☎3888-4279

9/30㈪、
午前10時30分～11時30分

東部
☎3606-4171

10/2㈬、
午後2時～3時

昨年は区内で95人が発病 ！
9月24日～30日は結核予防週間です
■問先＝感染症対策課�事業調整係　☎3880-5372

　結核は現在でも国内最大の慢性感染症です。昨年は区内で新た
に95人が結核と診断されました。結核は受診が遅れ重症化すると、
治療が長引き周囲にうつすこともある
ため、早期発見が重要です。右記の
ような症状が2週間以上続くときは、
必ず受診してください。�※受診の際
はマスク着用
▪高齢者は特に注意！　気づかないうちに発病も
　高齢者はせき・たんなどの症状が分かりにくいため、受診が遅れ、
重症化する傾向があります。食欲や元気がない状態が続いている
高齢者には、周囲の人から声をかけ、受診を勧めてください。
　かつて結核がまん延していた時代に感染し、高齢になり免疫力が
低下して発病するケースも増えています。年に一度は、健診などで
胸部レントゲン検査を受けましょう。

通園していなくても受けられる
「あだちっ子歯科健診」
　区では4～6歳の子どもを対象に「あだちっ子歯科健診」を無料で
実施しています。■問先＝子ども施策推進担当　　�☎3880-5266
▪区内保育施設・幼稚園などに通園していない子どもの保護者へ、
　9月中旬ごろに案内を送付
■対象＝次のすべてに当てはまる子ども…区内在住／平成25年4月
2日～28年4月1日生まれ／区内保育施設（認可保育所、認定こども
園、認証保育所）・幼稚園のいずれにも通っていない　※通園して
いる子どもは園を通して実施済み■健診期間＝9月14日～11月30
日　※申し込み方法など、くわしくは案内または区のホームページ
をご覧ください。

「歯によいおやつ」で むし歯予防 ！
歯によいおやつの3つのルール
❶時間を決めて食べる
❷食べる量を決める
❸甘いものと甘くないものを組み合わせる

　くわしくは、子ども政策課、データヘルス推進課、
保健センターなどで配布する「歯によいおやつ」の
リーフレットをご覧ください。�※区のホームページか
らもダウンロード可

区独自の無料健診だよ ！

あだち　歯によいおやつ 検索

◉せき　◉たん
◉体のだるさ　◉微熱
◉食欲がなく体重が減る

▲「歯によい
　おやつ」の
　リーフレット

結核に
注意 ！

人にうつす前に
早めの受診を ！



■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
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■内容＝受給者には新しい医療証（淡いオレンジ色）を9月中旬に送付　※世帯ごとに同一封筒で送付。現在の医療証（若草色）の有効
期限は9月30日。期限切れの医療証は要返却。保険証や家族の状況に変更がある方は要連絡■問先＝児童給付係�　☎3880-6492

乳・子 医療証は
10月に更新

敬老の日は銭湯へ
■日程＝9月16日㈷■場所＝区内
銭湯■費用＝▷65歳以上の方…
230円　▷そのほかの方…通常料
金　※料金は年齢により異なりま
す。くわしくはお問い合わせくだ
さい。■申込＝不要　※当日、番
台かフロントで年齢を伝える。証
明書は不要■問先＝衛生管理係� �
� 　☎3880-5891

うつ病・双極性障害
家族教室（2日制）

■日時＝10月3日㈭・31日㈭、
午後2時～4時■対象＝うつ病・
双極性障害の方の家族■内容＝病
気の正しい理解／家族のストレス
と対処法■定員＝30人（9月11日
から先着順）■申込＝電話／窓口
／住所、氏名、電話番号、「うつ病・
双極性障害教室」をファクス■
場・申・問先＝中央本町地域・保
健総合支援課�地域保健係（足立保
健所内）
☎3880-5352 FAX3880-6998

9月はがん征圧月間
「がんを知る展」
■期間＝9月18日㈬～20日㈮■
場所＝区役所1階区民ロビー■内
容＝がんについて学べるパネルや
模型の展示／がん検診の紹介／パ
ンフレットの配布�など■申込＝
不要　※当日直接会場へ■問先＝
健診事業係� ☎3880-5121

税金・国保・年金

軽自動車税に関するお知らせ
▪グリーン化特例（軽課）の2年間
　延長
■対象＝初めて車両番号の指定を
受ける、軽課対象で三輪以上の軽
自動車を取得する方■内容＝排出

ガス・燃費性能に優れた軽自動車
に対する税額が下がる（翌年度分
のみ）特例措置「グリーン化特例」
の適用期間を、平成31年4月1日
～令和3年3月31日に登録した車
両まで延長
▪軽自動車税の税制改正
　10月1日から自動車取得税が廃
止され、「軽自動車税（環境性能
割）」が創設されます。これに伴い、
現行の軽自動車税は「軽自動車税
（種別割）」へ名称が変更され、軽
自動車税は「環境性能割」と「種別
割」の2つになります。■対象＝
▷環境性能割…三輪以上の軽自動
車を取得する方　▷種別割…毎年
4月1日現在、バイクや軽自動車
を所有している方
―いずれも―

■問先＝軽自動車税係
� ☎3880-5848

10月1日から地方税共通
納税システムが稼働
　特別徴収の特別区民税・都民税

の納入方法として、10月1日から
e
エルタックス

LTAXを活用した納税システム「地
方税共通納税システム」が全国の
自治体で稼働します。金融機関の
窓口に行くことなく、自宅やオフィ
スのパソコンから複数の自治体に
対して、一度の操作で電子的（イン
ターネットバンキング・ダイレクト
納付）に納税が可能になります。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。■
問先＝地方税共同機構

☎0570-081459
HP http://www.eltax.jp/
区・収納管理係� ☎3880-5238

福祉・高齢医療

成年後見 相続・遺言 
無料相談会（予約制）

■日時＝10月5日㈯、午前10時～
午後4時■内容＝司法書士による
成年後見制度の利用や相続・遺言

などの相談■定員＝28人（9月11
日から先着順）■申込＝電話／住
所、氏名、電話・ファクス番号、「成
年後見相談会」をファクス■場・申・
問先＝権利擁護センターあだち（千
住庁舎内）　
☎5813-3551 FAX5813-3550

認知症サポーター
フォローアップ講座（2日制）

■日時＝10月9日㈬・16日㈬、午
前10時～午後0時15分■場所＝
ギャラクシティ■対象＝認知症サ
ポーター養成講座を受講したこと
がある方　※過去にフォローアッ
プ講座を受講した方を除く■内容
＝認知症への理解を深める■定員
＝30人（9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

福祉・高齢医療は、
4面に続きます

健康カレンダー（10月・11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 10/18㈮、11/28㈭、午後 10/10㈭、11/7㈭、午後 10/24㈭・29㈫、

11/15㈮・26㈫、午後 10/9㈬、11/13㈬、午後 11/7㈭、午後

酒害グループミーティング － － － 10/24㈭、11/28㈭、午後 －

思春期相談 ★
※ひきこもり・不登校など － － 11/11㈪、午後 － 11/27㈬、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

10/9・23、11/13・27、
いずれも水曜日、午後

10/8・15、11/5・26、
いずれも火曜日、午後

10/17㈭・29㈫・31㈭、
11/14㈭・26㈫、午後／

11/21㈭、午前
10/7㈪・17㈭・21㈪、
11/11㈪・21㈭、午後

10/23・30、11/20・27、
いずれも水曜日、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

10/11㈮、11/8㈮、
午前9時15分～10時

10/2㈬、11/6㈬、
午前9時15分～10時

10/1㈫、11/5㈫、
午後1時～2時

10/29㈫、11/19㈫、
午前9時15分～10時15分

10/2㈬、11/6㈬、
午前9時15分～10時15分

HIV抗体検査 （匿名）
10/10㈭、11/14㈭、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〉）
10/24㈭、11/28㈭、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）

…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）

職員数と処分の状況を公表します
■問先＝人事係　☎3880-5831

職員数（人）　　　　　　　　　　　　　　　  （平成31年4月1日現在）

職 部長級 課長級 係長級 主任 一般 技能系 常勤計 再任用
（※1） 合計

男 28 97 489 499 496 149 1,758 178 1,936
女 6 11 282 738 549 1 1,587 153 1,740
計 34 108 771 1,237 1,045 150 3,345 331 3,676
※1…常勤職員が定年退職後、原則として5年間を限度に勤務実績などに基

づく選考により採用される職。令和元年度は93人を採用。再任用にな
ると、勤務時間、給与などは新たな制度となり、再任用終了後の退職金
の支給はなし

処分数（人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （平成30年度）
懲戒処分（※2） 分限処分（※3）

免職 停職 減給 戒告 計 免職 降任 休職 降給 計
0 3 2 2 7 0 0 44 0 44

※2…職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合に行われる処分
※3…病気など、職員が一定の事由によって職務を十分に果たすことができ

ない場合に行われる処分
� 　そのほかの人事行政の運営状況など、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。

■日時＝22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（9月分）




