
日付（3/2〜12） 2 3 4 5 6 9 10 11 12
測定値（マイクロシーベルト／時） ― 0.06 ― 0.06 0.06 0.06 ― 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

2020年（令和2年）3月25日（第1827号）

子育て・教育

子どもの医療費を助成
■対象＝区内在住で、健康保険に
加入している中学3年生以下（15
歳に達した日以降、最初の3月31
日まで）の子どもを養育している保
護者　※所得制限なし■内容＝保
険診療による医療費の自己負担金

の助成　※入院時の食事療養費を
除く■申請に必要なもの＝申請書
／子どもの健康保険証（出生後、
手続き中の場合は加入予定のも
の）／印鑑■申込＝申請書などを
区へ郵送・持参　※申請書は親子
支援課�児童給付係、足立福祉事
務所�各福祉課で配布するほか、
電話での請求や区のホームページ
からもダウンロード可■申先＝▷郵
送・持参…親子支援課�児童給付
係　▷持参のみ…足立福祉事務所�
各福祉課■問先＝児童給付係
� ☎3880-6492

学生用・遠隔地用保険証を交付
■内容＝扶養している子どもが区
外に転出しても、引き続き区の国
民健康保険証を使用できる■交付
する保険証＝▷扶養している子ど
もが単身で区外に居住し、修学す
る場合…学（学生用）の保険証　▷
扶養している子どもが区外の児童
福祉施設に入所する場合…遠（遠
隔地用）の保険証　※申請方法な
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＝資格賦課担当
� ☎3880-5240

健康・衛生

ウォーキング教室
（5月・6月分）

■日程等＝表1■対象＝区内在住・
在勤・在学でおおむね65歳以上の
方■内容＝区内を中心としたコー
スを指導員とともに歩く■定員＝
各50人（3月26日から先着順）■申
込＝電話／住所、氏名、年齢、電
話番号、希望コース名、「ウォーキ
ング教室」をファクス■申・問先＝
スポーツ振興課�振興係
☎3880-5826� FAX 3880-6028

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種

■期間＝4月1日～3年3月31日■
対象＝2年度に65・70・75・80・
85・90・95・100歳になるまた
は60～64歳で身体障害者手帳1級
相当の内部疾患がある方　※過去
に23価肺炎球菌ワクチンを接種し
たことがない方対象。過去に区の
助成制度を利用したことがない対
象年齢の方へ3月末に予診票を送
付■費用＝4,000円（自己負担金）　
※生活保護・中国帰国者等支援給
付金受給者は自己負担金免除■申
込＝指定医療機関に予診票を持参
■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

2

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

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

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）

　「改正健康増進法」
および「東京都受動
喫煙防止条例」施行

に伴い、すべての事務所・飲食店で原則屋
内禁煙となり、飲食店では「禁煙」または「喫
煙可能室あり」などの表示が義務付けられま
す。また、19歳以下の方の喫煙可能場所へ
の立ち入りが禁止されます。�※従業員がい
ない飲食店で喫煙可能室を設置する場合に
は、区への届出が必要となります。設置要
件など、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

東京2020大会に向けて、受動喫煙のないまちへ 

4月1日からすべての施設で原則屋内禁煙になります 
＼この機会に卒

そ つ え ん

煙（禁煙）したい方を応援／ 
「子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業」
　受動喫煙には乳幼児突然死症候群の発症リスクが4.7倍に高まるな
ど、大きな健康被害があるといわれています。また、保護者の喫煙は、
子どもの呼吸機能の発達に影響を及ぼし、咳

せき

・たんなどの呼吸器症状
があらわれることも。大切な子どもの健康と未来を守るため、禁煙にチャ
レンジしませんか？
■対象＝区内在住で17歳以下の方の保護者または同居するパートナー　
※妊娠中の方を含む■内容＝禁煙外来で健康保険が適用される禁煙治
療完了後、治療費を助成■助成額＝上限2万円■問先＝こ
ころとからだの健康づくり課�健康づくり係�☎3880-5433

令和元年度
東京都未成年者喫煙防止
ポスターコンクール
小学生の部　優秀賞
綾瀬小学校5年生
青
あお

木
き

�遊
ゆう

菜
な

さん
申し込み方法など、くわしくはコチラ▶

表1　ウォーキング教室 日程等
日程 コース（距離） 集合時間

5/10㈰ しょうぶ沼公園・三郷におどり公園健脚（12㎞）
午前8時30分

5/24㈰ 舎人公園・見沼代親水公園一周（7㎞）

6/12㈮ ベルモント公園・千住ほんちょう公園（7㎞） 午前9時
※雨天中止

https://www.city.adachi.tokyo.jp/

スタート！

新型コロナウイルス感染症
（C

コ ビ ッ ド

OVID-19）関連情報
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少している
区内中小企業を対象に、事業再建に必要な資金調達を支援する緊急
経営資金のあっせん融資を4月以降も継続します。�※申し込み要件や
必要書類など、くわしくは区のホームページをご覧ください。
■問先＝相談・融資係　　　　　　　　　　　　　　☎3880-5486
対象 �次のすべてに当てはまる区内中小企業
●1年以上継続して事業を営む
●区内に1年以上住所（法人は本店または支店登記）を有する
●�新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2年2月以降の売上
高が前年同期と比べて減少している�など

融資内容 �●限度額：1,000万円　●信用保証料：全額補助　●利子
補給：▷1年目…全額（上限3％）　▷2年目以降…貸付利率の3分の2（上
限1.6％）　●利子補給期間：5年

足立区しんきん協議会が相談窓口を設置しています
　新型コロナウイルス感染症拡大による影響に伴い、区内事業者を
支援するため、区内すべての信用金庫の店舗に相談窓口を設置して
います。各信用金庫が融資などの支援を実施していますので、くわ
しくは各店舗へお問い合わせください。

緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）期間
延長

くわしくはコチラ▲

最新情報は区のホームページをご確認ください。
◉２年度特別区民税・都民税の申告期限を延長
◉お花見期間中の公園などでの宴会自粛要請
◉区有施設利用者における患者の発生状況�など
あだち広報に掲載している講座・イベントは今後中止・延期になる
場合がありますので、事前に各担当にお問い合わせください。



■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面左中を参照 3

元年度の計画の進捗状況に対する男女共同参画推進委員会の提言など
を公表しています■配布場所・問先＝男女参画プラザ　☎3880-5222

「第7次足立区男女共同参画行動計画」に
基づく「令和元年度年次報告書」を配布

▷特別徴収（年金天引き）の方…4月・6月・8月の年金天引き額を通知　▷普通徴収（年金
天引き以外）の方…4月～6月の納付書を同封■問先＝資格保険料係　��☎3880-5744

2年度介護保険料の仮算定
通知書を4月上旬に郵送

福祉・高齢医療

戦没者などのご遺族の方へ
▪特別弔慰金を支給
■対象＝次のすべてに当てはまる
先順位の遺族1人…戦没者死亡時
の3親等内の親族／戦没者死亡時ま
で引き続き1年以上生計関係があっ
た／4月1日現在、遺族内に公務扶
助料・遺族年金などの受給権者が
いない■内容＝額面25万円の特別

弔慰金を支給　※1年に1回5万円
で5年償還の記名国債を交付■申込
期間＝4月1日～5年3月31日
▪慰霊巡拝（厚生労働省実施）
■日程＝8月～3年2月（予定）■対象
＝原則80歳以下で戦没者などの遺族
（配偶者・父母・子・兄弟姉妹・孫�
など）■実施予定地等＝インドネシ
ア／カザフスタン／中国（東北地方）
／日本（硫黄島）／パプアニューギニ
ア（東部ニューギニア、ビスマーク
諸島）／フィリピン／ミクロネシア（ト
ラック諸島）／ミャンマー／ロシア（イ

ルクーツク州・ブリヤート共和国、
沿海地方、ハバロフスク地方・ユダ
ヤ自治州）　※自己負担あり。申込
期限が4月中の実施予定地あり

――いずれも――
※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＝
民生係� ☎3880-5870

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＝5月～9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＝4月6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 

プロからのアドバイス！
NEW  高齢者体力測定会 

　高齢者の健康状態を
把握する上で有効な「握
力測定」や「立ち上がり
テスト」などを実施。プ
ロが正しい身

か ら だ

体の使い
方をアドバイスします。�
参加は �毎月、約1カ月
前に電話で受け付け（抽選）�
申・問先 �セントラルスポーツ㈱（区委託事業者）（平日、午前9時～午
後5時30分）�　　　　　　　　　　　　　　　　　��☎5543-1888
 

介護予防の総合講座！
リニューアル はつらつ教室 室内型（4日制）

　運動のほかに、栄養士・
歯科衛生士による講座を
追加。介護予防に必要な運
動・栄養・口

こうくう

腔ケアの知
識が一度に身に付きます。�
参加は �毎月、前月26日
から電話などで受け付け
（先着順）�

場・申・問先
地域学習センターなど�
 

泳げなくても大丈夫！

はつらつ教室 プール型（8日制） 
　水中ウォーキングがメイン
なので、膝や腰などに負担が
かかりにくいのが特徴です。
講座修了後に実施した体力測
定で、数値が大きく改善した
方も！�
参加は �開始月（5月・10月・
1月）の約1カ月前に申込書にて
受け付け（選考）�
場・申・問先 �区立温水プール�

体操！　脳トレ！　一番風呂！

ふれあい遊
ゆ う

湯
ゆ

う
　銭湯で運動やカラオケ、演劇な
どのプログラムを楽しんだあと、
みんなで昼食を食べてお風呂へ。
和気あいあいとした雰囲気なので、
仲間が増えること間違いなし！�
時間 �午前10時～午後1時30分　※受
け付けは午前11時終了� 費用 �200
円（入浴料含む）　※昼食持参�申込 �
不要�　※当日直接会場へ�問先 �生
活協同組合・東京高齢協のぞみ

　　　　　　　☎3886-3200

 

運動が長続きするコツ、教えます
　「一緒に運動する仲間が欲しい」「どんな運動をすればい

い？」、そんな悩みを解決する新講座が8月ごろから始まります！
くわしくは、7月ごろにあだち広報でもご紹介します。�

「健康寿命をのばす10の活動」でそのほかの講座もチェック！ 
　今回紹介しきれなかった講座も含め、介護
予防事業をまとめた案内を作成しました。各
講座の日時など、くわしくは「健康寿命をの
ばす10の活動」をご覧ください。�

配布場所
◉地域包括支援センター
◉区・地域包括ケア推進課�など
※4月中旬から配布予定�

�各講座の詳細は、区のホームページに掲載中！▲

ふれあい遊湯う（5月・6月分）
曜日 場所
月 富士の湯（東和4-15-10）

火 明美湯（梅田4-40-21）
江北湯（江北2-27-6）

水 若松湯（中央本町2-19-11）

木 タカラ湯（千住元町27-1）
湯処じんのび（西新井6-43-4）

金 大和湯（柳原2-43-1）

土 大平湯（青井6-21-3）
星谷浴泉（扇1-34-3）

※5月4日㈷～6日㉁を除く

はやめの介護予防で
人生100年時代をイキイキと！

　いつまでも元気でイキイキと過ごすためには、「定
期的な運動習慣」や「人とのつながりの維持」が重要
です。区内在住の65歳以上で、要介護・要支援認
定を受けていない方を中心に、様々な教室を実施し
ています。はやめの介護予防で健康寿命を延ばしま
しょう！
問先 �区・介護予防・生活支援担当　☎3880-5642 

東京都理学療法士協会�
足立区支部
山
や ま

ノ
の

内
う ち

 聖
せ い い ち

一 支部長

　健康寿命を延ばすために
は、まず「自分の状態を正
しく知ること」が重要です。
私たちがその人に合った身
体の使い方を教えます。

講座
予告

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月20日㈪まで開催を休止しています。今後も継続して休止する場合があります
ので、参加前に区のホームページなどでご確認ください。


