
日付（4/23〜5/15）23 24 27 28 30 5/1 7 8 11 12 13 14 15
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07

▪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）5月25日（第1831号）2 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

確定申告期限の延長により、一部の方の、各
サービスの決定に遅れがでる場合があります
　各通知書などに申告書の内容が反映されず、保険料や手当支給額、
自己負担額が変更になったり、手当の支給などが遅れたりする場合が
あります。申告の内容が確認でき次第、再送・再支給します。ご理解、
ご協力をお願いいたします。�　※届出が再度必要になる場合があります。

内容 問先

保
険
料
等

国民健康保険料／高齢受給者証 国民健康保険課 資格賦課担当
☎3880-5240

限度額適用認定証／特定疾病療養受療証 国民健康保険課 給付担当
☎3880-5241

後期高齢者医療保険料／
後期高齢者医療被保険者証

高齢医療・年金課 資格収納係
☎3880-6041

限度額適用・標準負担額減額認定証／
限度額適用認定証

高齢医療・年金課 高齢医療係
☎3880-5874

介護保険料／負担割合証 介護保険課 資格保険料係
☎3880-5744

負担限度額認定証／生計困難者に対する利
用料軽減助成事業の確認証

介護保険課 保険給付係
☎3880-5743

医療費公費負担 足立保健所 感染症対策課 
事業調整係　  ☎3880-5372

手
当
等

児童手当 親子支援課 児童給付係
☎3880-6492

児童育成手当／児童扶養手当／
特別児童扶養手当

親子支援課 親子支援係
☎3880-5883

サービス支給(自立支援給付) ／補装具・日
常生活用具支給／自立支援医療 など

障がい福祉課 中部援護第一係
☎3880-5881

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

障がい者福祉手当／難病患者福祉手当／
特別障害者手当／心身障害者（児）医療費
助成 など

障がい福祉課 障がい給付係
☎3880-5472

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
未熟児養育医療費給付／妊娠高血圧症候
群等医療費助成／難病医療費助成／小児
慢性特定疾病医療費助成

保健予防課 保健予防係
☎3880-5892

紙おむつ支給 高齢福祉課 在宅支援係
☎3880-5257

　外出自粛が続き、多くの人がストレスを抱えています。特にこ
の時期に、子育てでイライラしてしまうことは誰にでもあること
です。悩みは抱え込まず、少しでも困ったことがあれば、まずは
ご相談ください。相談の内容に応じて、保健・教育・福祉などの
適切な相談機関の紹介も行っています。■対象＝18歳未満の子ど
もの保護者■問先＝こども支援センターげんき�こども家庭支援
課�家庭支援第一係～第三係　　��　　　　　　　��☎3852-3535

育児負担、一人で抱え込まないで

「新型コロナウイルス感染症」関連情報
　5月19日時点の情報です。今後変更になる場合があります。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。　※区で実施している「施設の休館（園）」や「イベントの中止」を5月31日まで継続中です。

◆ 税・保険料 ◆
納付が困難な場合はご相談ください（表2）

▪税・保険料納付の猶予制度
■対象＝新型コロナウイルス感染症の影響により、税・保険料の納付が困
難になった方　※一定期間に限り、猶予が認められる場合あり
▪保険料の減免制度
■対象＝新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡・重篤
な傷病を負った、または新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生
計維持者の収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯（介護保険料
の場合は第一号被保険者）　※減額または免除になる場合あり
▪傷病手当金の支給
■対象＝国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していて、新型コ
ロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、
療養のために労務に服することができない方　※給与などの支払いを受け
ている方に限る■支給期間＝労務に服することができなかった期間（4日目か
ら復帰まで）■支給額＝直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日
数×3分の2×日数
表2　猶予制度等一覧

税・保険料 猶予制度 減免制度 傷病手当金 問先

住民税 ○
納税課 滞納整理第一係
　　　 滞納整理第二係
　　　 特別整理第一係

☎3880-5236
☎3880-5237
☎3880-5235

国民健康保険料 ○ ○ ○
▷猶予制度…国民健康保険課 滞納整理第一係

滞納整理第二係
▷減免制度…国民健康保険課 資格賦課担当
▷傷病手当金…国民健康保険課 給付担当

☎3880-5243
☎3880-5244
☎3880-5240
☎3880-5241

後期高齢者医療保険料 ○ ○
○

（6月1日㈪から
受け付け）

▷猶予制度…高齢医療・年金課 滞納整理担当
▷減免制度…高齢医療・年金課 資格収納係
▷傷病手当金…都・後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター

☎3880-6462
☎3880-6041

☎0570-086-519
国民年金保険料 ○ ○ 高齢医療・年金課 国民年金係 ☎3880-5843

介護保険料 ○ ○ 介護保険課 資格保険料係 ☎3880-5744

◆ サービスの変更 ◆
伊興・興本・江南・江北・中川・保塚区
民事務所の休業

■期間＝5月25日㈪～29日㈮■問先＝表1

保健センターの休業（火・木曜日）
■内容＝当面の間、月・水・金曜日のみ開館■
問先＝衛生管理係　　 �　�　☎3880-5891

区営駐輪場定期利用券の延長
■対象＝新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「外出自粛要請期間（4月7日
～5月31日）」の定期利用券を所持しているが、区営駐輪場を利用しなかっ
た方■内容＝定期利用券の有効期間を2カ月分延長　※外出自粛要請期間
が変動した場合、延長期間も変動。定期利用券の更新時に駐輪場管理人
などへ申請■問先＝自転車係　　　　　　　　　　　　�　☎3880-5914

表1　休業する区民事務所一覧
問先 電話番号

伊興区民事務所 3899-1048
興本区民事務所 3889-0457
江南区民事務所 3912-9351
江北区民事務所 3890-4201
中川区民事務所 3605-8471
保塚区民事務所 3858-9870

くわしくはコチラ▶

　区では医療現場の最前線で働く医療従事者、区を支える飲食店
や様々な事業者の皆さんを応援したいという想

おも

いを込めて、新た
な寄附金を創設しました。医療現場に必要なマスク・防護服などの
物品購入や、PCR検査体制の充実、休業や業務縮小を
余儀なくされている中小事業者を守るために活用しま
す。■問先＝財政担当　　　　　　　��☎3880-5814

「コロナに負けるな！ 医療従事者＆事業者
応援寄附金」の受け付け開始

くわしくは区のホームページをご覧ください▶



■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、4面左上を参照 3

■問先＝住民記録係
　☎3880-57245月31日㈰の終日、6月7日㈰の午後9時以降はシステムメンテナンスのため、コンビニでの各種証明書の取得ができません

表3　基準額／金融資産の合計額
世帯人数 基準額（月額） 金融資産の合計額

単身 8万4,000円 50万4,000円
2人 13万円 78万円
3人 17万2,000円

100万円4人 21万4,000円
5人 25万5,000円

※6人以上の世帯はお問い合わせください。

表5　足立福祉事務所
各福祉課一覧

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

表4　支給限度額

世帯人数 支給限度額
（月額）

単身 5万3,700円

2人 6万4,000円

3〜5人 6万9,800円

6人 7万5,000円

7人以上 8万3,800円
※収入に応じて減額あり

対象拡大  離職した方以外も対象になりました
■対象＝申請日現在、次のすべてに当てはまる方
●�離職またはやむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは喪
失する恐れがある
●�離職・廃業後2年以内／就業している個人の給与や業務上の収入などを得る機会がやむ
を得ない理由などで減少し、離職・廃業と同じ状況にある
●離職などの前に主たる生計維持者だった
●�世帯総収入（月額）が基準額（表3）に家賃相当額（支給限度額〈表4〉を上限）を合算した額以下
●世帯の金融資産の合計額が基準額（表3）以下
●�誠実かつ熱心に求職活動を行っている
※このほかにも要件あり
■支給限度額＝表4■支給期間＝3カ月（就職活動の状況に応じて、2回まで延長可）　※支
給期間中は原則月1回、福祉事務所に状況報告が必要■支給方法＝賃貸住宅の貸し主など
の口座へ直接振り込み　※住所の管轄の福祉事務所で申請（郵送申請可）。くわしくはお問
い合わせください。■問先＝表5

個人
向け

休業などに伴う収入の減少により、
住居を失う恐れがある方に住宅費を支援

区内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（5月19日時点）

国  現金給付
持続化給付金
■対象＝事業収入が前年同月比で50％以上減
少している中小企業・法人、個人事業主など　
※小規模事業者持続化補助金とは異なる■給付
額＝▷中小企業・法人など…上限200万円　▷
個人事業主など…上限100万円■期限＝3年1
月15日㈮■問先＝経済産業省�持続化給付金事
業コールセンター（毎日、午前8時30分～午後7
時）� ☎0120-115-570

都  現金給付
感染拡大防止協力金
■対象＝施設の使用停止・営業時間短縮への協
力依頼について、休業などで全面的に協力して
いる中小企業、個人事業主■給付額＝50万円　
※2事業所以上で取り組む場合は100万円

理美容事業者の
自主休業に係る給付金
■対象＝4月30日～5月6日の全日、自主的な
休業を行った理容所・美容所■給付額＝15万

円　※2事業所以上で取り組んだ場合は30万円
――いずれも――

※円滑な支給のため税理士や公認会計士などの
専門家への事前相談を推奨しています。■期限
＝6月15日㈪■問先＝都・緊急事態措置等・感
染拡大防止協力金相談センター（毎日、午前9時
～午後7時） ☎5388-0567

区  現金給付 約200万円
（補正予算）雇用調整助成金活用促進事業

■対象＝国の雇用調整助成金（新型コロナウイ
ルス感染症特例措置に該当するものに限る）を
申請し、給付決定を受けた区内に主たる事業所
がある中小企業■内容＝社会保険労務士の代行
申請費用を助成■助成額＝上限10万円■期限
＝3年3月31日㈬必着■問先＝区・企業経営支
援課�就労・雇用支援係� ☎3880-5469

約8,000万円
（補正予算）

小規模事業者経営改善補助金
（新型コロナウイルス対応特別枠）
■対象＝「新型コロナウイルス感染症」対策の取
り組みや感染予防策を新たに実施した、区内で
継続して1年以上事業を営む小規模事業者（おお

むね常時使用する従業員の数が20人以下〈商業
またはサービス業は5人以下〉）■内容＝飛

ひ

沫
まつ

感
染防止の仕切りの設置・購入や宅配実施のため
のバイク購入などの経費を補助　※4月1日以降
に支払いを完了した経費が対象■補助額＝対象
経費の5分の4（上限20万円、下限4万円）■期
限（予定）＝12月1日㈫（消印有効）■問先＝区・
産業振興課�ものづくり振興係� ☎3880-5869

区  融資あっせん 約34億円
（補正予算）新型コロナウイルス対策資金

■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月と比べて
減少している�など■内容＝▷限度額…1,000
万円　▷信用保証料…全額補助　▷利子補給…
全額（上限3％〈1年目〉）／貸付利率の3分の2（上
限1.6%〈2年目以降〉）　▷利子補給期間…5年
■期限＝9月30日㈬■問先＝区・企業経営支援
課�相談・融資係� ☎3880-5486

現金給付・融資あっせん
　5月19日時点の情報です。最新情報やそのほかの要件など、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。また、このほかにも国
や都の制度があります。くわしくは経済産業省や都のホームページをご覧くだ
さい。　※電話が混雑しており、つながるまでにお待たせする場合があります。

企業
向け

【感染症患者数の状況に関する割合】※2

※1…�4月1日を基準日とし、集計は
「診断日（PCR検査で陽性を確認
した日）」で行う

※2…�左記グラフの総数の状況別割合

最新の情報は区の
ホームページへ

【週単位の感染症患者数および区内総数】※1
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PCR検査センターを開設しました
　5月17日から、区が足立区医師会に委託し
て、PCR検査センターを開設しました。
●�医師会加入の医療機関で検査が必要と判断
した方を、PCR検査センターで検査します。
●混乱を避けるため、場所は非公表です。
●�完全予約制で、一般受付はありません。

足立区医師会加入の医療機関は、
こちらからご確認ください▶

かかりつけ医に相談してください
　PCR検査を受けるには、医療機関の医師、
または帰国者・接触者相談センター（足立保
健所）の判断が必要です。かかりつけ医や、
お近くの医療機関で、まずはご相談ください。

回復者数
74.8％

死亡者数
11.0％

治療・療養中
14.2％
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