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日付（5/18〜29） 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.06 ― 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 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50㎝）
■問先＝公害規制係� ☎3880-5304

2

子育て・教育

�

ひとり親家庭などに
医療費を助成（親制度）

■対象＝区内在住で国民健康保
険などの健康保険に加入してい
て、次のいずれかに当てはまる児童
（18歳の誕生日以降、最初の3月
31日まで。中程度以上の障がい
のある児童は20歳の誕生日の前日
まで）と養育しているひとり親家庭
などの方…父母が離婚／父または
母が死亡または重度の障がい者／
父または母が法令により1年以上

拘禁中／父または母が裁判所から
ＤＶ保護命令を受けた／父または
母に1年以上遺棄されている／母
の婚姻によらず生まれた　※所得
制限あり。生活保護受給者、児童
福祉施設入所者を除く■内容＝医
療費（保険診療分）の自己負担分の
一部または全部を助成■申込＝窓
口■申・問先＝親子支援課�親子支
援係� ☎3880-5883

税金・国保・年金

2年度 国民年金・年金生活者
支援給付金の支給額

▪ 老齢基礎年金
■対象＝10年以上、国民年金保
険料を納付（免除・納付猶

ゆう

予
よ

期間
含む）した65歳以上の方　※繰り
上げ・繰り下げでの受給可。受給
資格のある方には、65歳の誕生
日の約3カ月前に年金請求書を日
本年金機構から送付■支給額・請
求先＝表1・2
▪ 障害基礎年金
■対象＝心や体の病気、けがによ
る障がいで日常生活が不自由な方　
※初診日や障がいの程度、障がい
認定日の年齢などにより、支給条
件が異なります。■支給額・請求
先＝表1・2
▪ 遺族基礎年金
■対象＝一定期間以上、国民年

金保険料を納付（免除・納付猶予
期間含む）した方が亡くなったとき
に、その方によって生計を維持さ
れていた「子※のある配偶者」または
「子※」　※…18歳の誕生日以降、
最初の3月31日までの子ども、ま
たは20歳未満で一定の障がいの
ある子ども（そのほかにも条件があ
ります）■支給額＝表1
▪年金生活者支援給付金
■対象＝老齢基礎年金、障害基礎年
金、遺族基礎年金のいずれかを受
給している方　※所得などの条件が

あります。日本国内に住所がない、
年金が全額支給停止の場合などは
支給できません。■支給額＝表3

――いずれも――
※原則偶数月の15日に振り込み。
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＝ねんきんダイヤル

☎0570-05-1165
 （IP電話･PHSの方）☎03-6700-1165
足立年金事務所� ☎3604-0111
区・国民年金係
☎3880-5849� FAX 3880-5618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

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）

表1　2年度 国民年金 支給額
年金の種類 年額

老齢基礎年金
（満額）※1 78万1,700円

障害基礎年金1級 97万7,125円
障害基礎年金2級 78万1,700円遺族基礎年金※2

老齢福祉年金 40万500円
※1…�加入期間に保険料の未納や免除

の期間がある場合は減額
※2…�子1・2人目は各22万4,900円、

子3人目以降は7万5,000円を加
算

表3　 2年度 年金生活者支援給付金 
支給額

給付金の種類 月額
老齢（補足的老齢）
年金生活者支援給
付金

5,030円を基準に、
保険料納付済期間
などに応じて算出

障害年金
生活者支
援給付金

障害等級
1級 6,288円
障害等級
2級 5,030円遺族年金生活者

支援給付金※3

※3…�2人以上で受給している場合の1人
当たり支給額は、人数で割った額

表2　国民年金 請求先等
老齢基礎年金の対象 障害基礎年金の対象 請求先
すべての加入期間が
第1号被保険者期間
の方　

第1号被保険者期間、加入を
やめた後（60〜64歳）、国民
年金加入前（19歳以下）のい
ずれかに初診日がある方

区・高齢医療・年金課�国民年
金係／足立年金事務所

第2号被保険者期間
がある方

第2号被保険者期間に初診
日がある方

▷会社員など…年金事務所
▷公務員…各共済組合
※いずれも一部例外あり

第3号被保険者期間
がある方

第3号被保険者期間に初診
日がある方 足立年金事務所

※�年金事務所窓口での相談や手続きは、予約受付専用電話（☎0570-05-4890）
で事前に予約（相談希望日の1カ月前～前日）ができます。

「新型コロナウイルス感染症」関連情報
　あだち広報に掲載している内容は、6月2日時点の情報です。今後変更になる場合があります。最新情報は区のホームページを
ご覧ください。

　5月25日、「緊急事態宣言」が解除されました。外出自粛、休業要請などにご協力いただいた区民、事
業者の皆様に心から感謝申し上げます。
　今後も、国の専門家会議で提言された「新しい生活様式」を取り入れ、引き続き感染が拡大しないよう
にご協力（人と人との距離を保つ／マスクの着用／手洗い・消毒�など）をお願いいたします。

緊急事態宣言解除後も
感染拡大予防策の
徹底をお願いします。

くわしくはコチラ▶

▪区立小・中学校
　6月19日までは3分の1ずつ
の分散登校
▪区民事務所・保健センター
　通常開庁

▪休日応急診療所
　足立区医師会館・竹の塚休日応急診療所を再開■時
間＝午前10時～11時30分／午後1時～3時30
分　※準夜間応急診療（午後5時～9時）の再開
は未定

◆ 6月1日から施設などを段階的に再開
▪施設の利用
　屋内・屋外施設ともに利用を再開しています
が、一部を制限している場合や再開に向け調
整中の場合があります。最新情報は区のホーム
ページをご覧ください。

新型コロナウイルス対策
特別貸付（随時募集）
■対象＝経済的理由で修学が
困難になった大学・短期大学・
専門学校生■内容＝足立区育
英資金の貸付額の１年分を一
括で貸し付け　※申し込み方
法など、くわしくは区のホー
ムページをご覧ください。■
期限＝12月15日㈫必着■問
先＝学務課�助成係

☎3880-5977

【感染症患者数の状況に関する割合※2】【週単位の感染症患者数および区内総数※1】

※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
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区内での患者の発生状況（6月2日時点）



■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

国民健康保険の加入者へ
保険料決定通知書を
6月10日に送付

▪ 保険料の軽減を受けられる場合
があります

■対象＝元年中の総所得が一定基
準以下の世帯／会社都合により失
業した方　※軽減判定には世帯主
と被保険者の所得申告が必要
▪ 社会保険に加入した場合は国民

健康保険の脱退手続きが必要
　国民健康保険は、ほかの保険に
加入しても自動的に脱退手続きは
行われません。　※手続きには社
会保険証の写しと国民健康保険証
が必要

――いずれも――
※くわしくは保険料決定通知書に
同封の国保だよりを参照■問先＝
資格賦課担当� ☎3880-5240

国民健康保険料の
口座振替新規加入で
区内共通商品券が当たります

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…期間中に国民健康保険料の口
座振替を新規に申し込んだ／国民
健康保険料の滞納がない／申し込

み後、3年1月期分の国民健康保
険料の引き落としが確認できた■
内容＝抽選で100人に区内共通商
品券2,000円分を進呈　※3年3
月発送予定。くわしくは区のホー
ムページを参照■申込期間＝6月
10日～12月1日必着■問先＝国
民健康保険課�収納管理担当
� ☎3880-5242

福祉・高齢医療

中途聴覚障がい者の
通所訓練希望者募集

■日程＝毎週金曜日■対象＝次のす
べてに当てはまる方…18歳以上／
身体障害者手帳を所持または取得
見込み／障がい福祉センターで通
所訓練を利用したことがない■内容
＝専門講師による手話などのコミュ
二ケーション能力の向上／ファクス
やパソコンなどの練習／福祉機器
の活用／日常生活の相談／聴覚障
がい施設の見学�など　※障害者総
合支援法による負担あり■利用期間
＝18カ月■申込＝電話／住所、氏
名、電話・ファクス番号、「中途聴

覚障がい者通所訓練」をファクス■
場・申・問先＝障がい福祉センター
あしすと�社会リハビリテーション室
☎５６８１-０１３１� FAX５６８１-０１３８

後期高齢者医療被保険者へ
ジェネリック医薬品に切り替え時
の差額通知を６月下旬に送付

■対象＝次のすべてに当てはまる
後期高齢者医療被保険者…元年
12月、2年1月・2月に医療保険適
用の医薬品代を支払った／生活習
慣病・慢性疾患で先発医薬品を服
用している／切り替えで自己負担
軽減額が一定額以上になる■問先
＝高齢医療係� ☎3880-5874

介護保険の利用料負担軽減
▪ 施設入所者など
■対象＝次のすべてに当てはまる方
…住民税非課税世帯／預貯金や有
価証券などの合計金額が1,000万
円以下（単身の場合。夫婦は2,000
万円）　※別の住所であっても配偶
者の課税状況・資産などを審査■
内容＝特別養護老人ホーム、介護
老人保健施設、介護療養型医療施
設、介護医療院の入所者（ショート
ステイを含む）の食費・居住費負担

を年金収入と所得に応じて軽減
▪ 生計困難者
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…住民税非課税世帯／年間収入
額が150万円以下（単身の場合。
世帯員が1人増えるごとに50万円
を加算）／預貯金額などが350万円
以下（単身の場合。世帯員が1人増
えるごとに100万円を加算）／日常
生活上必要以上に資産を所有して
いない／負担能力のある方に扶養
されていない／介護保険料を滞納
していない■内容＝都と区に軽減
を申し出ている事業者のサービス
を利用した場合、利用者負担額の
原則4分の1を軽減　※軽減実施事
業者は都・福祉保健局のホームペー
ジ（http://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/）に掲載

――いずれも――
※すでに認定されている方の期限
は7月31日。6月中に更新のお知
らせを送付予定。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＝保険給付係
� ☎3880-5743

　住民税（特別区民税・都民税）は、子育て、福
祉、保健衛生など、生活に密着した様々なサー
ビスにつながる大切な財源の一つです。納付
書が届いたら、内容を確認して期限内に納付
してください。　※口座振替・年金からの天
引きのみの方には、納税通知書のみを送付

▪納期限（普通徴収の特別区民税・都民税）
第1期：6月30日㈫　第2期：8月31日㈪
第3期：11月2日㈪　第4期：3年2月1日㈪
※納期限を過ぎると延滞金加算の対象となり
ます。
電話番号のかけ間違いにご注意ください。

令和2年度の納税通知書
と納付書を送付しました

（普通徴収の特別区民税・都民税）

P
ペ イ ジ ー

ay-easyマークが入った納付書
の場合、コンビニエンスストア
やATMなどでも納められます

※�ATM・パソコン・携帯電話を使用しての納
付では、一定期間、納税証明書が発行でき
ません。お急ぎの方は区役所または区民事
務所（中央本町を除く）で納付してください。

▪口座振替 新規加入キャンペーン
■対象＝普通徴収の特別区民税・都民税の口
座振替を新規に申し込んだ方■内容＝抽選
で200人に区内共通商品券2,000円分を進呈　
※申し込み方法など、くわしくは納税通知書
に同封のチラシを参照■期限＝9月10日㈭

――いずれも――
■問先＝納税課�収納管理係��☎3880-5238

納付が困難なときは
お早めにご相談ください

　新型コロナウイルス感染症の影響などによ
り、納付が困難な場合、申請により一定期間の
猶予が認められる場合があります（要審査）。
　「新型コロナウイルス感染症」拡大防止のため、
まずは電話でご相談ください。
■問先＝▷納付方法や相談…
　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
▷納税通知書・納付書の内容…
　課税課�課税第一係～第四係

☎3880-5230～2／3880-5418

公的年金を受給する65歳以上の方は、
年金収入に対する住民税額が年金から
天引きされます（特別徴収制度）

※�特別徴収制度は、納税方法が変更になるだけで、
新たな税負担が生じるものではありません。

■対象＝次のすべてに当てはまる方…令和2年
4月1日現在、65歳以上で公的年金（障害年金・
遺族年金を除く）を受給している／平成31年1
月1日～令和元年12月31日に公的年金の支払
いを受けた／介護保険料を天引きされている　
※平成31年4月2日～令和2年4月1日に65歳に
なった方は、10月から天引き。天引きされる住
民税額は、6月8日に対象者へ送付した納税通知
書に記載■問先＝課税課�課税第一係～第四係

☎3880-5230～2／3880-5418

浸水ゼロ・安全・快適 下水道「みんなで備えて、浸水からまちを守ろう」
　雨期を迎え、浸水の危険性が高くなります。「雨水ます」や「側溝」にごみを流さない、物を置かないなど、
「浸水への備え」をお願いします。■問先＝都・下水道局�東部第二下水道事務所　��　　　　�☎5680-1552

官  公 庁

休日開庁日
日時  6月28日㈰

午前9時～午後4時
場所 区役所
▪主な業務内容
◦�転入・転出や戸籍の届出の受
け付け
◦�住民票の写しなどの証明書の
発行
◦税・各種保険料の納付・相談
◦保育園に関する相談

くわしくはコチラ

「レジ袋有料化」 7月1日から全国でスタート
　7月1日から、購入した商品を入れる持ち手のついたプラスチック製の袋がすべての店舗で有料になりま
す。プラスチックごみ削減のため、マイバッグの携帯にご協力ください。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＝経済産業省�プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口

　（消費者向け）☎0570-080180／（事業者向け）☎0570-000930
 HP https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html




