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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50㎝）
■問先＝公害規制係� ☎3880-5304

2

子育て・教育

�

日本脳炎予防接種は
お済みですか
■対象＝日本脳炎第Ⅰ期予防接種を
受けていない平成19年4月2日～
21年10月1日生まれの方　※接種
日現在、13歳の方を除く■申込＝
申請書、母子健康手帳の写し、84
円切手を区へ郵送／母子健康手帳
を持参　※申請書は日本脳炎第Ⅱ
期予診票に同封または区のホーム
ページからダウンロード（後日予診

票を送付）。23区指定医療機関で
接種■申先＝保健予防課�保健予防
係　※持参のみ保健センターでも
受け付け■問先＝保健予防係
� ☎3880-5892

養育家庭（里親）
PRパネル展示＆体験発表会
▪�パネル展示
■期間＝11月9日㈪、正午～13
日㈮、正午■場所＝区役所1階区
民ロビー■申込＝不要　※当日直
接会場へ
▪�体験発表会
■日時＝11月14日㈯、午前10時～
正午■場所＝こども支援センター
げんき■内容＝養育家庭の制度
紹介／里親体験談■定員＝20人
（10月12日から先着順）■申込＝
電話／区のホームページから専用
フォームに入力

――いずれも――
■申・問先＝こども支援センター
げんき�こども家庭支援課�事業係　
� ☎3852-2863

健康・衛生

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表1■受付時間＝▷午前

…9時～11時　▷午後…1時～3時　
※時間指定不可■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3年3月
31日現在■内容＝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。過去に検査歴が
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
表1　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 12/4㈮ 3年1/28㈭ 各40人
中央本町 12/7㈪ 3年1/25㈪ 各40人
※10月13日から先着順

税金・国保・年金

国民健康保険料を年金から
引き落とし（特別徴収）
■対象＝次のすべてに当てはまる方
…世帯主が国民健康保険被保険者
／世帯内の国民健康保険加入者が
全員65～74歳／年金額が年18万
円以上／介護保険料の特別徴収分
と合わせた額が、年金額の半分以
下／口座振替の手続きをしていな

い　※対象者には、6月に国民健康
保険料決定（変更）通知書にてお知
らせ済み。日本年金機構から年金
振込通知書も送付予定。一部、特
別徴収にならない場合があります。
▪�保険料は口座振替ができます
　特別徴収は口座振替に変更する
ことで止めることができます。くわ
しくはお問い合わせください。

――いずれも――
■問先＝（区）資格賦課担当
� ☎3880-5240

福祉・高齢医療

�
足立区�親族後見相談会
■日時＝11月18日㈬、午後1時～
3時　※1人45分■場所＝千住庁
舎■対象＝区民の親族後見人★とし
て活動している方／親族後見の申
し立てを検討している方　★…判
断能力が不十分な方の意思決定を
する支援者■内容＝家庭裁判所に
提出する報告書の作成方法が分か
らないなどの悩みに、専門家が応
じる■定員＝8人（10月12日から先
着順）■申込＝電話／住所、氏名（フ
リガナ）、電話番号、「親族後見相
談会」をファクス■期限＝10月30
日㈮■申・問先＝権利擁護推進係
☎3880-5982� FAX3880-5614

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）

自治功労
《区議会議員》市川伯登
《行政委員》明石幸子、風間幸三、
久保一夫、小池康之、齋藤悦康、
篠原守宏、滝上明、田中太郎吉、
野辺陽子
《町会・自治会長》小川泰司、
金子實、狩野裕健、小林良久男、
椎谷麻由子、冨澤松夫、野辺愼一、
二見敏彦、古庄茂昭、松村哲男、
山田昌三、和田正仁
《投票管理者・投票立会人》
大神田久夫、荻野敏子、
小板橋利和、近榮美子、中村正義
《消防団員》芦川雅良、伊藤裕、
大 洋二、小池操、小早川秀子、
小松崎友幸、小山賢史、佐藤嘉晃、
信濃忠利、杉本信行、鈴木建夫、
関山徹、髙松栄一、田代広二、
尾信也、野口達也、花井正夫、
原田きよ子、人見一尋、藤浪博之、
水 晴明

社会福祉功労
《民生委員・児童委員》浅香博子、
金井優子、小林眞澄、澤村千津子、
島田桂子、高橋典子
《保護司》石下和男、海老沼新雄、
小髙英夫、櫻井幸浩、山口敦、
山下豊

社会生活功労
《防火事業功労者》芦川一男
《防犯事業功労者》䯨健太郎、
齋藤功、毛利靜代
《交通安全事業功労者》鶴岡勝子、
星和良、吉田清久

公衆衛生功労
《学校保健衛生功労者》今井良枝、
木村厚雄、呉有晃、小林康彦、
小松英之、七條久美子、田口元康、
田中克法、堤猛史、中島由貴子、
堀口一弥、横井幸男、渡邉美知子

社会教育功労
《PTA会長》芦川隆行、石毛啓子、
海老澤利一、太田幸司、木村勇一、
柴大介、本橋麻弓、横山哲嗣、
米村望

産業功労
《実業精励功労者》丸山寛治

建設功労
《まちづくり事業功労者》
青木愼治、浅香孝子、北村敦子、
田中実、二瓶義治、林千尋、
吉田錦次

税務功労
金子俊二、坂本恭正、澤谷義一、
下島泰則、中村敏夫、渡邊進

体育功労
《体育事業功労者》正部一行、
山﨑弘孝

徳行者
青木比奈子、足立明るい社会づくりの
会会長田口行彦、足立区柔道整復師
会ほねつぎめだかの会会長原島宏光、
我妻重尾、イケアジャパン株式会社
イケア新三郷、勝村英世、株式会社要
興業代表取締役社長木納孝、株式会
社くるまやラーメン代表取締役大西
宏禧、株式会社水工房代表取締役青
木敏、株式会社スバル産業代表取締
役保科弘治、株式会社タカボシ代表
取締役会長石山伊佐夫、株式会社ノ
ジマ、株式会社三浦工務店代表取締
役社長三浦啓行、株式会社横引シャッ
ター代表取締役市川慎次郎、小勝工
務店株式会社代表取締役小勝伸太郎、
清水修、清水賢一郎、清水威貴、清水信、
杉村紀美子、拓進設備工業株式会社、
東京セントラルヒーティング工業株
式会社代表取締役鎌田秀一、中里建設
株式会社、中村光雄、東綾瀬庚申講
代表石黒芳子、立正佼成会足立教会

　10月1日に令和2年度足立区功労者表彰式を区
役所庁舎ホールで開催しました。自治功労、社会
福祉功労など10分野で、区に永年大きな功績の
あった132人・団体の方々を表彰しました（50音
順・敬称略）。■問先＝総務係　  ☎3880-5821

令和2年度 足立区功労者



■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

■対象＝あだちはじめてえほん引換券（1歳6カ月児向け）の有効期限が3月31日～3年3月31日までの方　※引き換え
場所など、くわしくはお問い合わせください。■問先＝中央図書館�読書活動推進係　　������　　　　　☎5813-3745

「あだちはじめてえほん」引換券の
有効期限を1年間延長します

高齢者体力測定会
（11月分）

■日時等＝表2■対象＝区内在住
の65歳以上で要介護・要支援の認

「新型コロナウイルス感染症」関連情報
あだち広報の掲載内容は10月2日時点の情報のため、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。

❷区民への支援（主な事業）
◦�ひとり親家庭等への緊急支援給付金の
支給� [２億４，０００万円]
◦�妊婦の感染防止のための育児パッケー
ジの提供� [１億８,1００万円]
★�自宅療養者への生活必需品などの提供
� [４００万円]
❸事業者への支援（主な事業）
中小事業者への支援
★緊急経営資金融資あっせん
� [34億3,400万円]
★�新たな感染症対策や、感染予防の取り
組みへの支援� [2億8,000万円]

介護・障がいサービス等事業者への支援
◦�事業者の感染症拡大防止の取り組みへの
特別給付金の支給� [1億9,800万円]
◦従事者への危険手当などの補助
� [2,500万円]

❶医療体制の強化（主な事業）
相談体制の充実
★帰国者・接触者電話相談センターの体制強化�[４，２００万円]
★足立区医師会への電話相談業務委託� [２，８００万円]
PCR検査体制の充実
★足立区医師会へのＰＣＲ検査センター運営委託
� [４，５００万円]
★足立区医師会へのＰＣＲ検査スポット設置委託
� [１，４００万円]
医療機関・医療従事者への支援
★�入院の必要がある疑い症例のための病床確保・維持
費用� [２億４，０００万円]
★�入院の必要がある疑い症例に対応する医療従事者へ
の危険手当などの補助　　　　��　�[１億５，８００万円]
★�ＰＣＲ検査外来の医療従事者への危険手当などの補助
� [５，５００万円]
◦高齢者インフルエンザ予防接種の無料対象の拡大
� [１億３，０００万円]

区内での感染者の発生状況（10月2日時点）

区のホームページでは、感染者の年代や症状、陽性率なども公表しています。

●��講座・イベントなどに参加の際は、マスク着用をはじめとした咳
せき

エ
チケットや、ソーシャルディスタンスの確保などにご協力をお願いし
ます。また、熱のある方や体調不良の方は、参加をご遠慮ください。

●��感染拡大防止のため、区で実施する講座・イベントなども定員縮小や
内容変更などの対策を講じておりますが、状況により中止・延期になる
場合があります。また、施設によっては入場制限を行うことがあります。

定を受けていない方■内容＝握力
測定や立ち上がりテストなどの結
果を踏まえ、専門家がアドバイス
■定員＝各20人（抽選）■申込＝電
話■期限＝開催日の2週間前■申・
問先＝セントラルスポーツ㈱�健康
サポート部（区委託事業者）（平日、
午前10時～午後5時30分）
� ☎5543-1888
■問先＝（区）介護予防・生活支援
担当� ☎3880-5642

�
生活支援サポーター
養成研修（2日制）

■日時＝11月11日㈬・18日㈬、
午前9時30分～午後5時■場所＝
竹の塚地域学習センター■対象＝
介護サービスを受けていない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＝30人（先着順）　※保育
あり（要予約）■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

�

カード形式の障害者手帳の
交付開始
■対象＝10月1日以降に身体障害
者手帳・愛の手帳・精神障害者保
健福祉手帳の交付申請などを行う
方■内容＝「運転免許証サイズの
カード形式」「従来の紙形式」のい
ずれかを選択可　※精神障害者保
健福祉手帳は、新規・更新・他県

表2　�高齢者体力測定会（11月分）�
　 　日時等

場所 日時

エル・
ソフィア

19㈭、
午前9時15分～10時15分
／10時15分～11時15分

江北
地域学習
センター

11㈬、
午前9時15分～10時15分
／10時15分～11時15分

スイム
スポーツ
センター

（うきうき館）

20㈮、
午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

総合
ボランティア

センター

30㈪、
午前9時15分～10時15分
／10時15分～11時15分

東和
地域学習
センター

4㈬、
午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

これまでの
区の感染症対策・支援
■問先=財政担当　　☎3880-5814

区施設でのイベント等
の開催制限を緩和

転入・等級変更の申請時のみ。持
ち物など、くわしくはお問い合わ
せください。■問先＝▷身体障害
者手帳・愛の手帳…障がい福祉課�
各援護係（表3）　▷精神障害者保
健福祉手帳…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3　障がい福祉課�各援護係一覧

問先 電話・ファクス番号
西部 ☎3897-5034

FAX 3856-7229
千住 ☎3888-3146

FAX 3888-5344
中部第一 ☎3880-5881

FAX 3880-5754
中部第二 ☎3880-5882

FAX 3880-5754
東部 ☎3605-7520

FAX 5697-6560
北部 ☎5831-5799

FAX 3860-5077

皆様の温かいご支援に感謝
1,718万6,676円の寄附を活用
　★の事業の一部に「コロナに負けるな！　
医療従事者＆事業者応援寄附金」を活用して
います。寄附金は引き続き受け付けています。
くわしくは区のホームページをご覧ください。

医療体制の強化
8億6,000万円

区民への支援
55億1,000万円

事業者への支援
39億7,000万円

感染拡大防止物品の
購入経費など
9億2,000万円

総額
112億
6,000万円

区民への支援
55億1,000万円

事業者への支援
39億7,000万円

【週単位の感染者数および総数★】
（週単位計）

�週単位計（水曜日～火曜日）／人
�総数／人

★…�4月1日を基準日とし、集
計は「診断日（PCR検査また
は抗原検査で陽性を確認
した日）」で行う

140
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0

（総数）
1,200

1,000

800

600

400

200

0

1,139

最近は家庭内のほか、職場内
感染が増加しています。

死亡
2.6％

治療・
療養中
8.0％

【感染者総数の状況に
関する割合】

2/26～3/31 4/1（基準日）～28 5/27～6/30 7/1～284/29～5/26 7/29～8/25 8/26～10/2

※�このほかに、特別定額給付金および関連経費
として、700億8,000万円を支出
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　国の「催物の開催制限等の変更」を受け、区施設でのイベント等についても、条件を設けたうえ
で人数制限を緩和しました。くわしくは区のホームページをご覧ください。
※実施・参加の際は、引き続き「マスク着用」「手指消毒」「検温」などにご協力をお願いします。

回復
89.4％




