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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

子育て・教育

3年度 就学援助
■内容＝学校給食費や学用品費な
どの支払いにお困りの保護者に費
用の一部を援助　※所得制限あり
■申込＝▷足立区立の小・中学校
に通学している方…4月に学校で
配布する申請書を専用封筒で区へ
郵送　▷足立区立以外の小・中学
校に通学している方…窓口／申請

◯◯◯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）
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書を区 へ郵送（申請書は学務課で
配布するほか、区のホームページ
からもダウンロード可。2年度の認
定者は区が送付する申請書を専用
封筒で区へ郵送）　※特別支援学
級などの就学奨励費は9月に学校
で申請書を配布予定■申・問先＝
学務課 助成係　 ☎3880-5977

高等学校等入学準備助成
■対象＝中学3年生がいる就学援
助認定世帯　※生活保護受給世帯
を除く■内容＝高校の入学準備に
かかる費用の一部を助成　※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＝学務課 
助成係 ☎3880-5977

足立区産後ケア
（デイサービス型）
■日時＝毎週火・金曜日（祝日、年
末年始を除く）、午前10時～午後3
時■対象＝区内に住民登録があり、
家族などからの援助が受けられな
いまたは育児への不安などがある、
産後1年未満の母親と子ども■内
容＝産後の母親の心とからだの休
息や赤ちゃんの適切なケア／育児
などの支援が必要な方をサポート
■定員＝各3・4組（抽選）■費用＝

500円■申込＝ホームページから
専用フォームに入力■場・申先＝マ
タニティ＆ベビーハウスOhana（区
委託事業者）　梅島3-4-8 うめじま
ＫＳビル2階
HP  https://kosodatepalette.

jimdo.com/ohana/
■問先＝（区）保健予防係
 ☎3880-5892

「あだちはじめてえほん」に
新しい仲間が加わりました

■対象＝1歳6カ月児健診受診対象
の子どもと保護者　※健診の通知
に引換券を同封■内容＝「なでなで
なーで」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を加えた、
計5種類の絵本の中から希望する1
冊を配布　※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

にこにこ離乳食相談会
■日程等＝表1■時間＝午前9時
30分～正午／午後1時～3時30分　
※1人30分程度■対象＝開催日現
在、区内在住で7・8カ月の子ども
の保護者　※子ども同伴可■内容＝
離乳食2回食への進め方の相談■申
込＝電話／氏名、子どもの氏名・生

年月日、電話・ファクス番号、相談
希望日、「離乳食相談会」をファクス
表1　にこにこ離乳食相談会 日程等

場・申・問先
（保健センター） 日程

江北
☎3896-4011
FAX3856-5529

4/14㈬、5/12㈬
※午前のみ

千住
☎6806-2168
FAX3888-5396

4/13㈫、5/11㈫

竹の塚
☎3855-5082
FAX3855-5089

4/23㈮、5/28㈮
※午後のみ

中央本町地域・
保健総合支援課

（足立保健所内）
☎3880-5351
FAX3880-6998

4/16㈮、5/14㈮
※午後のみ

東部
☎3606-4171
FAX5697-6561

4/28㈬、5/19㈬

 
新規
事業

保育コンシェルジュ
オンライン相談がスタート

　4月からW
ウ ェ ブ

eb会議サービスを利
用したオンライン相談を実施しま
す。予約方法など、くわしくは区
のホームページをご覧ください。
■内容＝保育施設の案内／預け先
の提案 など■問先＝保
育調整係
　　　  ☎3880-5772

「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4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。

●  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、一部施設は利用制限を行っています。また、
区で実施するイベントなども一部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。

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（ホームページは原則平日に更新）。

▪ 特別貸付
■対象＝経済的な理由で修学が困難
になった大学・短期大学・専門学校生　
※足立区育英資金を借りている方は
対象外■内容＝足立区育英資金の貸
付額の1年分（私立54万円／国公立

42万円）を一括で貸し付け■定員＝50
人（先着順）
▪ 免除条件付緊急貸付（10万円）
■対象＝特別貸付（左記）を利用してい
る方　※特別貸付と同時申請可。正
規の修業年限で卒業した方は返済免除

　申し込み方法など、くわしくはお問い合わせください。
■期限＝12月15日㈬必着■問先＝学務課 助成係　　　　　　☎3880-5977

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。

区内での感染者の発生状況（4月2日時点）

（週単位計）  週単位計（水曜日～火曜日）／人
 総数／人

★… 2年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
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感染者数が増加しています
　緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き
感染症対策をお願いします。特に、マスクを外
した飲食の場面では会話を控えるなど、「静か
な食事」を徹底してください。

６５歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の方
向けワクチン優先接種（集団接種）スケジュール

※ 国からのワクチン供給状況により、変更になる場合があります。

　基礎疾患を有する方の予約方法や、そのほかの方への接
種券発送時期は、決まり次第、区のホームページやあだち
広報でお知らせします。■問先＝足立区コロナワクチン予約・
相談ダイヤル（毎日、午前8時～午後8時）　☎4335-4558

3月以降に高齢者
施設などでクラス
ターが発生

4月26日㈪
接種券発送

5月15日㈯
集団接種開始

5月6日㈭
接種予約受け付け開始

決定 新型コロナウイルス対策 足立区育英資金募集中



■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

2年12月～3年3月分の手当を指定の口座に4月15日ごろ振り込み■問先＝▷身体・知的障がい者、難病患者…障がい福祉課 障がい給付係
☎3880-5472　 FAX 3880-5754　▷精神障がい者…中央本町地域・保健総合支援課 精神保健係（足立保健所内）　☎3880-5357　 FAX 3880-6998

障がい者福祉手当（区制度）・
難病患者福祉手当の定例払い

福祉・高齢医療は、
4面に続きます

健康・衛生

ウォーキング教室
（4月・5月分）

■日程等＝表2■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　※5月
18日㈫・22日㈯は初心者向け筋
力アップ指導あり■定員＝各20人

（4月12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（1コースまで）、

「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

風しん抗体検査・
予防接種費用の助成

▪ 定期
■対象＝昭和37年4月2日～54年
4月1日生まれの男性　※令和2年
3月・3年3月までのクーポン券を
持っている方は、有効期限が延長
されたため、通常通り使用可■期
限＝令和4年2月28日㈪
▪ 任意
■対象＝区内在住で19歳以上の方
■自己負担額＝▷風しん単独ワクチ
ン…3,000円　▷MR混合ワクチン
…5,000円

――いずれも――
■内容＝抗体検査の結果、抗体価
が低い場合に予防接種を実施■申
込＝電話／窓口■申・問先＝保健予
防課 保健予防係 ☎3880-5892

福祉・高齢医療

高齢者体力測定会
（5月分）

■日程等＝表3■対象＝区内在住

の65歳以上で、要介護・要支援の
認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■申込期間＝4月12日～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
表3　高齢者体力測定会（5月分）
　 　日程等

場所 日程 時間
エル・

ソフィア 25㈫ 午後1時30分～2時30分
／2時45分～3時45分

興本
地域学習
センター

18㈫ 午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

千住
スポーツ

公園
29㈯ 午前9時30分～10時30分

／10時30分～11時30分

総合
スポーツ
センター

13㈭
午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分東和

地域学習
センター

11㈫

健（検）診名 対象 申込 申・問先20代 30代 40代 50代 60代 70代

特定健診 無料
後期高齢者医療健診 無料

40歳以上の国民健康保険・後期
高齢者医療制度加入者 区が送付する受診券を医療機関に持参

※5月中旬から対象者へ送付
（区）データヘルス推進課
データヘルス推進係

☎3880-5601簡易血液検査 無料
18～39歳の方

�区のホームページから専用フォームに入力

40歳前の健康づくり健診 無料
電話
健診日時や受付時間などは、随時あだち広報などでお知らせ予定

医療法人クレモナ会�ティーエ
ムクリニック（区委託事業者）

☎0120-973-493

成人歯科健診 無料
後期高齢者歯科健診 無料

▷成人歯科健診…�20・25・30・35・40・45・
50・55・60・65・70歳の方

　　  20歳は「前歯のクリーニング」の特典付き
▷後期高齢者歯科健診…76・80歳の方

区が送付する受診券を医療機関に持参
※�成人歯科健診は6月下旬から、後期高齢者歯科健
診は9月上旬から、対象者へ送付

（区）データヘルス推進課
多世代健康データ連携担当

☎3880-5601

子宮頸
けい

がん検診 500円 20歳以上の女性（2年度に1回のみ受診可）

窓口／住所、氏名（フリガナ）、生年月日、電話番号、
希望検診名（複数可）を区へハガキで送付
※�次のいずれかに当てはまる方には、6月下旬か
ら自動的に受診券を送付するため、申し込み不
要…20・25・30・35・40・45・50・55・60・
65・70歳／2年度に大腸がん検診または肺が
ん検診を受診した／元年度に子宮頸がん検診・
乳がん検診・胃がん内視鏡検診のいずれかを受
診した

（区）データヘルス推進課�
健診事業係

☎3880-5121
乳がん検診 500円

40歳以上の女性
（2年度に1回のみ受診可）

大腸がん検診 300円
40歳以上の方

肺がん検診
胸部X線 800円

かく痰
たん

 300円

胃がんハイリスク検診 1,000円 40～74歳の方（1回のみ受診可）

胃がん内視鏡検診 2,000円
50歳以上の方
（2年度に1回のみ受診可）

前立腺がん検診 800円
60～64歳の
男性

※年齢は4年3月31日現在。そのほかにも条件があります。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。

＼区の助成で費用がお得／
例えば、約8,200円の乳がん検診は、

区の助成で500円に�！

健康状態を知ることが、
身
か ら だ

体メンテナンスの
出発点�！

◀電子申請も可能�！

区のホームページで年齢を選
ぶと、受診できる健（検）診が
分かる�！

去年の「大丈夫」は、
今でも「大丈夫」？ 足立区の健康診断

― 定期的な健診・検診が健康への第一歩 ―

NEW 

■問先＝足立保健所 生活衛生課 庶務係　　　　 　☎3880-5375
　2年度、区内では元年度を上回る24頭（ハクビシン11頭・アライ
グマ13頭）が捕獲されました。
　ハクビシン・アライグマは、ふん尿などによる悪臭発生や、農作
物を荒らすなど、様々な被害をもたらします。下記の3つのポイント
で、被害を防ぎましょう。
● エサ場にしない
　   庭木の果実などはすぐに収穫するか網をかけ、生ごみやペット

のエサは置いたままにしない
● 侵入させない
　   建物の穴（5㎠以上）はふさぎ、庭木の剪

せ ん て い

定や排水溝などの落
ち葉の清掃をして移動経路を作らない

● 住まいを与えない
　   物置や倉庫を見回り、侵入された場合は燻

く ん え ん

煙剤で追い出す
▪被害を受けている方はご相談ください
■対象＝ハクビシンなどによる被害（家屋への侵入／ふん尿による汚
損／足音・鳴き声による騒音／庭木の果実への被害 など）を受けて
いる方■内容＝捕獲器（箱わな）の設置など　※毎日の見回り・エサ
の状況確認などが必要です。申し込み方法など、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。

ハ アク ラビ イシ グ 対 実施中 ！ン・ マ 策

表2　ウォーキング教室（4月・5月分） 日程等
日程（予備日） コース 集合・解散場所 集合時間

4/28㈬
（5/12㈬）

伊興寺町歩き・ぼたんを見る
コース（8㎞） 竹の塚第七公園 午前9時

5/18㈫
（5/25㈫）

屋内ストレッチ・筋トレ、
3㎞～5㎞ウォーキング エル・ソフィア

午前9時30分5/22㈯
（5/29㈯）

屋内ストレッチ・筋トレ、
5㎞～7㎞ウォーキング

生涯学習センター
（学びピア21内）

ご相談は足立保健所へ「近くで目撃した」
「対応方法が分からない」など


