
日付（6/16〜30） 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
測定値（マイクロシーベルト／時） ― 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 ― 0.05

▪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

区内での感染者の発生状況（7月2日時点）【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）

 総数
★… 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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区内施設の年間パスポート
有効期限を延長
　年間パスポートの有効期限
に休館（園）していた期間を加
算します。■対象施設＝生物
園／ギャラクシティ（まるちた
いけんドーム）■問先＝生物園

　 ☎3884-5577
ギャラクシティ

☎5242-8161

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）。

「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7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。

2021年（令和3年）7月10日（第1859号）2 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

■日時＝7月31日㈯までの月〜土曜日（休館日などを除く）、午前10時〜午後5時
■場所＝区役所1階区民ロビー／郷土博物館／鹿浜いきいき館／生涯学習セン
ター（学びピア21内）／江北地域学習センター／竹の塚地域学習センター／東和
地域学習センター／花畑地域学習センター■内容＝区が用意した端末を使用し、
集団接種や予約システムで接種予約できる一部医療機関の新規予約・変更・キャ
ンセルなどを代行／スマートフォンなどの端末操作を補助　※お越しの際は、な
るべく公共交通機関をご利用ください。■持ち物＝区からお送りした接種券■申
込＝不要　※当日直接会場へ。定員に達し次第、終了となる場合があります。

◀通話料金が
　かかりますワクチン接種

❸ 予約サポート窓口（区内8カ所）を
　 ご利用ください

❶ 64歳以下の方の接種券の発送

❶64歳以下の方の接種券の発送
❷様々な方法で接種できます
❸予約サポート窓口をご利用ください

◦�一部施設は利用制限中です。区のイベントなどは、感染症対策を講じておりますが、中止・延期になる場合があります。
◦�イベントなどに参加の際は、マスク着用などにご協力をお願いします。熱のある方などは参加をご遠慮ください。

❷ 様々な方法で接種できます

接
種
券
が
届
く

集団
接種

学校体育館などの区の特設会場で行う接種

集団接種にあたって

　下記1〜3のいずれかの方法で2回分予約。

　区のホームページで公開可能な区内医療機関の予約の空
き状況などを公開中。
　予約方法などは各医療機関にお問い合わせください。

　ホームページやL
ラ イ ン

INEなどで予約可能。集団・個別
接種とはワクチンの種類が異なります。

● 同封されている予診票を必ず事前に記入
●  接種券・予診票・本人確認書類・上履き・下足入

れを持参
●  会場へはなるべく公共交通機関で、予約時間にお

越しください

職域接種については、各職場にお問い合わせください。

1�区のホームページ 3�ワクチン接種予約
サポート窓口（下記❸）

2�足立区コロナワクチン予約・相談ダイヤル
☎03-4335-4558（毎日、午前8時～午後8時）�
※通話料金がかかります

個別
接種

大規模
接種

医療機関などで行う接種

東京大規模接種センターで行う接種

　あだち広報6月25日号でお知らせした接種券発送スケジュールから変更し
て、発送最終日を7月19日に前倒ししました。いずれも世帯ごとではなく、一
人ずつの発送です。
【15～12歳の方の接種について】
●  小学6年生で11歳の方には、原則12歳の誕生日当日に発送します。接種

事業の終了（2月予定）までに満12歳にならない方は対象外です（今後変更
の可能性があります）。

●  小学生は保護者の同伴が必要となります。中学生は原則として保護者の同
伴が必要です。なお、足立区医師会はワクチンの効果や副反応などの説明
のため、保護者の同伴を推奨しています。学校での集団接種は行いません。

● 区立小・中学校には学校から通知をお渡しします。

年齢層 発送日

64〜62歳（昭和32年4月2日〜35年4月1日生まれ） 6/28㈪ 発送済

61・60歳（昭和35年4月2日〜37年4月1日生まれ） 7/1㈭  発送済

59〜46歳（昭和37年4月2日〜51年4月1日生まれ） 7/5㈪  発送済

45〜39歳（昭和51年4月2日〜58年4月1日生まれ）
7/12㈪

15〜12歳（平成18年4月2日〜21年7月12日生まれ）

38〜30歳（昭和58年4月2日〜平成4年4月1日生まれ） 7/15㈭

29〜16歳（平成4年4月2日〜18年4月1日生まれ） 7/19㈪

●  3密（密接・密集・密閉）
回避の実践

● 人混みでのマスク着用
● 手洗い・手指消毒

区内の感染者数は
増加傾向です。
改めて感染症対策の
徹底をお願いします ！



■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、3面左上を参照 3

夏休みを前に、非行防止に対する共通の認識を深め、子どもへの声かけなど青少年の健全育成にご協力をお願いします。区では、各
地域の青少年対策地区委員会を中心に、社会環境の浄化活動などを行っています。■問先＝青少年課 管理調整係　☎3880-5264

7月は青少年の非行・
被害防止全国強調月間

福祉・高齢医療は、
4面に続きます

子育て・教育

親・乳・子医療証の
自己負担金を還付（払い戻し）
■対象＝次のいずれかを所持する
方… 親 医療証（ひとり親家庭等医
療費助成制度）／ 乳 医療証（乳幼
児医療費助成制度）／子医療証（子
ども医療費助成制度）■内容＝医
療証を持たずに、または都外など
医療証を取り扱わない医療機関を
受診して自己負担金が発生した場
合、申請により保険診療の自己負
担金の一部または全部を還付■申
請に必要な物＝領収書の原本（受診
者氏名、保険点数、受診年月日、
医療機関名、領収金額の記載が
あるもの）／本人確認書類／医療
証の保護者名義の預金通帳／子ど

もの健康保険証■申込＝申請書と
申請に必要な物を区 へ郵送・持参　
※申請書は電話での請求のほか区
のホームページからもダウンロー
ド可。申請内容により、そのほか
に書類が必要な場合があります。
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。
■申・問先＝▷親医療証…親子支
援課 親子支援係 ☎3880-5883
▷乳・子医療証…親子支援課 児童
給付係 ☎3880-6492

健康・衛生

飲み水の簡易水質検査・
相談（無料）
■日時＝平日、午前9時〜午後5時
■対象＝区内タンク水管理者・利
用者■検査項目＝残留塩素／鉄分
■申込＝蛇口から数分間水を流し
た後、よく洗った容器に約200㎖
入れて時間を置かずに持参　※飲
み水に関する相談も受け付け■場・
申・問先＝足立保健所 生活衛生課 
生活衛生係� ☎3880-5374

税金・国保・年金

20歳、60歳を迎える方の
国民年金
▪20歳を迎える方へ
　日本年金機構から、国民年金に加
入したことをお知らせします。　※厚

生年金に加入されている方（共済制
度の組合員含む）を除く。保険料の
納付が困難な場合は、学生納付特
例、納付猶

ゆ う

予
よ

などの制度があります。
▪60歳を迎える方へ
　60歳までに老齢基礎年金の受給
資格を満たしていない場合や、納付
済期間が40年に届かず、老齢基礎
年金を満額受給できない場合など
で年金額の増額を希望するときは、
60歳以降でも国民年金に任意加入
できます。年金事務所または（区）国
民年金係にご相談ください。　※区
民事務所では手続き不可

――いずれも――
■問先＝足立年金事務所
 ☎3604-0111

（区）国民年金係� ☎3880-5843

福祉・高齢医療

高齢者体力測定会
（8月分）

■日程等＝表1■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、専門家が正しい身

か ら だ

体の
使い方などをアドバイス■定員＝各
20人（抽選）■申込＝電話■申込期
間＝7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

◯◯◯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）

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。

健康カレンダー（8月・9月分）　専門医・専門家による保健相談などを受けられます

相談名／保健センター
江北

☎3896-4004
FAX 3856-5529

千住
☎3888-4277
FAX 3888-5396

竹の塚
☎3855-5082
FAX 3855-5089

中央本町地域・保健総合
支援課（足立保健所内）

☎3880-5351
FAX 3880-6998

東部
☎3606-4171
FAX 5697-6561

オンライン育児栄養相談
※�乳幼児の発育や発達、食事、歯の
ケアなど（対面相談は休止中◆）

午前 �8/5㈭、9/16㈭
午後 ���8/20㈮、9/10㈮　　　　　　　

午前 �8/4・18、9/1・15
いずれも水曜日

午後 ����8/3㈫・23㈪、　　�
9/7㈫・27㈪

午前 �8/5・26、9/9・30
いずれも木曜日

午前 ��8/4㈬・25㈬、
9/1㈬・21㈫

こんにち歯
は

ひろば★　
※�9カ月～1歳2カ月の子どもと
保護者の歯科健診・相談

午後 ���8/25㈬、
9/8㈬・29㈬

午後 ����8/10㈫・31㈫、
9/21㈫

午前 �8/26㈭
午後 ����8/10㈫、

9/9㈭・14㈫・28㈫

午後 ����8/19㈭・30㈪、
9/6㈪・16㈭

午後 ����8/18㈬・26㈭、����
9/8㈬・16㈭・29㈬

心の健康相談★
※不眠・不安・物忘れ・うつなど 午後 ���8/20㈮、9/30㈭ 午後 ���8/3㈫、�9/6㈪　 午後 ����8/11㈬・26㈭、　　�

9/14㈫・17㈮ 午後 ����8/4㈬、9/1㈬ 午後 ����8/25㈬、9/22㈬

酒害グループミーティング － － － 午後 ����8/26㈭、9/16㈭ －

思春期相談★
※ひきこもり・不登校など － － 午後 ����8/23㈪ － －

HIV抗体検査（匿名） 12月まで中止します。再開時期などは決まり次第、区のホームページなどでお知らせします。

※予約が必要　◆…10月から予約制で再開予定　★…専門医による相談（保健師、栄養士、歯科衛生士による相談も受け付け）

▪区立保育園・認定こども園の常勤職員
職種 勤務内容（例） 勤務条件 雇用開始日 報酬月額（予定） 期限（必着） 申・問先

福祉・Ⅱ類
（保育士）

区立保育園などにおける保育
※必要資格・免許あり

平日・1日7時間45分
（変則勤務あり） 4年4/1 19万5,240円 7/26㈪ 人事課�人事係　　　��☎3880-5831

人材募集コーナー 　対象や募集人数、勤務内容・条件など、くわしくは区のホームペー
ジをご覧ください。区のホームページでは、このほかにも募集情報
をまとめて掲載しています。

表1　高齢者体力測定会（8月分）�日程等
場所 日程 時間

アリオ西新井
（西新井栄町1-20-1） 19㈭ 午前10時30分～11時30分

／11時30分～午後0時30分
佐野地域学習センター 17㈫

午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

鹿浜地域学習センター 24㈫
新田地域学習センター 20㈮

中央本町地域学習センター 31㈫
トヨタモビリティ東京 足立保木間店

（保木間3-1-4） 26㈭ 午後1時～2時
／2時～3時

　子どもたちの夏休み期間中（7
月21日〜8月31日）に実施され
る体験活動と、開かれている居
場所の情報を一覧で掲
載しています。

くわしくはコチラ▶

夏の体験活動・居場所情報
を区のホームページに掲載
■問先＝青少年課 体験活動調
整担当　　　　 ☎3880-5967
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