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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
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振り返る、東京1964大会、
あのころの足立区　7月23日から東京2020オリンピックがついに開幕 ！　今号では前回の東

京でのオリンピックが開催された1964年（昭和39年）ごろの区内の様子を
紹介します。■問先＝広報係　　　　　　　　　　　　　☎3880-5815

現在の場所：千住桜木1付近
　千住火力発電所に設置されていた4本の煙突。見る角
度によって見える煙突の本数が変わるため、「おばけ煙突」
と呼ばれていました。老朽化などを理由に惜しまれながら
も1964年11月末に解体されました。
　跡地には現在、東京電力パワーグリッド㈱の建物が建て
られています。

◀ 取り壊し中の煙突。
1964年8月に取り
壊し作業が開始さ
れ、4カ月ほどで姿
を消した

かつての
名所お
ば
け
煙
突

お
ば
け
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▲ 帝京科学大学（千住桜木2-2-1）にはおば
け煙突を横に切ったものをモチーフに
したモニュメントが設置されている

都内最大級都内最大級
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現在の場所：花畑5付近
　1964年から入居開
始。今年4月には大規
模な団地再生事業によ
り生まれた土地に文教
大学 東京あだちキャン
パス（花畑5-6-1）が開
設されました。

オリンピック関連街路の一つオリンピック関連街路の一つ
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　東京1964大会に向けてインフラ
整備が急速に行われました。環状七
号線は、1960年（昭和35年）に加平
橋、1965年（昭和40年）に新神谷橋、
鹿浜橋、1968年（昭和43年）に西新
井陸橋が開通。区内部分は1969年

（昭和44年）にはほぼ整備されました
（全線開通は1985年〈昭和60年〉）。
※写真は1968年（昭和43年）撮影

モニュメントの円
の上部には実物の
一部が使用されて
いるんじゃ！

▲ 完成当時の花畑団地。建設前は田んぼが広がっていた

対象 区内在住・在勤・在学の方 申込 区のホームページから
専用フォームに入力／2人の住所・区外在住の方は勤務先また
は通学先と所在地・氏名（フリガナ）・生年月日・電話番号、今
後あだち広報で取り上げてほしい特集テーマ・意
見・要望などを 区 へハガキで送付　※別でペアを
組んでの申し込み不可。1組1回のみ申し込み可。
当選者にのみ通知を送付 期限 8月10日㈫必着 
申・問先 報道広報課 広報係　 　  ☎3880-5815

あだち広報の感想を書いて応募！

卓球
5組

▲申し込み
はコチラ

※�東京2020オリンピック
と同様に無観客になった
場合、プレゼント企画は
中止となります。その場
合、応募に関わる費用一
切の返金には応じられま
せんので、ご了承ください。
※�車いす席のご用意はござ
いません。
※�2人の席が隣り合わない
場合があります。
※�そのほかの注意事項など
は区のホームページをご
覧ください。

車いすバスケットボール
40組

観戦チケットを
抽選でプレゼント！

東京2020パラリンピック
5人制サッカー
14組

車いすテニス
5組

ペア100組200人

陸上競技
36組

東京2020オリンピック東京2020オリンピック出場決定出場決定

山山
や ま し た

下下杏杏
あ や か

也加也加選手を選手を

応援しよう 応援しよう ！！

青井小学校・青井中学校出身女子サッカー（ゴールキーパー）

ワシが
案内しよう ！

1995年生まれ
I
アイナック

NAC神戸レオネッサ所属
F
フィファ

IFA女子ワールドカップ 
フランス2019出場

足立区
出身

環状七号線の整備などに
合わせ、区画整理事業な
どが数多く実施され、今
日の街並みに大きな影響
を与えているんじゃ！



■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

8月上旬に現況届提出案内などを送付します。期限までに提出がない場合、児童扶養手当は11月分（1月支給）から、特別
児童扶養手当は8月分（11月支給）からの支給が停止になる場合があります。■提出・問先＝親子支援係  　☎3880-5883

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届の提出期限は8月31日㈫

「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16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。

【おわび】予約システムに
新規予約枠がない場合があります
　国から供給されるワクチン量が想定していたよりも減ったため、区民の皆様の
接種希望量に応じた十分な予約枠を予約システムに追加できない状況です。今後
示されるワクチン供給量を見ながら、随時、追加の予約枠を設定します。その都
度、区のホームページ、Ａ-メール、区公式LINE・SNSなどでお知らせします。ま
た、足立区コロナワクチン予約・相談ダイヤルでもご相談いただけます。

区有施設8カ所で開設している
「ワクチン接種予約サポート窓口」は、
8月1日以降、区役所1階区民ロビーのみで開設
■期間（予定）＝8月1日～31日の平日、午前10時
～午後5時■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■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。左記のとおり新規予約枠がない
場合があります。あらかじめご了承ください。

医療機関で小児優先接種を実施 7月下旬ごろ（予定）
　区内医療機関で12～15歳の方のワクチン接種（ファイザー社製）を行います。
優先接種希望者用のワクチンを確保し、実施可能な医療機関に配分します。
■対象＝12～15歳（接種日時点で12歳以上）の方
■申先＝各区内医療機関　※くわしくは区のホームページをご覧ください。
●15歳以下の方は、原則医療機関での接種です。
●小学生：保護者の同伴が必要です。
● 中学生：原則、保護者の同伴が必要です。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、保護者同伴を推奨しています。ただし、接種医療機
関が認める場合に限り、予診票に保護者が自ら署名することで、保護者の同伴
がなくても接種可能です。その際は、必ず予診票の電話番号欄に保護者の緊
急連絡先を記載してください。

※ 通話料金がかかります。予約・相談ダイヤルが大変
混み合い、つながりにくくなっています。大変申し訳
ございませんが、しばらくしておかけ直しいただくか、
区のホームページをご覧ください。ワクチン接種

区内での感染者の発生状況（7月16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

東京2020オリンピックが7月23日〜
8月8日に開催されます。テレビやイ
ンターネットで観戦するなど、人流抑
制・3密回避にご協力をお願いします。

緊急事態宣言発令中（8月22日まで）
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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）。
◦ 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。

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
以外）の申請受け付けを8月2日に開始

■対象＝住民税非課税世帯で、3年3月31日時点18
歳未満の児童（障がいのある場合は20歳未満）の保護
者　※ひとり親世帯分の受給者を除く。新型コロナ
ウイルスの影響で所得が低下した家庭も受給できる
場合あり■内容＝児童1人につき一律5万円　※児童
手当・特別児童扶養手当を受給している住民税非課
税世帯には申請不要で7月30日に支給。児童手当・
特別児童扶養手当を受給していない住民税非課税世
帯には案内を送付。くわしくは区のホームページをご
覧ください。■問先＝児童給付係　　☎3880-6492

初回約4,400人に発送  新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金の支給対象となる可能性のある方へ、順次申請書を送付

■対象等＝次のいずれかに当てはまる世帯の主な生計維持者…社会福祉協議会が実施す
る総合支援資金（特例貸付）の再貸し付けが終了した、または8月までに終了する／総合支
援資金（特例貸付）の再貸し付けが不承認となった など　※一定の支給条件あり。くわし
くは送付書類をご覧になるか、お問い合わせください。■支給月額＝▷単身世帯…6万円　
▷2人世帯…8万円　▷3人以上の世帯…10万円■支給期間＝3カ月■期限＝8月31日㈫
▪申請書類作成サポート窓口の開設
■期間＝開設中～8月31日■時間＝平日、午前8時30分～午後5時■場所＝区役所1階
区民ロビー■申込＝不要　※当日直接会場へ

──いずれも──
■問先＝自立支援金ダイヤル（平日、午前8時30分～午後5時）　　 ☎0120-100-805

 海外渡航予定者向け 
7月26日から
ワクチンパスポートの
郵送受け付けを開始
■対象＝区内在住で海外へ渡航予定の方　※区
外で接種した場合は接種日時点で住民票があった
地域の自治体にお問い合わせください。■内容＝
ワクチン予防接種証明書を紙で発行　※発行には
1週間程度かかります。■申込＝申請書、旅券の
写し、接種記録書または接種券の写し、返信用封
筒、84円切手を区 へ郵送　※申請書は区のホー
ムページからダウンロード。くわしく区のホーム
ページをご覧ください。

A-メール・LINEの
登録、SNSのフォ
ローはコチラから

▶

区公式 LINE区公式 LINE
災害に関する情報や緊急情
報、あだち広報発行情報（月
2回）などをお送りします。

要事前
登録 区公式区公式

Twitter・Twitter・
FacebookFacebook

事前に
フォローA-メールA-メール

気象・地震情報、防犯・防
火情報など、15ジャンルの
中から希望する情報をお送
りします。

要事前
登録


