
4 高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らせるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援のサービスを一体的に提供する地域包括ケア関連事業です。

アイコン
説明

糖尿病予防を進める
「あだち ベジタベライフ」関連事業です。

■内容＝特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置）の5月～7月分を、届出先の口座へ振り込み
※2カ月を超えて入院または施設入所した場合は要連絡■問先＝障がい給付係　　　　　　　  ☎3880-5472

7月30日ごろに特別障害者手当
（国制度）などを振り込み

子育て・教育

新規
事業

こども支援センター
げんき オンライン相談
を7月26日㈪から開始

■日時＝月～土曜日、午前9時～
午後5時■対象＝こども支援セン
ターげんきで相談をされている方　
※新規相談者も利用可■内容＝不
登校、学習の遅れ、性格・行動、
発達などの相談を、W

ウ ェ ブ

eb会議サー
ビスを利用しオンラインで実施■
申込＝電話／窓口／住所、氏名、
電話番号、「オンライン相談」をファ
クス■申・問先＝▷不登校、学習
の遅れ、性格・行動など…こども

ジフテリア・破傷風の
二種混合予防接種は
お済みですか

■接種場所等＝23区指定医療機関　
※予診票を紛失した場合は母子健
康手帳を持参のうえ、保健予防課
または保健センターなどで申請。
郵送希望の場合は郵送申請書、母
子健康手帳の写し、84円切手を区

へ郵送。郵送申請書は区のホーム
ページからダウンロード■対象＝二
種混合の予防接種を受けていない
11・12歳の方■申・問先＝保健予
防課 保健予防係　 ☎3880-5892

中学校卒業程度 認定試験
■日程＝10月21日㈭■場所＝（都）
教職員研修センター（文京区本郷
1-3-3）■内容＝文部科学省が行う
中学校卒業程度の学力認定試験　
※合格者は高等学校の入学資格を
取得■申込＝願書を郵送　※対象

支援センターげんき 教育相談課 
西新井教育相談係
☎3852-2872 FAX3852-2864
▷発達など…こども支援センター
げんき 支援管理課 発達支援係
☎5681-0134 FAX3852-2864

イライラしない子育て講座
（入門編）
■日時＝9月4日㈯、午前10時～
正午■対象＝区内在住で3歳～小
学生の保護者　※子ども同伴での
受講不可■内容＝より良い親子関
係を築くための、しつけの具体的
なポイントを学ぶ■定員＝16人程
度（抽選）　※保育あり（要予約、1
歳～就学前の子ども、8人程度）■
申込＝電話／区のホームページか
ら専用フォームに入力■期限＝8月
18日㈬■場・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

教育委員会臨時会で
中学校の社会（歴史的分野）の
教科書採択を実施

■日時＝8月13日㈮、午後3時開始
■場所＝こども支援センターげんき
■内容＝4年度から中学校で使用す
る社会（歴史的分野）の教科書採択
の傍聴■定員＝60人（抽選）■申込
＝不要　※当日午後2時15分～2
時45分に会場で受け付け■問先＝
教育政策担当 ☎3880-5962

など、くわしくは受験案内を参照。
願書・受験案内は（都）義務教育課

（新宿区西新宿2-8-1）で配布■期
限＝9月3日㈮消印有効■申先＝文
部科学省 生涯学習推進課 認定試
験第一係・第二係　〒100-8959千
代田区霞が関3-2-2■問先＝（都）義
務教育課 ☎5320-6752

（区）就学係 ☎3880-5969

幼児食への
ステップアップ相談会

■日時＝8月27日㈮、午前9時30
分～正午　※1人30分程度■対象
＝開催日現在、区内在住で11カ月
以上の子どもの保護者　※子ども
同伴可■内容＝1歳ごろの幼児食
へのすすめ方■申込＝電話／氏名、
子どもの氏名・生年月日、電話・
ファクス番号、「幼児食相談会」を
ファクス■場・申・問先＝東部保健
センター
☎3606-4171 FAX5697-6561

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）

保育料の減額制度
認可保育所／区立・私立認定こども園（長時間利用）

／小規模保育／家庭的保育
■減額理由等＝表1■減額金額＝減額理由や児童の年齢によって異
なる。2つ以上の減額理由に当てはまる場合は、最も減額されるも
のを適用　※表1⑧⑩を除く■申込＝申請書と必要書類を区 へ郵送・
持参■申請書配布場所＝子ども施設入園課／認可保育所／区立・私
立認定こども園／小規模保育施設／家庭的保育施設　※区のホーム
ページからもダウンロード可（表1⑩の申請書は私立認定こども園、
小規模保育施設、家庭的保育施設では配布していませ
ん）。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＝子ども施設入園課 入園
第一係～入園第三係　　　　　　　　　☎3880-5263
表1　保育料の減額理由等

減額理由 申請に必要な添付書類
① 生活保護を受けるようになった なし
②  出生などにより、扶養家族（働けない

世帯員）が増えた
健康保険証の写し（出生による場
合、出生届を提出していれば不要）

③  前年度または今年度の特別区民税の徴
収を猶

ゆ う よ

予、または納期を延期された
徴収猶予・換価猶予の決定通知書
（写し可）

④  主たる稼働者（保育料算定の基準年の
最多税額者）が失業した

離職証明または雇用保険受給証明
書と退職金源泉徴収票（写し可）

⑤  世帯の直近3カ月の平均収入額（賞与
を除く）が保育料算定の基準年の平均
収入額（賞与を除く）よりも1割以上低
額である

直近3カ月分の世帯給与明細／保
育料算定の基準年の収入が分かる
もの（源泉徴収票など）／賞与明細　
※いずれも写し可

⑥  同一世帯の児童を、月極
ぎ

め有償で認
証保育所などに預けている

受託（通所）証明書（原本）

⑦  同一世帯に、身体障害者手帳（1・2級）・
愛の手帳（1〜3度）・精神障害者保健
福祉手帳（1・2級）を所持する方がいる

手帳の写し

⑧  同一世帯の年長の児童（就学前）が、
幼稚園・特別支援学校幼稚部・障が
い児施設に通所している★1

受託（通所）証明書（原本）

⑨  そのほか（高額な医療費がかかった／
災害・盗難にあった など）

医療費の領収書など。くわしくは
お問い合わせください。

⑩ 婚姻歴のないひとり親世帯★2
児童扶養手当証書（有効期限内の
もの）の写しなど。くわしくはお問
い合わせください。

※�保育料減額は、申請を受理した月の翌月から適用（①⑧を除く。月の初日に
申請を受理した場合は当月から適用）。区民税所得割課税額が一定未満の多
子・ひとり親・障がい者世帯は、保育料が軽減される場合あり（障がい軽減と
⑦、多子軽減と⑧の併用不可）
★1…�元年10月1日以降に保育施設へ入所された方、⑧の発生が元年10月1日

以降の方は対象外
★2… 3年9月分の保育料から適用外

休日接骨院当番所（8月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。

日程 当番所名（所在地） 電話番号

1㈰
大高接骨院（一ツ家3-27-13�新宅コーポ104） 3884-9856

曽我整骨院（竹の塚2-10-7） 3883-3285

8㈷
赤川接骨院（千住東1-14-6） 3881-6809

星接骨院（栗原3-2-11） 3886-3328

9㉁
あおば整骨院（西新井栄町1-14-3�ARAIビル1階） 5888-6167

野村整骨院（南花畑3-33-24） 3884-2461

15㈰
くまひげ整骨院（竹の塚1-32-1-102） 3860-6376

和田整骨院（日ノ出町12-3） 3879-3206

22㈰
片山接骨院（江北6-21-15） 3896-1308

土居接骨院（綾瀬3-11-19） 3628-6639

29㈰
加藤接骨院（西新井4-37-13） 3857-9277

加藤接骨院（花畑6-23-8） 3883-8525
■時間＝午前9時～午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…（区）衛生管理係� ☎3880-5891

献血（8月分）
　体調などの条件により、献血できない場合があります。

日程 場所 時間

16㈪〜19㈭ 区役所 午前9時30分～11時30分／
午後1時～4時

28㈯ ベルクス江北店
（江北5-16-24）

午前10時～11時30分／
午後1時～4時

※運転免許証や健康保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝�▷献血の条件…東京都赤十字血液センター� ☎5272-3523�

▷実施場所など…（区）衛生管理係� ☎3880-5891

▲申請書は
　コチラ



■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 5

■内容＝区内に住民登録がある18歳以上の方から無作為に選んだ3,000人に、区が委託した調査会社から調査票を送付
■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

区政に関する
世論調査にご協力を

健康・衛生

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表2■受付時間＝▷午前
…9時～11時　▷午後…1時～3時　
※30分単位で予約可■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4
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■申先＝ク
レモナ会 ティーエムクリニック（区
委託事業者）（平日、午前9時30分
～正午／午後1時～5時）　
 ☎0120-973-493
■問先＝（区）健診事業係　
 ☎3880-5121

飲食店の喫煙状況の店頭表示
が義務付けられています

　都条例の制定により店内の喫煙
状況（禁煙・喫煙可）を店頭表示す

る義務があります。すでに区内飲食
店の約8割が表示済みです（2年度
訪問調査結果）。義務違反の場合、
罰則が科されることがあります。ま
だ店頭表示をしていない飲食店は
ステッカーの貼り付けをお願いしま
す。　※ステッカーは区のホーム
ページからダウンロード可。7月下
旬以降、新規飲食店へ表示確認の
訪問を実施■問先＝足立保健所 生
活衛生課 受動喫煙防止担当　　　　　　　 
 ☎3880-5384

福祉・高齢医療

同じ障がいのある
仲間とお話ししませんか

「ピアサポート」
■対象＝聴覚・視覚・高次脳機能
障がい、肢体不自由の方■内容＝
同じ障がいのある方へ日常生活の
工夫などの相談／福祉サービスな
どの情報提供　※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＝障がい福祉センター
あしすと 自立生活支援室
☎5681-0132 FAX5681-0137

高額介護サービス費の
世帯自己負担上限額の変更

■内容＝8月利用分から「現役並み
所得相当（年収約383万円以上）」の
区分を細分化し、年収約770万～
1,160万円は9万3,000円、約1,160
万円以上は14万100円に引き上げ
■問先＝保険給付係　
 ☎3880-5743

在宅の心身障がい者（児）
などへの支援

▪日常生活用具の給付
■対象＝身体障がいまたは知的障
がいなどがある方■内容＝電気式
たん吸引器／入浴補助用具／特殊
便器／頭部保護帽／移動・移乗支
援用具／屋内信号装置／ストーマ
装具 など
▪住宅設備改善費の給付
■対象＝身体障がいなどがある方
■内容＝居室などの手すり取り付
け／段差解消／屋内移動設備の設
置 など
▪ホームヘルパーの派遣
■対象＝身体障がいまたは知的障
がいなどがあり、日常生活を営む
のに支障がある方■内容＝身体介護

（入浴・排せつ・食事など）／家事
援助（調理・洗濯・掃除など） など

──いずれも──
※品目・給付の種目によって、年
齢制限や障がい部位、等級の指
定あり。難病の方も該当する場合
あり。介護保険法による給付を受
けられる方は、介護保険が優先■
自己負担額＝世帯の課税状況に応
じて負担あり（低所得世帯は負担
なし）　※申し込み方法や要件な
ど、くわしくはお問い合わせくだ
さい。■問先＝表4
表4　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
FAX3856-7229

千住 ☎3888-3146
FAX3888-5344

中部第一 ☎3880-5881
FAX3880-5754

中部第二 ☎3880-5882
FAX3880-5754

東部 ☎3605-7520
FAX5697-6560

北部 ☎5831-5799
FAX3860-5077

表2　40歳前の健康づくり健診 日程等
場所 健診

（1時間程度）
結果説明

（1時間程度）
定員

（7月26日から先着順） 期限

竹の塚
保健センター

9/13㈪ 11/1㈪ 各40人 8/6㈮
9/29㈬ 11/17㈬ 各40人 8/20㈮

小規模事業者 経営改善補助金（通常枠）
申・問先  産業振興課 ものづくり振興係　　　　  ☎3880-5869
　4月1日から申請を開始した小規模事業者経営改善補助金（新型コ
ロナウイルス感染症対応特別枠）とは異なります（併用可）。
新型コロナウイルス感染症対応特別枠については、区の
ホームページをご覧ください。

対
象

生産力・販売力・集客力の向上など、経営改善に取り組む小規模
事業者（おおむね常時使用する従業員数が20人〈商業またはサービ
ス業については5人〉以下の事業者）で、区内で継続して3年以上事
業を営む個人事業主または法人　※2年度に補助を受けている場合
は対象外。操業環境改善費補助は製造業・機械修理業などが対象

内
容

◦区専門相談員による経営改善計画書（申請書）作成相談
◦経営改善計画実施に伴う経費の補助（表3）
◦計画実行後の訪問相談

申
請

「経営改善計画書（申請書）の作成相談」（必須）を受けた後、申請
書類を提出　※募集案内・申請書は7月27日㈫以降に区のホー
ムページからダウンロード。書類の提出方法など、くわしくは募
集案内または区のホームページを参照 申請期間 8月30日～4年
1月14日　※予算額に達し次第終了

▪区専門相談員による経営改善計画書（申請書）の作成相談（予約制）
申込 電話 申込期間 7月27日～11月30日

■申・問先＝▷身体・知的障がい者…障がい福祉課 障がい給付係
☎3880-5472　 FAX3880-5754

▷ 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）　　　　　　　　　  ☎3880-5358　 FAX3880-6998

■対象＝次のすべてに当てはまる方…64歳以下で区内に住民登録
がある（65歳以上でも、都外在住だったまたは生活保護を受給して
いた方などは対象になる場合あり）／身体障害者手帳1・2級（内部障
がいの方は3級まで）、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳
1級のいずれかを所持／健康保険に加入中／所得が基準額★1を超え
ない（20歳未満の方は国民健康保険の世帯主または社会保険の被保
険者の所得が対象）／医療費が公費負担の施設に入所していない／
生活保護を受給していない　★1…360万4,000円。扶養者1人ご
とに38万円加算（8月31日までは平成31年中の所得、9月1日以降
は令和2年中の所得が対象）■内容＝医療費の自己負担分の一部ま
たは全部を助成（表5）　※差額ベッド代・おむつ代・文書料など、医
療保険適用外のものは対象外■申込＝次のすべてを持参…身体障害
者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか／健康保
険証／住民税課税証明書（区に転入した方のみ。対象年度など、く
わしくはお問い合わせください。）

▪受給者証は9月1日に切り替え
■対象＝心身障害者医療費助成（上記）を受けていて、9月1日以降も
要件に当てはまる方■内容＝8月下旬に新しい受給者証を送付　※所
得基準額を超えたまたは後期高齢者医療被保険者で住民税が課税さ
れた方には消滅通知を送付

表5　心身障害者 医療費助成 自己負担額等
対象 医療費の種類 自己負担割合 負担上限額★2

住民税
課税者

外来
（調剤・訪問看護・接骨院施術含む） 1割

月額1万8,000円
（年額14万4,000円）

入院 月額5万7,600円★3

※�住民税非課税者は負担なし。入院時の食費は自己負担
★2…�同一の医療機関で1カ月の負担額が表中の金額に達した場合、その医療

機関におけるその月の窓口負担はなし
★3…�過去12カ月以内に3回限度額を超えた場合、多数回該当となり4回目以

降の上限額は4万4,400円

心身障害者 医療費助成制度 障   （マル障）

表3　経営改善計画実施に伴う経費の補助内容等（各コースの併用不可）
補助コース 対象経費 内容
機械設備等

購入費
機械設備等購入費／設
置工事費／修理費�など

対象経費の2分の1（上限60万円）
※�4/1～4年2/28に契約・支払い・納
品が完了した経費が対象。合計50件
程度店舗改修費 設計工事費／店舗デザ

イン相談費�など
操業環境
改善費

製造業や機械修理業な
どの防音・防臭・防振
に伴う工場改修費�など

対象経費の2分の1（上限250万円）
※�認定後の契約で発生する経費が対
象。2件程度

福祉・高齢医療は、
6面に続きます


