
日付（8/10～31） 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
測定値（マイクロシーベルト／時）0.07 0.06 0.07 ― 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 ― 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07

□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

「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9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。 通話料金がかかります▲
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·	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。

　９月に予定していた
「あだち自然体験デー」
は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のた
め中止いたします。■
問先＝みどり事業係

　　  ☎3880-5919

3年度あだち
自然体験デー

中止

■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＝11月30日㈫
▪申請書類作成サポート窓口
■期間＝開設中～11月30日の平日、午前8時30
分～午後5時■場所＝（9月10日まで）区役所１階
区民ロビー／（9月13日～11月30日）区役所別館
3階■申込＝不要　※当日直接会場へ

■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11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になった
など

※ 一定の支給条件があります。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。

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期限が11月30日㈫に延長
　延長により新たに支給対象となる可能性のある方へ、順次申請書を送付します。支給を希望される方は期限ま
でに忘れずに申請をお願いします。

■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

コロナ関連最新情報は
足立区L

ラ イ ン

INE公式アカウントで ！
■問先＝デジタル情報・広告係　☎3880-5514

· コロナワクチンの予約枠追加などの緊急情報をすばやく配信
· 毎週金曜日(祝日の場合は翌開庁日)に、「週単位の感染者数のグラフ」「1週間ごとの

人口10万人あたりの新規陽性者数のグラフ」を配信
· そのほかにも、災害に関する情報（避難所開設情報など）やあだち広報発行情報（月

2回）などを配信

　都から新たに約15万回
分のワクチンが追加供給
されることになったため、
接種体制が整った医療機
関から順次個別接種を再
開しています。
　特に9月・10月に集中
的に予約枠を増やす予定
です。くわしくは予約シス
テムや区のホームページ
などでご確認をお願いしま
す。医療機関へのお問い
合わせはお控えください。

「ワクチン接種
予約サポート窓口」
の期間を9月30日まで延長します
■期間（予定）＝開設中～9月30日の
平日、午前10時～午後5時■場所＝
区役所1階区民ロビー■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■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。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。

LINEのほかにも様々
な方法で情報を発信
しています

区内での感染者の発生状況（9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）。

緊急事態宣言発令中

	感染者の総数が1万6,000
人を超えました。依然として
高止まりが続いています

都内の感染者はデルタ株が9割以上を占めて
います。20代・30代の方の感染が依然として
多く、19歳以下の方の感染も急増しています。
これまで以上に感染防止に努めてください。
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ワクチンの追加供給により、
区内医療機関での個別接種を順次再開しています
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［区のワクチン接種回数］

追加分
（約15万回分／
ファイザー社製）

ワクチン供給量が減った時点
の計画（約80万回分）

週ごとの接種回数

カンタン	！「友だち追加」
ボタンを押すだけ	！



■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

■内容＝受給者には世帯ごとに新しい医療証（淡いオレンジ色）を9月中旬に送付　※現在の医療証（淡い緑色）の有効期限は9月
30日。期限切れの医療証は要返却。保険証や家族の状況に変更がある方は要連絡■問先＝児童給付係　　　　☎3880-6492

乳・子医療証は
10月に更新

子育て・教育

4年度	中学校使用教科用図書
（社会・歴史）の採択結果
　8月13日の教育委員会臨時会で、
4年度から中学校で使用する教科用
図書（社会・歴史）として、 日本文教
出版㈱の教科書が採択されました。
■問先＝教育指導係
	 ☎3880-5974

3年度	就学奨励制度
■対象＝次のいずれかに当てはま
る方の保護者…特別支援学級また
は特別支援教室に通学・通級して

いる／特別支援学校の基準に該当
し、通常学級に通学している　※就
学援助受給者は対象外■内容＝世
帯全員の所得に応じて経済的負担
を軽減■申先等＝▷区内在学の方
…通学校（申請書は通学校で配布）　
▷区外通学の方…学務課 助成係　
※3年1月2日以降、区へ転入した
方は3年度住民税課税証明書の原
本の提出が必要。区で定める所得
基準により審査。認定・援助は申
請書の提出月から開始■期限＝9
月30日㈭■問先＝学務課 助成係　　　　　　 

☎3880-5977

不登校の子をもつ
保護者のための交流会
■日時＝10月23日㈯、午前10時
～正午■対象＝不登校の子どもの
保護者■内容＝臨床心理士・鈴

す ず む ら

村
眞

ま り

理氏による講演／交流会 など■
定員＝▷会場…50人程度　▷オン
ライン…50人程度　※いずれも9
月13日から先着順。オンラインは
講演のみ受講可■申込＝電話／区
のホームページから専用フォーム
に入力／氏名（フリガナ）、子ども
の学年、電話番号、参加方法、「交
流会」をファクス■場・申・問先＝
こども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

健康・衛生

第6回	子どもの健康・生活
実態調査	結果の公表

　区では昨年度、区立小学校6年
生全員と中学校2年生の一部を対象
に「子どもの健康・生活実態調査」
を行いました。分析の結果、毎日
朝食を食べている子どもと比べて、
時々食べていない子どもは肥満の
リスクが高まるなど、基本的な生
活習慣と肥満のリスクに関連性があ
ることが分かりました。
　コロナ禍により自宅で過ごす時間
が増えていますが、好ましい生活習
慣を維持していくことが大切です。
調査結果など、くわしくは区のホー
ムページ（「足立区子どもの健康調
査」で検索）をご覧ください。■問先
＝健康づくり係 ☎3880-5433

今日からはじめる口の体操
「あだち☆ちゅうりっぷ
体操教室」
■日程等＝▷竹の塚保健センター
…9月22日㈬　▷中央本町地域・
保健総合支援課（足立保健所内）…
10月26日㈫■時間＝午後1時30分
～2時／2時～2時30分／2時30分
～3時■内容＝口の機能チェック（発
音測定など）／口の体操（あだち☆

ちゅうりっぷ体操体験） など　※各
センター個別で実施■定員＝各12
人（9月13日から先着順）■申込＝
電話／窓口■申・問先＝竹の塚保
健センター ☎3855-5049
中央本町地域・保健総合支援課（足
立保健所内） ☎3880-5354

福祉・高齢医療

講演会「聞こえにくいと思ったら
知っておくと便利な補聴器のあれこれ」
■日時＝10月19日㈫、午後1時30
分～3時30分■対象＝きこえに不安
のある方、家族・関係者■内容＝障
がい福祉センターあしすとの言語聴
覚士による、補聴器についての講演
など　※要約筆記・手話通訳・ヒア
リングループ（難聴用磁気ループ）
あり■定員＝30人（9月13日から先
着順）■申込＝電話／住所、氏名、
電話・ファクス番号、「きこえの講演
会」をファクス・往復ハガキで送付　
※往復ハガキは返信面にも宛名を
記入■場・申・問先＝障がい福祉
センターあしすと 自立生活支援室
〒121-0816梅島3-31-19
☎5681-0132 FAX5681-0137

◯◯◯講座 検索検索

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（10月・11月分）　専門医・専門職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
FAX3856-5529

千住
☎3888-4277
FAX3888-5396

竹の塚
☎3855-5082
FAX3855-5089

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
FAX5697-6561

育児栄養相談◆
※ 乳幼児の身長や体重の計測、発

育や発達、食事、歯のケアなど
午前  10/8㈮、11/12㈮ 午前  10/13㈬、11/17㈬ 午後     10/5㈫、11/9㈫ 午前  10/19㈫、11/30㈫ 午前  10/6㈬、11/10㈬

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
午前  10/28㈭、11/18㈭
午後  10/8㈮、11/12㈮

午前  10/6㈬・20㈬、
11/4㈭・24㈬

午後  10/5㈫・25㈪、
11/9㈫・29㈪

午前  10/14・28、
11/11・25
いずれも木曜日

午前  10/6㈬・27㈬、
11/10㈬・16㈫

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  10/13㈬・27㈬、
11/9㈫・24㈬

午後  10/12㈫・26㈫、
11/16㈫

午前  10/14㈭
午後  10/21㈭・26㈫、

11/11㈭・16㈫

午後  10/4㈪・21㈭、
11/8㈪・18㈭

午後  10/14㈭・27㈬、
11/18㈭・24㈬

心の健康相談★
※不眠・不安・物忘れ・うつなど 午後  10/22㈮、11/25㈭ 午後  10/5㈫、11/8㈪ 午後  10/13㈬・21㈭、

11/9㈫・19㈮ 午後  10/6㈬、11/8㈪ 午後  10/27㈬、11/24㈬

酒害グループミーティング － － － 午後  10/28㈭、11/25㈭ －

思春期相談★
※ひきこもり・不登校など － － 午後  10/25㈪ － －

HIV抗体検査（匿名） 4年3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　◆…定員に達し次第、終了となる場合あり　★…専門医による相談

▪常勤職員
職種 勤務内容（例） 勤務条件 雇用開始日 給与月額（予定） 期限（必着） 申・問先

栄養士
（Ⅰ類）

地域の健康づくり／
食育に関する業務

平日・
1日7時間45分

（変則勤務あり）
4年4/1 22万1,760円 9/27㈪ 人事課 人事係　　　☎3880-5831

人材募集コーナー人材募集コーナー 　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。

福祉・高齢医療は、
4面に続きます




