
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。

21日㈫、午前6時30分から再開■問先＝住民記録係
☎3880-5724

システムメンテナンスのため、9月17日㈮、午後8時～20日㈷、終日はコンビニでの
各種証明書発行サービスが停止　※19日㈰・20日㈷は戸籍の謄本・抄本・附票のみ停止

表2　はつらつ教室（10月～12月分）	日時等
場・申・問先 日時 申込

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興
☎3857-6537

10月～12月の第1・3木曜日、
午前10時～11時30分

電話／
窓口

梅田
☎3880-5322 　

10/11・25、11/8・22、12/13、
いずれも月曜日、午前10時～11時30分　

興本
☎3889-0370

10/6・20、11/10・24、12/1・15、
いずれも水曜日、午前10時～11時30分

佐野
☎3628-3273

10月～12月の第2・4水曜日、
午前10時～11時30分　

鹿浜
☎ 3857-6551

10/14 ・ 21、11/11 ・ 25、12/9 ・ 23、
いずれも木曜日、午前10時～11時30分

新田
☎3912-3931

10/12・26、11/9・30、12/14・21、
いずれも火曜日、午後1時30分～3時

竹の塚
☎3850-3107

10/15㈮、11/19㈮、12/20㈪、
午後1時30分～3時　

中央本町
☎3852-1431 　

10月～12月の第1・3水曜日、
午後1時30分～3時　

東和
☎3628-6201

10月～12月の第4木曜日、
午前10時～11時30分　

舎人
☎3857-0008

10月～12月の第2・4水曜日、
午前10時～11時30分　

花畑
☎3850-2618

10/5・19、11/16、12/7・21、
いずれも火曜日、午後1時～2時30分　

保塚
☎3858-1502

10月～12月の第2・4木曜日、
午後1時30分～3時　

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730
10月～12月の第1・3木曜日、
午後1時30分～3時　

総合スポーツセンター
☎3859-8211

10/6・13・20・27、11/10・17・24、
12/1・8・15・22、
いずれも水曜日、午後1時30分～3時

■場所＝勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）
■申・問先＝和田整骨院

☎3879-3206

10月～12月の第2火曜日、
午後1時15分～2時45分　

電話
（平日のみ）

ティップネス綾瀬
（綾瀬3-14-16）

☎0120-937-381
10月～12月の第2・4木曜日、
午後2時30分～4時　

福祉・高齢医療

認知症サポーター
フォローアップ講座（2日制）

■日時＝10月13日㈬・27日㈬、午
前10時～午後0時15分■場所＝ギャ
ラクシティ■対象＝認知症サポー
ター養成講座を受講したことがある
方　※過去にフォローアップ講座を
受講した方を除く■内容＝認知症へ
の理解を深める■定員＝50人（9月
13日から先着順）■申込＝電話■期
限＝10月6日㈬■申・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

3年度	年金生活者支援給付金
の新規支給対象者に請求書を
送付
■対象＝老齢基礎年金・障害基礎
年金・遺族基礎年金のいずれかを
受給し、支給要件（表1）のすべてに

当てはまる方■内容＝年金を含めて
も所得が一定基準以下の方への生
活支援のため、消費税率引き上げ
分を活用して給付金を支給■支給額
（月額）＝表1　※原則偶数月の15
日（年金と同日）に振り込み。請求
手続きが遅れると、遅延分の受給
ができない場合あり■請求方法＝
日本年金機構より9月ごろから順次
送付される請求書を返送　※これ
から年金を請求する方は、年金の
請求書と一緒に提出。表1に当て
はまる方で請求書が届かなかった
場合は、給付金専用ダイヤルにお
問い合わせください。■期限＝4年
1月4日㈫必着■問先＝給付金専用
ダイヤル ☎0570-05-4092

（IP電話・PHSの方）
☎03-5539-2216

足立年金事務所 ☎3604-0111
（区）国民年金係
☎3880-5849 FAX3880-5981

介護予防「はつらつ教室」
（10月～12月分）

■日時等＝表2■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＝筋
力向上トレーニング／栄養士によ
る栄養学講座／歯科衛生士による
口
こ う く う

腔ケア講座 など　※日程により
実施内容は異なる■持ち物＝緊急

連絡先が分かるもの／運動しやす
い服装／室内用運動靴／タオル／
飲み物■定員＝各20人程度（初参
加者は前月の15日、参加経験者は
前月の26日から先着順）

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

表1　3年度	年金生活者支援給付金	支給要件等

種類 支給要件（すべてを満たす方）★1 支給額（月額）

老齢（補足的老齢）
年金生活者
支援給付金

65歳以上で老齢基礎年金を受
給／前年の年金収入額★2とそ
のほかの所得額の合計が88万
1,200円以下★3／世帯全員の
区民税が非課税

下記2つの額を合計して算出
▷ 保険料納付済期間に基づ

く額…5,030円×保険料納
付済期間÷480

▷ 保険料免除期間に基づく
額 …1万845円（4分 の1免
除期間は5,422円）×保険
料免除期間÷480

障害年金生活者
支援給付金 障害基礎年金または遺族基礎

年金を受給／前年の所得額★2

が472万1,000円以下（扶養人
数によって異なる）

▷障害等級1級…6,288円
▷障害等級2級…5,030円

遺族年金生活者
支援給付金

5,030円（2人以上の子が受給
している場合の1人あたりの
支給額は、人数で割った額）

★1…日本国内に住所がない、年金が全額支給停止の場合などは支給不可
★2…障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まない
★3… 78万1,201円～88万1,200円の方は、保険料納付済期間に基づく額に一定

割合を乗じた額を支給

　区では「むし歯のある子どもが多い」「未治療のままの子どもが多い」な
どの健診結果から、平成27年度より区の独自事業として「あだちっ子歯
科健診」を開始しました。区内在住の4～6歳のすべての子どもが無料
で受けられる健診です。くわしくは区のホームページをご覧ください。
■問先＝子ども施策推進担当　　　　　　　　　　　  ☎3880-5266

通園していなくても受けられる
区独自の
無料健診

▪	区内保育施設や幼稚園に通園していない
　子どもの保護者へ、9月中旬ごろに案内を送付
■対象＝次のすべてに当てはまる子ども…区内
在住／平成27年4月2日～30年4月1日生まれ／
区内保育施設（認可保育所、認定こども園、認
証保育所）・幼稚園に通っていない■場所＝区内
の指定歯科医療機関（要予約）■健診期間＝9月
15日～11月30日

9月中旬ごろにピンク色の封筒が届きます▲

あだちっ子歯科健診
▪乳幼児期から守っていこう！　
　輝く歯と笑顔
　乳歯のむし歯を放置すると、将来生
えてくる永久歯の歯並びなどにも悪影
響を及ぼします。この健診を受けて、
むし歯を予防しましょう ！
▪	あだちっ子のむし歯は減少し、　
成果が出ています！

　あだちっ子歯科健診開始から7
年目となり、家庭や各教育・保育
施設での取り組みにより、むし歯
のある子どもは大幅に減少してい
ます。 ※あだちっ子歯科健診結果より

4歳（年少児）

乳歯にむし歯のある子どもの割合（処置歯も含む）
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 平成27年度
 令和2年度

区内保育施設や幼稚園に通園している
子どもは4月～7月に通園先で実施済み！



■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 5

■閲覧場所＝協働・協創推進課／NPO活動支援センター／区政資料室／区立図
書館　※区のホームページでも閲覧可■問先＝区民協働推進係　☎3880-5020

2年度NPO活動支援
事業報告書の発行

郷土博物館の
臨時休館

■期間＝9月25日㈯～30日㈭■問
先＝郷土博物館　  ☎3620-9393

障がい福祉センターあしすと	
社会リハビリテーション室の
利用者募集
■対象＝18～64歳で障がい福祉
センターの通所訓練を利用したこ
とがない、次のいずれかに当ては
まる方…脳血管障がいや事故など
で身体障害者手帳を取得または取
得見込み／高次脳機能障がい診断
書などを取得または取得見込み■
内容＝理学・作業・言語療法など
のリハビリを主に集団で行い、利
用者の生活力の維持・向上をめざ
す　※障害者総合支援法に定めら
れた自己負担あり■利用日数＝週
1・2日■利用期間＝12カ月または
18カ月■申込＝電話／住所、氏名、
電話番号、「社会リハビリテーショ
ン室利用」をファクス■場・申・問
先＝障がい福祉センターあしすと
社会リハビリテーション室
☎5681-0131 FAX5681-0138

高齢者体力測定会
（10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＝9月13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(10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）

21㈭ 午前10時30分～11時30分
／11時30分～午後0時30分

エル・
ソフィア 19㈫ 午後1時30分～2時30分

／2時45分～3時45分
江北

地域学習
センター

22㈮
午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分佐野

地域学習
センター

13㈬

生涯学習
センター

（学びピア21内）
27㈬ 午後1時30分～2時30分

／2時45分～3時45分

トヨタ
モビリティ東京
足立保木間店

（保木間3-1-4）
28㈭ 午後1時～2時

／2時～3時

仕事・産業

オンライン経営改革セミナー
「いい人材が集まる
3つの戦略」（Z

ズ ー ム

oom開催）
■日時＝10月14日㈭、午後1時30
分～3時30分■対象＝区内在住・
在勤の方／区内中小企業の事業
主・人事担当者など■内容＝ワーク・
ライフ・バランスなどの取り組みで
業績を上げ、良い人材を確保する
ことに成功した中小企業の事例を
紹介／多くの企業が取り組んでいる

「S
エスディージーズ

DGs （持続可能な開発目標）」の
解説■定員＝20人（9月13日から
先着順）■申込＝電話／区のホーム

ページから専用フォームに入力／
住所、氏名（フリガナ）、年代、電話・
ファクス番号、Eメールアドレス、「経
営改革セミナー」をファクス■申・
問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

あだち若者サポート
ステーション
W
ウ ェ ブ

ebセミナー
■日時＝10月6日㈬、午後2時30
分～3時30分■対象＝就労を考え
ている15～49歳の方■内容＝応
募に必要な履歴書の「たたき台」を
作る／あだちサポステの事業案内
と利用説明■定員＝4人（9月11日
から先着順）■申込＝電話■申・問

先＝あだち若者サポートステーショ
ン（火～土曜日、午前10時～午後
6時） ☎6806-1401
■問先＝（区）就労・雇用支援係

☎3880-5469

区内事業者向け
「協力企業探しのお手伝い」
■対象＝区内中小企業の経営者
■内容＝資格を持った相談員（マッ
チングクリエイター）が企業を訪問
し、受発注に関するマッチングの
手伝い・経営相談　※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。■問先＝相談・融資係

☎3880-5486

　様々な生きものが暮らす公園を作るために、桑袋ビオトープ公園でボランティ
アとして活動している「野あそびボランティア」と「ビオレンジャー」。今回は「 11 住
み続けられるまちづくりを」「 15 陸の豊かさも守ろう」に関連
して紹介します。公園の自然を守るため、ぜひ一緒に活動
しましょう ！

■問先＝報道広報課	広報係 ☎3880-5815
桑袋ビオトープ公園　　 ☎3884-1021

野あそびボランティア／ビオレンジャー

より良い世界を
めざして V

ボ リ ュ ー ム

ol.5
SDGs	「S

サ ス テ ナ ブ ル

ustainable D
デ ベ ロ ッ プ メ ン ト

evelopment G
ゴ ー ル ズ

oals	（持続可能な開発目標）」は、2030年の
世界をより良いものにするために、国連加盟国193カ国が掲げている取り組みです。

エスディージーズ

高校生以上の方はコチラ
野あそびボランティア

　日曜日、祝日に実施している「自然のあそ
び屋台」でミニプログラムを実施するボラン
ティア。小さい子どもから大人まで、自然や
生きものを楽しんで学んでもらうために、企
画を考え、準備をしています。育成講座があ
るので、初心者でも安心してボランティアに
なれます ！

中学生以下の方はコチラ
ビオレンジャー

　公園の生きもの調査や解説員のお手伝い
をしながら、自然を守る子どもたち「ビオレン
ジャー」。グリーン・シルバー・ゴールド・プ
ラチナに分かれていて、活動ごとにもらえる
スタンプがたまると、レベルアップテストに挑
戦できます。プラチナレンジャーになると、
自分でオリジナルの自然体験プログラムを
作って活動できます ！

シルバーレンジャー
佐
さ

藤
とう

さん
ボランティア歴4年

村
むらやま

山さん

 7月に実施した▶
「バッタさがし」
では、参加した子
どもたちにバッ
タの特徴などを
分かりやすく解
説

◀ 現在、小学生の佐藤
さんは幼稚園のころ
からビオレンジャー。
ザリガニつりもお手
のもの！

子どもたちの
笑顔を見ること
が一番の喜び
です！

生きもの大好き！
ゴールドレンジャーを
めざして勉強中です！

くわしくはコチラ▲くわしくはコチラ▲

9月10日から
	募集開始！

公園に来れば
すぐになれる！

9月24日～30日は結核予防週間 早期発見が
治療のカギ ！

昨年は区内で65人が結核を発病！
■問先＝足立保健所 感染症対策課 事業調整係　☎3880-5372

　結核は現在でも国内最大の慢性感染症です。昨年は区内で新た
に65人が結核と診断されました。結核は早期発見で治すことがで
きますが、受診が遅れると重症化して周囲の人にうつすこともあ
ります。右記のような症状が2週間以
上続くときは必ず受診してください。　
※受診の際はマスク着用
▪高齢者は特に注意！　気づかないうちに発病も
高齢者はせき・たんなどの症状が分かりにくいため、受診が遅

れ、重症化する傾向があります。食欲や元気がない状態が続いて
いる高齢者には、周囲の人から声をかけ、受診を勧めてください。
かつて結核がまん延していた時代に感染し、高齢になり免疫力が
低下して発病するケースも増えています。年に一度は、健診など
で胸部レントゲン検査を受けましょう。

·せき　·たん　·微熱
·体のだるさ　
·食欲がなく体重が減る

諸事情により発行を延期します。発行時期は決まり次第、区のホームページなどでお知らせします。




