
日付（9/15〜30） 15 16 17 21 22 24 27 28 29 30
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06

▪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10月4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。

区内での感染者の発生状況（10月4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）。

リバウンド防止措置期間中
事業者向け   外出する際は、混雑している場所や時間を避け

少人数で行動することを要請 など
事業者向け   施設の使用制限（営業時間短縮）の要請やイベン

トの開催制限 など

都内飲食店の休業要請の内容が変更になりました
　都は、緊急事態宣言期間中に酒類を提供する飲食店に対して行った休業要請を段階
的に緩和しました。■営業時間＝午後9時まで（酒類の提供は8時まで）■対象店舗＝「感
染防止徹底点検済証」を店頭に掲示している店　※掲示していない店は酒類を提供せ
ず、8時までの営業■定員＝1グループ4人まで
点検済証を掲示している区役所14階レストラン（ソラノシタ）は、午後9時まで営業
しています（酒類の提供は8時まで）。

足立区の年齢別ワクチン接種率
（10月4日時点）
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※接種者数は国のワクチン接種記録システム（VRS）から抽出
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12歳以上の区民のうち、約60％が2回の接種を完了しています。

■期間（予定）＝開設中〜10月29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＝区予約システムを使用した接種予約などの代
行■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

「ワクチン接種予約サポート窓口」の期間を
10月29日㈮まで延長します

区が実施している集団接種は11月末で終了します
◦ 1回目の接種済み者が対象者の7割を超え、国がめざしてきた8割程度

の接種率が見えてきました。
◦ 区予約システムやコールセンターでの新規予約数が減ってきているた

め、区の集団接種は現在開設している予約枠をもって終了といたします。
◦ 予約が取りやすくなっています。接種を希望される方は、お早めにご予

約ください。
◦ 重度の障がいがある方や介護が必要な方などで外出が難しい場合の在

宅接種につきましては、現在調整中です。対応方法などが決まり次第、
あらためてお知らせします。

Q 12月以降に接種する場合は、どうすれば良いですか？
A  区内の医療機関で個別接種を受けてください。接種可能な医療機関一覧

は、区のホームページに掲載しています。
Q 区予約システムでは、いつまで予約できますか？
A  1回目と2回目のセットで予約しますので、10月20日ごろまでに予約して

ください（ファイザー社製は3週間の間隔が必要です）。
Q 3回目の接種は、いつから始まりますか？
A  10月4日時点、2回目接種からおおむね8カ月以上経過した方に接種する

ことが国から示されていますが、そのほかは未定です。情報が入り次第、
区のホームページなどでお知らせします。

水道料金・下水道料金の
支払い猶予の受け付け期
間を延長します
■対象＝新型コロナウイルス
感染症の影響により、水道・
下水道料金の支払いが困難に
なった法人・個人■申込＝電話
■期限＝４年３月３１日㈭■申・
問先＝（都）水道局お客さまセン
ター　　　　 ☎５３２６-１１０１

10月1日以降の区施設の利用情報（10月1日～24日）
主な施設 主な制限

生涯学習センター／地域学習センター／
男女参画プラザ／屋内スポーツ施設 など

◦ 大声での歓声・声援などがないことを前提とする場合は収容定員の
１００％以内

◦大声での歓声・声援などが想定される場合は収容定員の５０％以内
住区センター／シアター１０１０／
西新井文化ホール／
天空劇場（東京芸術センター内）／
ギャラクシティ／
勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内） など

上記2つに加えて、当面の間、酒類の持ち込み禁止

庁舎ホール ワクチン接種会場になるため、4年4月1日以降の予約を休止中
※ 制限は施設によって異なります。くわしくは区のホームページをご覧になるか、各施設にお問い合わせください。

都民向け

事業者向け



■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面左中を参照 3

■対象＝1歳6カ月児健診受診対象の子どもと保護者　※健診の通知に引換券を同封■内容＝5冊の絵本の中から1冊をプレゼント■引き換え期間＝受診指定月
から1年間　※引き換え場所など、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＝中央図書館 読書活動推進係　☎5813-3745

「あだちはじめてえほん」の
引き換えはお済みですか

子育て・教育

養育家庭（里親）体験発表会
■日時＝11月6日㈯、午前10時〜
正午■内容＝養育家庭（里親）の制
度紹介／里親体験談■定員＝20人

（10月11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■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

にこにこ離乳食相談会
■日程等＝表1■時間＝午前9時30
分〜正午／午後1時〜3時30分　※
1人30分程度■対象＝開催日現在、
区内在住で7・8カ月の子どもの保護
者　※子ども同伴可■内容＝離乳
食2回食への進め方の相談■申込＝
電話／氏名、子どもの氏名・生年月
日、電話・ファクス番号、希望日、「離
乳食相談会希望」をファクス

日本脳炎予防接種は
お済みですか
■対象＝日本脳炎第Ⅰ期予防接種を
受けていない平成20年1月16日〜
21年10月1日生まれの方　※接種
日現在、13・14歳の方は接種前に
お問い合わせください。■申込＝申
請書、母子健康手帳の写し、84円切
手を区 へ郵送／母子健康手帳を持

参　※申請書は日本脳炎第Ⅱ期予
診票に同封または区のホームペー
ジからダウンロード（後日予診票を
送付）。23区指定医療機関で接種
■申先＝保健予防課 保健予防係　
※持参のみ保健センターでも受け
付け■問先＝保健予防係　 

☎3880-5892

ひきこもり支援セミナー
■日時＝11月3日㈷、午後2時30分
〜4時30分■場所＝こども支援セン

ターげんき■内容＝ひきこもり状態
への理解を深め、対応方法を学ぶ
■定員＝50人（10月11日から先着
順）■申込＝電話／住所、氏名（フリ
ガナ）、年齢、電話番号、「ひきこもり
支援セミナー」をファクス■申・問先
＝セーフティネットあだち（日曜日、
祝日を除く、午前10時〜午後6時）
☎6807-2762� FAX6806-2115
■問先＝（区）くらしとしごとの相談
センター 就労支援担当

☎�6806-4431

◯◯◯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。

自治功労
《区議会議員》鹿浜昭、はたの昭彦、
工藤哲也、ただ太郎
《行政委員》浅井えり子、秦邦昭
《町会・自治会長》泉澤敏雄、
伊藤定雄、岡田三郎、小金井堅治、
小林八洲男、田中希、土田昭夫、
平柳義雄、毛利留一、山口光太郎、
山田學、横山勝吉、横山庵政、
渡邉英夫
《投票管理者・投票立会人》
福井惠治
《消防団員》足立久俊、宇佐美一彦、
宇田川伸 、江川保晴、大川利夫、
大串朋嘉、片桐満明、金子隆史、
近藤高張、茂内隆、首藤里美、
髙橋和弘、田中美代子、長嶋三浩、
中野あさ子、中村一之、
長谷川明男、久島雄一、檜山真一、
布瀨川敦頼、大和正幸、渡辺泰勝
《行政功労者》井上聡、倉田直道、
黒澤保幸、鈴木誠、千葉一輝、
根上彰生、野 太三

社会福祉功労
《民生委員・児童委員》足立由美子、
新井清子、石井達雄、石崎裕一、
石鍋勝政、伊藤直、稲田益巳、
稲 由美子、宇田川毅、
梅原佐知子、江川明美、益 賢治、
大内美智代、大熊純子、岡村徳重、
貝間正敏、金子正邦、金子みどり、

金宮和代、木内信雄、小泉朋子、
河内富士子、小貝智章、
小木曽ひろみ、小林美代子、
小宮久美子、小宮昇治、近ミサ子、
齊藤久仁子、齊藤千惠子、
齋藤敏彦、坂井 治、坂下政子、
佐久間幸惠、櫻井春子、佐藤洋子、
志賀口博人、式見惠子、清水政代、
下開慶一、下島利代、首藤広行、
鈴木昭、鈴木健治、鈴木恒雄、
鈴木敏江、瀨山春美、髙木しのぶ、
髙橋和枝、髙橋絹江、髙橋さだ子、
髙橋良子、田中真季子、
田中美代子、圡屋幸夫、鶴田晴久、
出口愛子、寺山早苗、中里奈奈世、
西野いちよ、西村良夫、
野本由紀子、平瀨美保、藤田妙子、
藤沼次男、古屋恵子、堀越英行、
増山元美、町井良文、三浦仁子、
谷古宇マサ子、山口弥生、
山崎秀夫、山本住子、山本滝子、
谷茂岡昭、遊馬正子、吉田祐一、
吉村清江、和田静江
《保護司》柏野明宣、松田一穗

社会生活功労
《防犯事業功労者》國井幹雄
《交通安全事業功労者》清水始
《環境保全功労者》井灘 げ子、
内田保、北島喜彦、久保田靖子、
坪内淑子、坪内 昭、直木大助、
山田友治、渡邉浩

公衆衛生功労
《学校保健衛生功労者》相原博、
石橋啓一郎、齋藤康暢、田中祥博、
古川伸一

社会教育功労
《社会教育事業功労者》市川元一、
大庫悦子、鈴木春男
《PTA会長》飯島正明、河原淳、
熊切秀樹、倉橋さとみ、小林昌則、
瀬田哲宏

建設功労
《土地区画整理事業功労者》
佐藤光生

統計功労
秋庭三治、安東徑子、菊池 子、
近雄、篠木隆、米野 雄

税務功労
大澤武、柴田英夫、清水一俊、
元井一壽、山田昌三、渡邉浩

文化功労
《文化事業功労者》瑳川八千代

体育功労
《体育事業功労者》 木秀子、
佐藤昭夫、下田康行、須川陽一朗、
土田義一、仲佐勇治、日比谷千明

徳行者
青木勇、秋谷義和、浅川義次、
荒木良子、石出通治、石鍋元章、
石山伊佐夫、石山壽子、市川素代、
株式会社ACE代表取締役金城耀介、
株式会社くるまやラーメン代表取
締役大西宏禧、株式会社サンベル
クス代表取締役鈴木秀夫、株式会
社大勝テック代表取締役大谷達裕、
株式会社日本典礼代表取締役会長
宮地正治、株式会社ピーアンドジー
代表取締役木原東日、株式会社横
引シャッター、銀座ステファニー
化粧品株式会社代表取締役李宇慶、
隈田英司、 森總子、拓進設備工
業株式会社代表取締役神谷恭、東
京足立少年少女合唱団、東京スマ
イル農業協同組合代表理事組合長
眞利子伊知郎、東京セントラルヒー
ティング工業株式会社代表取締役
鎌田秀一、東京都理容生活衛生同
業組合足立支部代表田村正之、中
里建設株式会社、中村光雄、名倉静、
原田産業株式会社代表取締役社長
原田暁、平井武義、明治安田生命
保険相互会社千住支社支社長川村
浩嗣、横山靖之、吉田康子

人命救助
浅間友紀、木村恵介、境川部屋、
平山浩

　3年度の足立区功労者は、自治功労、社会福祉
功労など12分野で、区に大きな功績のあった214
人・団体の方々を表彰しました（順不同・敬称略）。
■問先＝総務係　　　　　　　　  ☎3880-5821

表1　にこにこ離乳食相談会�日程等
場・申・問先（保健センター） 日程

江北
☎3896-4004　 FAX 3856-5529

10/13㈬、11/10㈬、12/8㈬
※午前のみ

千住
☎3888-4277　 FAX 3888-5396 10/19㈫、11/2㈫

竹の塚
☎3855-5082　 FAX 3855-5089

10/22㈮、11/26㈮　
※午後のみ

中央本町地域・保健総合支援課
（足立保健所内）

☎3880-5351　 FAX 3880-6998
10/15㈮、11/19㈮　
※午後のみ

東部
☎3606-4171　 FAX 5697-6561 10/13㈬、11/17㈬

令和令和33年度 年度 足立区功労者足立区功労者




