
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。

援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお願いします。■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　 FAX3880-0041

気づいてください
ヘルプマーク

■期間＝9月8日～7年3月31日■内容＝谷中四丁目地内において道路整備
の事業認可を取得■問先＝街路橋りょう課 事業計画係　　☎3880-5921

足立区画街路第15号
線の事業認可を取得

10月はピンクリボン月間

健康・衛生

風しん第5期の抗体検査・
予防接種はお済みですか
■対象＝クーポン券を使用して風
しん抗体検査・予防接種を受けて
いない昭和37年4月2日〜54年4
月1日生まれの男性　※令和2年
3月、3年3月までのクーポン券を
持っている方は、有効期限が延長
されたため、通常どおり使用可■
申込＝電話／窓口■期限＝4年2月
28日㈪　※今年度で終了（予定）■
申・問先＝保健予防課 保健予防係
　 ☎3880-5892

高齢者肺炎球菌
ワクチンの自己負担が
無料になります

拡充

　例年、自己負担額は4,000円で
したが、東京都が新たに2,500円
の補助を開始することに伴い、区で
はさらに1,500円を上乗せして助成
します。これにより、10月から無料
で接種できます（都補助事業は5年
度まで）。
▪11月中に予診票を送付
■申込＝指定医療機関に予診票を
持参■期限＝4年3月31日㈭

―いずれも―
■対象＝区内に住民登録があり、
次のいずれかに当てはまる高齢者
肺炎球菌ワクチンの助成制度を利
用していない方…3年度中に65・
70・75・80・85・90・95・100
歳になる／60〜64歳で身体障害
者手帳1級相当の内部疾患がある　
※過去に接種したことがある方は、
予診票が送付されても助成制度の
対象外。くわしくは予診票同封の
案内をご覧ください。■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

税金・国保・年金

軽自動車税（種別割）のグリーン化
特例（減税）を5年3月31日まで延長
■対象＝3年4月1日〜5年3月31日
に初めて車両番号の指定を受ける
減税対象車（三輪以上の軽自動車）
を取得する方■内容＝排出ガス、燃
費性能に優れた軽自動車に対する
減税特例措置（グリーン化特例）を
延長　※減税は車両取得の翌年度
のみ■問先＝軽自動車税係

☎3880-5848

国民健康保険料を年金から
引き落とし（特別徴収）
■対象＝次のすべてに当てはまる方
…世帯主が国民健康保険被保険者
／世帯内の国民健康保険加入者が
全員65〜74歳／年金額が年18万
円以上／介護保険料の特別徴収分
と合わせた額が、年金額の半分以
下／口座振替の手続きをしていな
い　※対象者には、6月に国民健康
保険料決定（変更）通知書にてお知
らせ済み。日本年金機構から年金
振込通知書も送付予定。一部、特
別徴収にならない場合あり
▪保険料は口座振替ができます
　特別徴収は口座振替に変更する
ことで止めることができます。くわ
しくはお問い合わせください。

――いずれも――
■問先＝（区）国民健康保険課 資格
賦課担当� ☎3880-5240

福祉・高齢医療

生活支援サポーター
養成研修（2日制）

■日時＝11月10日㈬・17日㈬、午
前9時45分〜午後5時■場所＝竹

の塚地域学習センター■対象＝介
護サービスを受けていない18歳
以上で、区の指定を受けた訪問介
護事業所での雇用を希望する方■
内容＝講義などを通して、専門的
技術・知識が不要な介護サービス

（掃除／ごみ出し／見守り など）
の担い手「生活支援サポーター」資
格を取得■定員＝30人（10月12日
から先着順）　※保育あり（要予約）
■申込＝電話／区のホームページ
から専用フォームに入力■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

高齢者体力測定会
（11月分）

■日程等＝表1■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、専門家が効果的
なストレッチの方法などをアドバイ

ス■定員＝各20人（抽選）■申込＝
電話■申込期間＝10月11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1　高齢者体力測定会(11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）

18㈭ 午前10時30分～11時30分
／11時30分～午後0時30分

興本
地域学習
センター

24㈬ 午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

千住西
複合施設

（千住中居町
10-10）

16㈫ 午後1時30分～2時30分
／2時45分～3時45分

中央本町
地域学習
センター

26㈮
午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分東和

地域学習
センター

10㈬

トヨタ
モビリティ東京
足立保木間店

（保木間3-1-4）
25㈭ 午後1時～2時

／2時～3時

＼血液・尿検査などで健康チェック／
健康増進健診

■期間＝11月1日〜4年1月31日■場所＝区
内指定医療機関■対象等＝表2　※職場など
で同等の健診の機会がある方などを除く■内
容＝特定健診に準じた健診（身体・血圧測定／
血液・尿検査 など）■期限＝12月24日㈮必
着■問先＝データヘルス推進課 データヘル
ス推進係　　　　　　　　　☎3880-5601

表2　健康増進健診�対象等
対象 申込等

3年12/1以降に足立区国民健康
保険に加入した方

窓口／住所、氏名（フリガナ）、生年月日、
電話番号、「健康増進健診」を区へハガ
キで送付■申・問先＝データヘルス推
進課 データヘルス推進係　

☎3880-5601
3年12/1以降に後期高齢者医療
制度に加入した方

4年3/31現在40歳以上で、生活
保護を受給中の方

電話／窓口■申・問先＝管轄の足立福
祉事務所 各福祉課（表3）

4年3/31現在40歳以上で、中国
残留邦人等支援給付を受給中の方

電話／窓口■申・問先＝高齢福祉課 中
国帰国者等支援担当　  ☎3880-5204

表3　足立福祉事務所
各福祉課一覧

申・問先 電話番号
西部 3897-5013
千住 3888-3142

中部第一 3880-5875
中部第二 3880-5419

東部 3605-7129
北部 5831-5797

無料

2年に一度は乳がん検診
月に一度は自己触診（セルフチェック）
乳がんは自分で触って発見できる唯一の「がん」です

　乳がんは、女性が最もかかりやすい「がん」です
が、早期発見できれば完治する可能性が高い病気
です。より早い時期から異常を発見するために、2
年に一度、検診を受けましょう。
　また、乳がんの初期症状の約90％がしこりであ
るため、月に一度の自己触診（セルフチェック）も重
要です。自己触診で何か異常を発見したら、なる
べく早く乳腺専門医の診察を受けてください。
　放置せず、早期に受診することが大切
です。

「がん」の早期発見は検診が重要 ！
早い段階で自覚症状はほとんどありません

　「がん」は早期発見できれば治癒率が上がり、治療費や
日常生活への負担も軽くなります。また、区の助成を受け
ると、本来約8,200円の乳がん検診が500円に
なるなど、がん検診をお得に受診できます。ぜ
ひご受診ください。

検診名 費用 検診名 費用
胃がん内視鏡 2,000円 大腸がん 300円

胃がんハイリスク 1,000円 乳がん 500円

子宮頸
けい

がん 500円 肺がん（胸部Ｘ線のみ） 800円

前立腺がん 800円 肺がん（かく痰
たん

検査含む）1,100円

各検診の対象など、くわしくはコチラ▲

■問先＝健診事業係
☎3880-5121

 乳がんの自己触診の方法など、くわしくはコチラ▶



■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、3面左中を参照 5

高齢者の孤立の発見には、周りの方の「気づき」が必要です。皆さんの小さな気配りが大きな「ち
から」になっています。■問先＝絆づくり事業調整担当　　　　　　　　　　　  ☎3880-5184

あなたの近くに気になる方はいませんか
孤立ゼロプロジェクト展開中

高次脳機能障がいセミナー
「高次脳機能障がいとともに
歩む」
■日時＝11月6日㈯、午後2時〜4
時■対象＝高次脳機能障がいのあ
る方や家族など■内容＝東京慈恵
会医科大学附属病院リハビリテー
ション科の羽

は だ

田拓
た く

也
や

医師が、よく
ある症状と対応について分かりや
すく説明■定員＝30人（10月11日
から先着順）　※要約筆記・手話通
訳あり（10月29日までに要予約）■
申込＝電話／住所、氏名、電話・ファ
クス番号、「高次脳セミナー」をファ
クス■申･問先＝NPO法人 足立さ
くら会
☎5888-7669 FAX5888-7669
■場・問先＝（区）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

仕事・産業

小・中学校用務業務
委託事業者の提案書募集
（公募型プロポーザル）
■委託期間＝4年2月1日〜5年3月
31日　※履行内容が良好の場合、
2回まで更新可■事業内容＝学校
施設の環境整備・管理・修繕／校務・
庶務 など■説明書配布期限＝10
月15日㈮、午後5時　※学校支援
課で配布■申込＝必要書類を持参　
※くわしくは説明書を参照■申込
期限＝10月18日㈪、正午■申・
問先＝学校支援課 学校経理係
　 ☎3880-5483

仕事・産業は、
8面に続きます

　11月は児童虐待防止推進月間です。区では関係機関と連携しながら児童虐待
防止について様々な活動を行っています。今回は、「16 平
和と公正をすべての人に」「17 パートナーシップで目標を達
成しよう」に関連して、「児童虐待防止」について紹介します。

■問先＝報道広報課�広報係　　　　���　☎3880-5815
こども支援センターげんき�こども家庭支援課
家庭支援第一係～第三係　　　�☎3852-3535

児童虐待防止

より良い世界を
めざして V

ボ リ ュ ー ム

ol.6
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

体罰や暴言は「虐待」です
　子育てをしていると、子どもが言うことを聞いてくれなくて、イラ
イラすることもあります。子どもを健やかに育むために、以下のポイ
ントなどを心がけながら、子どもに向き合いましょう。

子どもの前での夫婦げんかは、心理的虐待です
　子どもが見ている場での夫婦げんかは子どもの心を
傷つけ、以下のことなどが起きるといわれています。
　◦相手の表情がうまく読み取れなくなる
　◦対人関係や感情コントロールに支障が出る
　◦「自分は大切にされていない」などと感じ、
　　うつや不登校などの原因になる
　子どものためにも夫婦げんかはやめましょう。

気になる子どもがいたら連絡を
　こども家庭支援課では、子育ての悩みや不安などの解決策を専門相談員
と一緒に考え、相談内容に応じて、保健・教育・福祉などの適切な相談機
関の支援につなげます。
　また、家族でなくても「近所のあの子、もしかしたら虐待を受けているかも」
と感じたときは、すぐにご連絡ください。　※相談・連絡した方の個人情報
は守られます。

くわしくはコチラ▲くわしくはコチラ▲

▪区立保育園・認定こども園の非常勤職員
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

保育（日中保育）
保育・環境整備
※必要資格・免許あり

週4日・1日6時間

12/1

15万279円

11/5㈮ 子ども政策課 保育人事計画担当
☎3880-8015

週5日・1日6時間 18万7,849円

保育（朝夕保育） 週6日・1日4時間
（朝または夕方） 15万4,441円

保育（延長保育） 週6日・1日4時間 15万7,191円

▪臨時職員
職種 勤務内容（例） 勤務条件 雇用開始日 給与時給（予定） 期限（必着） 申・問先

課税事務 税照会事務補助／
課税資料の点検

平日・
午前9時30分～午後4時 4年1/1 1,093円 10/25㈪ 課税課 課税第一係

☎3880-5231

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。

NEW 私立小・中学校私立小・中学校などに通う方もなどに通う方も
足立区児童・生徒褒賞足立区児童・生徒褒賞の対象にの対象に
■申・問先＝学校支援課 庶務係　　　 　☎3880-5961
　区では、スポーツや文化の大会・コンクールなどで素
晴らしい活躍をした児童・生徒の褒賞を行っています。

　今年度から対象を拡大し、私立小・中学校などに通う方も褒賞の
対象となりました。
▪3年度�児童・生徒褒賞候補者の推薦（私立小・中学校など）
■対象＝区内在住・在学で私立学校などに通う小・中学生■申込＝区
のホームページから専用フォームに入力／所定様式を区 へ郵送・持
参　※所定様式は区のホームページからダウンロード■期限＝11月
19日㈮必着　※2年12月〜3年11月末の大会などが対象。期限ま
でに大会結果が未定の場合は、要相談

 区立小・中学校は例年どおり学校長推薦です。

主な基準
◦特別区の大会で1位
◦東京都・関東大会規模の大会で3位以内入賞
◦全国規模の大会で3位以内入賞 など

  ほかにも大会規模や応募総数などを総合的に審査し、受
賞者を決定します。くわしくは区のホームページをご覧く
ださい。 くわしくはコチラ▶

【参考】厚生労働省「健やか親子21」ホームページ　
HP https://sukoyaka21.jp/ainomuchizero

イライラしたときに、クール
ダウンする自分なりの方法
を見つけましょう

「イヤ」は成長の証。子ども
の言い分を気長に聴いて必
要に応じて助け舟を

子どもが親に恐怖心を抱くと
相談できず、いじめなどの
問題が深刻化する可能性も

子育ては1人で抱え込まず、親自身がＳＯＳを出すことも大切です。
子育ての悩みはこども家庭支援課へご相談ください。




