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□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

2022年（令和4年）6月10日（第1881号）2 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

あだち広報の掲載内容は6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。
● 区の施設やイベントなどは、感染症対策を講じておりますが、利用制限や中止・延期にする場合があります。
●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。

かけ間違いにご注意ください▲

ワクチン接種（1～4回目）予約方法
場所 予約方法 使用ワクチン

区内
医療機関

【接種実施中】
◦区予約システム（インターネット）
◦希望する医療機関へ連絡（電話など）
※医療機関により異なります。ご注意ください。

ファイザー
または
モデルナ

区役所
庁舎ホール

【7/12から接種実施。予約受付中】
◦区予約システム（インターネット）
◦区予約・相談ダイヤルへ電話（☎0120-230-377）

モデルナ

※都が実施の大規模接種会場なども、引き続きご利用いただけます。

□5～15歳の方の接種には保護者の同伴が必要です
　ただし、中学生以上の方は、接種医療機関が認める場合に限り、予
診票に保護者が自ら署名することによって、保護者の同伴が
なくても接種可能です。くわしくは区のホームページをご覧
になるか、各医療機関へお問い合わせください。

★…�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

区内での感染者の発生状況（6月2日時点）
【週単位の感染者数および総数★】

感染者数は、緩やかな減少傾
向が続いている状況ではありま
すが、区内では依然としてクラ
スターも発生しています。引き
続き、基本的な感染症対策の
徹底をお願いします。
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ワクチン4回目 接種情報
対象 3回目接種 完了時期 接種券 発送時期

3回目接種後、5カ月を経過
した、60歳以上の方

4年2/1〜9 4年6/20
4年2/10〜16 4年6/27
4年2/17〜22 4年7/4
4年2/23〜28 4年7/11

3回目接種後、5カ月を経過
した、18歳以上60歳未満で
基礎疾患を有する方やその
他重症化リスクが高いと医師
が認める方

申請が必要です。  ※1・2回目接種時に申請
した方も、改めて申請が必要■申請方法＝区
のホームページからオンライン申請／区予
約・相談ダイヤルへ電話（☎0120-230-377）
／申請書類を 区 へ郵送

※�使用ワクチンはファイザー社製またはモデルナ社製。
※�4年3月以降に3回目接種を完了した60歳以上の方の接種券も、順次発送します
のでお待ちください。

対象 支給額 申請書類 申請方法 申請期限 支給時期
区独自「あだちから」生活応援臨時給付金　　　　　　　　　　  ■問先=「あだちから」生活応援臨時給付金ダイヤル（平日、午前9時～午後8時）　☎0120-100-653

1
次のすべてに当てはまる世帯…▪基準日（3年12/10）時点で、足立区に住民登録が
ある▪3年度住民税均等割額が課税されている▪世帯全員の2年の合計所得金額を
合算した額が200万円以下▪国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受
給していない

1世帯10万円
対象となる可能性の
ある世帯に対し、順
次郵送

申請書類を
区へ郵送★１ 9/30㈮

申請書が
区に到着後、
１カ月程度

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金　　　　　　　　　　　■問先=あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル（平日、午前9時～午後8時）　☎0120-247-035

2 基準日(3年12/10)時点で、世帯全員の3年度住民税均等割額が非課税の世帯（生活保護受給世帯を含む） 1世帯10万円 対象世帯に対し、確
認書を郵送

確認書を
区へ郵送 9/30㈮

確認書が
区に到着後、
3週間程度

家計急変世帯に対する臨時特別給付金　　　　　　　　　　　　　■問先=あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル（平日、午前9時～午後8時）　☎0120-247-035

3
次のすべてに当てはまる世帯…▪新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し
た▪世帯全員の4年1月〜9月までのいずれか1カ月の収入を12倍した額が、住民税
非課税水準である▪住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象世帯ではな
い

1世帯10万円
区のホームページか
らダウンロード／区
民事務所、福祉事務
所などで配布

申請書類を
区へ郵送 9/30㈮

申請書が
区に到着後、
１・2カ月程度

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金　　　　　　　　　　　  　　　 ■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

4

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)の再貸し付けを借り終えた▪緊急小口資金および総合支援資金(初
回)を借り終えた▪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
定の支給条件あり。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。

▷単身世帯…月額6万円
▷2人世帯…月額8万円
▷�3人以上の世帯…
月額10万円
※3カ月間支給

対象となる可能性の
ある方に対し、順次
郵送

申請書類を
区へ郵送 8/31㈬

審査後、支給
決定から２週
間程度

【申請書類作成サポート窓口】■期間＝開設中〜8月31日の平日、午前8時30分〜午後5時■場所＝区役所別館3階■申込＝不要　※当日直接会場へ
新規 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親）　　 　　  ■問先＝親子支援係（平日、午前８時３０分～午後５時15分）　☎３８８０-5883
5４年４月分の児童扶養手当を受給している世帯 対象児童１人につき

５万円 － 申請不要★2 － 6/24㈮
新規 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親以外）　　　■問先＝児童給付係（平日、午前８時３０分～午後５時15分）　☎３８８０-6492
6４年４月分の児童手当または、特別児童扶養手当を受給している、４年度の住民税が非課税の世帯

対象児童１人につき
５万円 － 申請不要★2 － 7/15㈮

★1…3年1/2以降に足立区へ転入した方は、3年度住民税の課税証明書が必要　★2…児童扶養手当・児童手当などの登録口座に自動振り込み

◀各給付金について
　くわしくはコチラ「臨時給付金」関連情報

4年度 各種保険料の減免制度
■対象＝新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡・
重篤な傷病を負った、または新型コロナウイルス感染症の影響により
主たる生計維持者の収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯
（介護保険料の場合は第一号被保険者）　※申請に必要な書類など、
くわしくはお問い合わせください。
■問先＝▷国民健康保険料…国民健康保険課 資格賦課担当 ☎3880-5240
▷後期高齢者医療保険料…高齢医療・年金課 資格収納係 ☎3880-6041
▷介護保険料…介護保険課 資格保険料係　　　　　　☎3880-5744

区の施設内では
マスクの着用をお願いしています

　5月20日付の国の方針により、状況に応じてマスクを着用する必要が
ない場合などの考え方が示されました。しかしながら、区の施設は不特
定多数の方が利用しており、申請手続きなど、会話が必要な場面も多く
あります。そのため、区の施設内では当面の間、引き続き「マスクの着用」
のご協力をお願いしています。

引き続き
当面の間

「㊗レシート d
で

e ９０周年」事業 商品券発送が遅れます
　区制９０周年記念事業 消費喚起策 第１弾として、対象のレシートを集
めて申請した方に、最大2,500円分の区内共通商品券をお送りしてい
ます。申し込み多数につき、5月26日以降に区へ到着した申請分につ
いては、7月上旬から順次発送する予定です。発送まで時間がかかり、
大変申し訳ございません。■問先＝㊗レシート de 90周年コールセン
ター（毎日、午前10時〜午後7時）　　　　　　　　����☎6636-5850



■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

後期高齢者医療被保険者へジェネリック医薬品
に切り替え時の差額通知を6月下旬に送付

■対象＝次のすべてに当てはまる後期高齢者医療被保険者…3年12月、4年1月・2月に医療保険適用の医薬品代を支払った／生活習
慣病・慢性疾患で先発医薬品を服用している／切り替えで自己負担軽減額が一定額以上になる■問先＝高齢医療係　☎3880-5874

子育て・教育

ひとり親家庭などに
医療費を助成（親制度）
■対象＝区内在住で国民健康保険
などの健康保険に加入していて、
次のいずれかに当てはまる児童（18
歳の誕生日以降、最初の3月31日
まで。中程度以上の障がいがある
場合は20歳の誕生日の前日まで）と
養育しているひとり親家庭などの方
…父母が離婚／父または母が死亡
または重度の障がい者／父または
母が法令により1年以上拘禁中／父
または母が裁判所からＤＶ保護命令
を受けた／父または母に1年以上遺

棄されている／母の婚姻によらず生
まれた　※所得制限あり。生活保
護受給者、児童福祉施設入所者を
除く■内容＝医療費（保険診療分）の
自己負担分の一部または全部を助
成■申込＝窓口■申・問先＝親子支
援課親子支援係 ☎3880-5883

毎月第3土曜日は
「あだち家族ふれあいの日」
■内容＝区内有料施設（体育館／
プール／郷土博物館／ギャラクシ
ティのプラネタリウム／生物園 な
ど）が、個人利用のみ無料／マルア
イボウリング場と銭湯を割引料金
で利用可　※ボウリング場は親子
での利用のみ（先着30組）、銭湯は
小・中学生と保護者での利用のみ
割引（毎月第1土曜日も割引）■問先
＝家庭教育係 ☎3880-5273

「あだちマイ保育園」登録者募集
　希望する区立保育園・こども園
で、子育て相談・園行事への参加・
絵本の貸し出し利用・給食体験など
ができます。　※実施内容は園に
より異なります。実施日時など、く
わしくは希望する園へお問い合わせ
ください。■対象＝区内在住で就
学前の子どもを家庭で育てている、
または妊娠中で母子健康手帳の交
付を受けている方■申込＝登録を
希望する区立保育園・こども園へ
登録申請書を持参　※登録申請書

は区立保育園・こども園で配布する
ほか、区のホームページからもダウ
ンロード可■問先＝子ども施策推進
担当 ☎3880-5266

児童の発達に関する相談
■日時＝毎週月〜土曜日（祝日を除
く）、午前8時30分〜午後5時■対
象＝18歳未満の方の家族など■内
容＝発達に関する悩みや心配事につ
いての相談■申込＝電話／住所、
氏名（フリガナ）、生年月日、電話・
ファクス番号、相談内容をファクス
■場・申・問先＝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

ペアレント・メンター「ぴあサロン」
■日時等＝▷「メンターの学校選び
中学生からの進路」…7月9日㈯、午
後1時30分〜4時　▷「食や睡眠、生
活リズムあれこれ」…8月18日㈭、
午前10時30分〜午後1時　▷「メン
ターの子育て体験談」…9月10日㈯、
午後1時30分〜4時■対象＝発達障
がい特性のある子どもを育てている
方■内容＝ペアレント・メンター（発
達障がい特性のある子どもを育て
た経験を持つ相談員）やほかの参加
者と、テーマをもとに日ごろの思い
を分かち合う　※サポートブック（生
育記録）の作成可■定員＝各10人程
度（6月14日から先着順）■申込＝電
話■場・申・問先＝（一社）ねっとワー

キング（区委託事業者）（火・木・金
曜日、午前10時〜午後5時）　青井
3-7-17 ☎6806-3166
■問先＝（区）こども支援センターげ
んき支援管理課発達支援係　

☎5681-0134

健康・衛生

HPVワクチンを自費で受けた
方に接種費用を助成します
■対象＝次のすべてに当てはまる方
…令和4年4月1日時点で区内在住
の女性／平成9年4月2日〜17年4
月1日生まれ／定期接種の期限（高
校1年生相当〈16歳〉の年度末）を過
ぎてから、令和4年3月31日までに
ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス感染
症）ワクチンのうち、2価または4価
ワクチンの任意接種を自費で受け
た■内容＝接種費用を助成（最大で
接種3回分）■必要書類＝支払った
金額が分かる領収書などの原本／
本人の接種記録が確認できる母子
健康手帳や予防接種済証または接
種済みの記載がある予診票などの
写し 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。■申込＝窓口／必
要書類を区へ郵送■期限＝令和7年
3月31日㈪必着■申・問先＝保健
予防課保健予防係 ☎3880-5892

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）

◯◯◯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
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。

□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 報酬月額 期限（必着） 申・問先

保育（朝夕保育） 保育・環境整備
※必要資格・免許あり

週6日・1日4時間（朝または夕方）
8/1㈪

15万4,441円
7/4㈪

子ども政策課
保育人事計画担当

☎3880-8015保育（延長保育） 週6日・1日4時間 15万7,191円

人材募集コーナー 　対象や必要資格・免許、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。

アニサキス食中毒に注意
　アニサキスが寄生した魚介類を生で食べると、
食中毒になる場合があります。予防のために以
下の点に注意しましょう。
◦十分に加熱する
◦－２０℃で２４時間以上冷凍する
◦目で確認して虫体を取り除く
■問先＝足立保健所 生活衛生課 食品保健係　　　　 ☎3880-5363

▲大きさは約2〜3㎝

■時間等＝▷Ⅲ類（高校卒業程度）…午前10時〜午後0時30分（正午〜午
後1時10分に試験制度の説明会あり）　▷社会人経験者…2時〜4時30分
（1時20分〜2時30分に試験制度の説明会あり）■場所＝すみだ産業会
館（墨田区江東橋3-9-10 墨田区・丸井共同開発ビル）■内容＝下町4区
（足立区、葛飾区、江東区、墨田区）の紹介／採用試験概要説明 など　
※受験資格など、くわしくは特別区人事委員会ホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。■申込＝不要　※当日直接会場へ。参
加人数に応じて入場制限を行う場合があります。

6月26日㈰ 下町4区合同 職員採用説明会
■問先＝（区）人事係　　　　  ☎3880-5831　FAX3880-5611

　日本赤十字社ではウクライナおよび避難民を受け入れる周辺国を支援す
るため、海外救援金を募集しています。皆様のご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　■設置期間=9月30日㈮までの平日、午前8時
45分〜午後5時■設置場所=区役所／区民事務所　※そのほか
の募金方法など、くわしくは区のホームページをご覧ください。
■問先=(区)地域調整課 管理係　　　　　　　�☎3880-5855

生活支援一時金 10万円
■内容=避難民１人につき１０万円を支給■申込=申請書・必要書類を区

へ郵送・持参　※申請書は地域調整課で配布するほか、区のホームペー
ジからもダウンロード可。必要書類など、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。■申込期限=５年３月３１日㈮必着
■申・問先=（区）地域調整課 多文化共生担当　　　　��☎3880-5177
ワンストップ相談窓口
　避難されてきた方々が東京で安心して生活できるように、必
要な情報や相談先をご案内します。■問先=（都）ウクライナ避
難民ワンストップ相談窓口（平日、午前10時〜午後4時）

☎6258-1227

ウクライナから避難されてきた方への支援

ウクライナ人道危機救援金

募金箱での募金

▲そのほかの
　支援情報は
　コチラ

受付中




