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■対象＝4年4月に生活習慣病に関する医薬品代を支払い、1カ月に100円以上の薬剤費軽
減が見込まれる方　※対象の医薬品のみ■問先＝国民健康保険課 給付担当　☎3880-5241

国民健康保険加入者に、ジェネリック医薬品に切り替
えた場合の差額のお知らせを10月7日㈮発送（予定）

子育て・教育

1歳ごろの栄養教室
「離乳食から幼児食への
ステップアップ」

■日程等＝表1■時間＝午前10時
30分〜11時15分■対象＝開催日

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。

◯◯◯講座 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）

現在、区内在住で11カ月以上の子
どもの保護者■内容＝離乳食から
幼児食へのスムーズな移行のポイ
ント／レシピ紹介 など■申込＝電話
／窓口

5年4月入園の
私立幼稚園・認定こども園

（短時間利用）の園児募集
▪私立幼稚園・私立認定こども園
　（短時間利用）
■対象＝平成29年4月2日〜令和2
年4月1日生まれの子ども■申込＝
願書を持参　※願書は10月15日㈯
から入園を希望する園で配布■申
し込み開始日＝11月1日㈫■申・問
先＝入園を希望する園　※各園の
場所など、くわしくは子ども政策課、
区民事務所などで配布する「私立幼
稚園ガイド」を参照■問先＝子ども
政策課 私立幼稚園第一係・第二係　
 ☎3880-6147
▪区立認定こども園（短時間利用）
■対象等＝区内在住で平成29年4
月2日〜31年4月1日生まれの子ど
も　※保育料・給食費は無料■募

集園等＝表2■保育時間＝長期休業
中を除く平日、午前9時〜午後2時　
※預かり保育（午後2時〜5時）あり
■申込＝申込書類を持参　※「園児
募集のしおり」と申込書類は10月14
日㈮から区立認定こども園、子ども
施設入園課で配布■申込日＝11月
1日㈫・2日㈬・4日㈮■申・問先＝
入園を希望する園（表2）／子ども施
設入園課 入園第一係〜第三係
 ☎3880-5263

――いずれも――
※認定こども園の長時間利用は、
保育施設（認可保育所など）の令和5
年4月利用と同様の申し込みです。
保育施設の利用案内はあだち広報
10月25日号に掲載予定
表2　区立認定こども園（短時間利用）

募集園等
申・問先 電話番号

おおやたこども園 3620-7591
鹿浜こども園（第一園舎） 3855-4447
元宿こども園（第一園舎） 3882-9466
※�募集人数など、くわしくは「園児募集の
しおり」を参照

児童手当の10月期
（6月～9月分）は
10月4日㈫以降に振り込み

　9月27日㈫に受給者へ支払通知
書を発送します。出生・転入により
新たに申請した方は、申請月の翌

月分から支給を開始します。
　4年度現況届が届いた方で、未
提出の場合は今回の振り込みがで
きません。至急現況届を提出してく
ださい。支給金額などは、通帳を
記帳し確認のうえ、お問い合わせく
ださい。　※振り込みは金融機関
により数日遅れる場合があります。
　なお、10月支給分から、制度改
正のため、所得額に応じて手当が
支給されない方がいます。くわしく
は区のホームページをご覧くださ
い。■問先＝児童給付係　
 ☎3880-6492

中央本町地域・保健総合支援課（足
立保健所内） ☎3880-5354税金・国保・年金

10月支給分の公的年金から
住民税の特別徴収（天引き）
を開始

■対象＝次のいずれかに当てはまる
公的年金受給者…3年4月2日〜4
年4月1日に65歳になり住民税が課
税されている／過去に特別徴収が
中止となり、今年度再び対象となっ
た　※天引きされる住民税額は、
送付済みの納税通知書に記載■問
先＝課税第一係〜第四係
☎3880-5230～2／☎3880-5418

表1　1歳ごろの栄養教室 日程等
場・申・問先（保健センター） 日程 定員

江北　　　　　　　　 ☎3896-4004 10/25㈫ 8人（9/26から先着順）

中央本町地域・保健総合支援課
（足立保健所内）　　　  ☎3880-5351 11/11㈮ 10人（10/11から先着順）

千住　　　　　　　　 ☎3888-4277 11/22㈫ 12人（10/24から先着順）

　　　　　　　　　　 ■設置期間＝5年3月31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■問先＝（区）地域調整課 管理係　 　   　　 ☎3880-5855

生活支援一時金  避難民1人につき10万円を支給します。
■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  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 人道危機 救援金

ウクライナから避難されてきた方への支援

受付中
募金箱での募金

献血（10月分）
　体調などの条件により、献血できない場合があります。

日程 場所 時間

9㈰ 東京芸術センター（千住1-4-1） 午前10時〜11時30分／
午後1時〜4時

※運転免許証や健康保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝�▷献血の条件…東京都赤十字血液センター� ☎5272-3523�

▷実施場所など…（区）衛生管理係� ☎3880-5891

休日接骨院当番所（10月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。
日程 当番所名（所在地） 電話番号

2㈰
大出接骨院（大谷田3-8-17） 5616-9664
清水整骨院（江北7-23-1） 3896-9778

9㈰
さくら整骨院（花畑4-39-11） 3884-7118
高石接骨院（関原3-40-18） 3840-4951

10㈷
白川はりきゅう接骨院（東保木間2-1-6�天満屋ハイツ101） 3885-8665
力神堂整骨院（本木1-21-1） 3887-5804

16㈰
鹿浜久松接骨院（鹿浜1-12-16） 3853-1537
横山接骨院（神明2-10-14） 5697-6990

23㈰
うめい整骨院（西新井2-30-13） 3899-9422
藪野鍼灸接骨院（六町4-5-5） 5809-6789

30㈰
田村接骨院（六木4-5-24） 3628-3914
みやかわ整骨院（西伊興2-4-15） 5647-9739

■時間＝午前9時〜午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…（区）衛生管理係� ☎3880-5891

希望選択票と就学時
健康診断通知書の送付

■対象＝区内在住で5年4月に小・
中学校に入学する方■内容＝学校
選択のための希望選択票を10月
上旬に送付■提出先等＝学務課 
就学係へ提出（10月21日㈮消印
有効）　※小学校に入学する方に
は就学時健康診断通知書を同封。
希望選択票に記入した小学校で
10月〜12月に就学時健康診断を
受診■問先＝▷希望選択票…学務
課 就学係 　　　☎3880-5969
▷就学時健康診断通知書…学務
課 学校保健係　 ☎3880-5971
学校公開と学校説明会

■期間＝10月上旬〜中旬■時間＝
▷小学校…午前9時30分〜11時
30分／午後1時30分〜3時30分　
▷中学校…午前9時30分〜11時
30分／午後1時30分〜5時　※い

ずれも日程は学校行事などにより
各学校で異なる。各学校の日程
は区や各学校のホームページ、
学務課などで公表■対象＝5年4
月に区立小・中学校に入学する
方の保護者や地域の方など■申
込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝学務課 就学係

☎3880-5969
「学校情報データブック」配布
■内容＝区立小・中学校の教育
活動などを紹介■配布場所＝区
民事務所／学校支援課／学務課　
※区のホームページからも閲覧
可。5年4月に小・中学校に入学
する区内小学校・保育園・幼稚園・
認定こども園・認証保育所の在
籍者には、学校・園などから10
月上旬までに配布■問
先＝学校支援課 庶務係

　　  ☎3880-5961

5年4月に区立小・中学校に入学する
お子さんの保護者の皆さんへ



■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、4面左上を参照 5

■期間＝10月17日㈪〜21日㈮　※総合受付窓口は通常通り
利用可（17日を除く）■問先＝千住温水プール　☎3882-2601

水入れ替えのため、千住温水
プール（スイミー）利用休止

※くわしくは9月27日に公開する区のホームページをご覧
ください。■問先＝デジタル情報・広告係　☎3880-5514

足立区 L
ラ イ ン

INE 公式アカウントの
機能拡張に向けた事業者を募集

健康・衛生

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表3■受付時間＝▷午前
…9時〜11時　▷午後…1時〜3時　
※30分単位で予約可■対象＝区内
在住で自営業など健診の機会がな
い18〜39歳の方　※年齢は5年3

福祉・高齢医療

73歳以上の区民に
無料マッサージ（10月分）

■日程等＝表4■時間＝午前9時40
分〜午後3時40分　※1回20分で8
回実施■申込＝電話■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

生活支援サポーター
養成研修（2日制）

■日時＝11月2日㈬・14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（9月26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オンライン申

月31日現在■内容＝血圧測定／血
液検査／尿検査／体組成測定／胃
がんハイリスク検査（ペプシノゲン・
ピロリ菌抗体検査。過去に検査歴
があるなど、対象にならない場合あ
り） など　※年度につき1回のみ受
診可■申込＝電話■期限＝10月31
日㈪■申・問先＝クレモナ会 ティー
エムクリニック（区委託事業者）（平
日、午前9時30分〜正午／午後1
時〜5時）　 ☎0120-973-493

請■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

ふれあい遊湯う（10月～12月分）
■時間＝午前10時30分〜午後1時
■場所等＝表5■対象＝1人で入浴
できる、おおむね65歳以上の方■
内容＝入浴／介護予防体操・脳トレ
など■費用＝200円（入浴料など）■
申込＝電話■申・問先＝生活協同組
合・東京高齢協（平日、午前9時〜
午後6時） ☎5904-9011
■問先＝（区）介護予防・生活支援担
当 ☎3880-5642
表5　ふれあい遊湯う（10月～12月分） 
　 　場所等
曜日 場所
月 富士の湯（東和4-15-10）

火 ニコニコ湯（千住柳町2-10）
大和湯（島根2-19-7）

水 堀田湯（関原3-20-14）

木 大六天湯（本木南町11-14）
タカラ湯（千住元町27-1）

金 永泉湯（西新井3-10-2）

土 星谷浴泉（扇1-34-3）
大和湯（柳原2-43-1）

※12月28日㈬〜31日㈯を除く

表4　73歳以上の区民に無料マッサージ（10月分） 日程等
場所 日程 申し込み開始日時 定員（先着順）

綾瀬住区センター 9㈰ 9/30、午前10時 各48人23㈰ 10/14、午前10時

竹の塚障がい福祉館 18㈫ 9/30、午後2時 各56人25㈫ 10/14、午後2時

表3　40歳前の健康づくり健診 日程等
場所

（保健センター）
健診

（1時間程度）
結果説明

（1時間程度）
定員

（9/26から先着順）
竹の塚 12/3㈯ 5年1/21㈯ 各50人
中央本町地域・保健総合支援課

（足立保健所内） 12/5㈪ 5年1/23㈪ 各40人

▪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

技能Ⅵ
（作業Ⅲ） ごみ収集作業

月〜土曜日勤務・
1日7時間45分
（変則勤務あり）

5年4/1以降 ▷20歳…約17万8,000円
▷30歳…約20万9,000円 10/3㈪ 人事課�人事係

☎3880-5831

▪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 住民税課税事務補助
（課税資料の点検） 平日・午前9時30分〜午後4時 5年1/1・15、2/1の

いずれか 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。

　区内で新規性が高い事業を展開する方を応援するための補助金制度
「創業プランコンテスト★1」受賞者と「新製品・新事業開発補助金★2」採
択者が決定しました。くわしくは区のホームページをご覧ください。
★1… 区内経済の活性化・産業振興を目的に、優秀・斬新なアイデアを持つ起

業家から事業計画を募集・表彰し、事業費の一部を補助
★2… 区内で行う新しい製品・技術・サービスなどの開発を伴う革新的事業に対し、

事業費の一部を補助

創業プランコンテスト 受賞者
■問先＝（区）創業支援係　☎3880-5495

提案者 提案事業名 提案概要
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アレルギー患者
を自立させる
オンライン薬局

オンライン薬局事業／アレルギー分野
における情報提供サービス
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亡くなられた方が着用する下着の
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inpsy合同会社　
代表社員
山
やまぐち

口 真
まさひろ

弘

設備を持たない
旅する蒸留所

日本人の味覚に合うクラフトジンの
開発・販売

新製品・新事業開発補助金 採択者
■問先＝（区）イノベーション推進担当　☎3880-5496

提案者 提案事業名 提案概要
㈱アガタ　

代表取締役
田
た が

賀 俊
としゆき

行

厨房用排気ダクト内に蓄積
された油汚れの厚みを測定
するIoT汚れセンサーの開発

火災予防の観点から、遠隔で
ダクト内の油汚れの厚みを測定
できるセンサーの開発をめざす

日商印刷㈱
代表取締役
秋
あき

葉
ば

 謙
けん

士
じ

試作品開発により利便性を
向上させたハイブリッド型
ICカードの提供

「接触」と「非接触」の両機能が
使えるハイブリッド型ICカード
の試作品開発

P
プ ラ イ ム

RIMEd
ド ッ ト

ot㈱
代表取締役
藤
ふじ

井
い

 秀
ひで

世
よ

ポータブル機器などの生産
性向上ニーズに応える製造
機械

電子機器の熱対策に用いられ
る塗布機器の生産性向上のた
めの改良

創業プランコンテスト
新製品・新事業開発補助金

受賞者受賞者
採択者採択者
が決定 ！が決定 ！

高齢者インフルエンザ
ワクチン予防接種が受けられます

お問い合わせコールあだち（毎日、午前8時〜午後8時）
☎3880-0039

　厚生労働省は、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症
の同時流行が懸念されることから、65歳以上の方の積極的なインフ
ルエンザワクチン接種を促しています。期限が決まっているため、余
裕をもって接種をお願いします。  ※インフルエンザワクチンと新型コ
ロナウイルスワクチンの同時接種を希望する場合は、事前に医療機関
へお問い合わせください。
期間  4年10月1日〜5年1月31日
対象  接種日現在、区内に住民登録があり次のいずれかに当てはまる
方…65歳以上／60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器などの内部機能障
がいにより身体障害者手帳（個別等級1級）を所持　※いずれも年齢は
5年3月31日現在
申込  9月末ごろに区が送付する予診票を持参し、直接23区指定医療
機関へ　※予約が必要な場合あり。一部対象者は区内指定医療機関
でのみ接種可

無料

問先


