
日付（9/15〜30） 15 16 20 21 22 26 27 28 29 30
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.06 0.06 ― 0.05 0.05 0.06 0.06 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

2022年（令和4年）10月10日（第1889号）2 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

自治功労
《区議会議長》髙山延之、かねだ正、
鹿浜昭、工藤哲也、馬場信男
《区議会議員》佐藤純子、鈴木賢市
《行政委員》明石幸子、浅井えり子、
荒井喜一郎、新井啓友、荒堀安行、
宇佐美一彦、小川清美、小川正人、
風間幸三、加納將史、河本孝美、
久保一夫、桑原勉、小池康之、小金井寛、
菅原良和、杉田直子、田中太郎吉、
玉本努、長塩英治、並木一重、
西口喜代志、秦邦昭、花岡惠三、

養正明、平塚恒雄、藤井浩二、
横田夏夫、和田成夫
《町会・自治会長》足立史郎、有馬康二、
江澤義雄、川下政信、河原勇、澤田榮介、
庄司一彦、白石正輝、平井利治、
峯岸茂 、栁川幸一、吉田忠司
《投票管理者・投票立会人》芦󠄀川直實、
阿部美代子、片野清枝、木川勇、
坂田實枝子、土屋磯七
《消防団員》浅香守弘、石井康行、
石鍋栄一、井尻正博、宇佐美康臣、
内田秀喜、加賀見晴一、金子貞敏、
金子保夫、黒川浩、小池栄一、小林保彦、
小宮昇治、小宮守、坂田稔、新保義則、
須貝三男、杉山秋義、鈴木昇、関口哲男、
長原範充、中村好一、長谷川浩士、
星和良、村田一仁、矢崎敏央、
矢ノ倉三郎、 井実、渡邉弘
《行政功労者》青木光夫、石川義夫、
定野司、恒川惠市

社会福祉功労
《民生委員・児童委員》赤川春惠、
有馬妙子、大島小眞里、齋藤武次、
佐々木輝子、當麻勝彦、野辺陽子、
星野一子、星野洋子、堀家幸子、
山本祥一、吉田幸雄、渡邉晴子
《保護司》荒川政弘、伊藤友孝、
井深雅美、大熊久三郎、加藤和明、
城戸美香子、隈元千代子、近藤悦子、
髙谷玲子、塚原正子、難波大昭、
野村元治、星野雅夫

社会生活功労
《社会生活事業功労者》瀧野靜江、
西澤美江子、吉田つ 子
《防火事業功労者》芦󠄀川一男、石鍋清司、
内田英一、大宮哲夫
《交通安全事業功労者》清水洋子、
中西登喜男、安田敏明
《環境保全功労者》青木泰、浅田明保、
足立良泰、天野 男、石鍋一郎、
市川貴浩、市川文子、井灘 げ子、
宇佐美ゆり子、牛込郁子、宇田川章、
宇田川友之、内田和子、江川欣男、
小倉庄司、賀 順子、金井昇作、
金杉源市、金子一、加納晴子、
川名美枝子、木嶋孝一、桐田專三郎、
國井秀子、幸地環、小宮一雄、小宮誠一、
小宮忠利、小宮友信、齋藤晴夫、
坂田淑江、佐藤靖隆、鈴木純夫、
鈴木武史、鈴木建夫、鈴木正俊、
田中榮一、田中健雄、田中正憲、
田中光義、坪内淑子、羽住奎、
花井源藏、濱中富㐂子、福田浩之、
福田治源、星野節子、星野実、堀口國治、
増田晋、丸義朗、矢島兼孝、横井淺雄、
横田正実、横山輝夫、横山宗男、
横山恭臣、吉澤太郎、
青井兵和通り商店街振興組合、

あじさい会、足立四丁目町会、伊興町自
治会、梅田稲荷町会、梅田ＢＷ会、大谷
田五丁目貝瀬会、高野町会、堺田町会
自主管理委員会、佐野一丁目自治会、
佐野二丁目北町会、下沼田町会、神明
南町会、中央本町若松町会公園管理人、
舎人一丁目プチテラスを愛する会、西新
井第三団地自治会、プチテラ清掃会、
六木寿会公園、六木三丁目町会、六木
四丁目町会

公衆衛生功労
《保健医療事業功労者》一般財団法人博
慈会博慈会記念総合病院病院長岡田憲
明、一般社団法人足立区医師会会長阿
部聡、一般社団法人足立区薬剤師会会
長藤田義人、一般社団法人東京都訪問
看護ステーション協会足立区地区支部委
員羽田雅代、医療法人財団健和会柳原
病院院長八巻秀人、医療法人社団栄悠
会理事長丁毅文、医療法人社団大坪会
東和病院病院長中村耕三、医療法人社
団洪泳会東京洪誠病院院長金洪宇、医
療法人社団成仁理事長片山成仁、医療
法人社団成和会理事長金光宇、医療法
人社団雙信会理事長井上照信、医療法
人社団苑田会理事長苑田一郎、医療法
人社団忠医会理事長大髙祐一、医療法
人社団日岩会理事長樋口輝彦、医療法
人社団福寿会理事長福岡靖介、学校法
人東京電機大学理事長石塚昌昭、株式
会社サンベルクス代表取締役鈴木秀夫、
公益社団法人東京都足立区歯科医師会
会長佐藤和義、社会医療法人社団医善
会いずみ記念病院院長山崎勝雄、社会
医療法人社団慈生会等潤病院理事長伊
藤雅史、社会福祉法人勝楽堂病院理事
長栗﨑泰爾、昭栄自動車株式会社代表
取締役社長武居利春、東京女子医科大
学附属足立医療センター病院長内潟安
子
《学校保健衛生功労者》飯塚徹、
池田真一郎、岩﨑順子、榎本安行、
遠藤滋、大野弘行、小川憲治、纓田光夫、
近藤明、陣野玲子、須永哲也、千川典子、
田島秀樹、野寄千鶴子、花田安弘、
菱沼一弘、平塚武司、本内充雄、
横山寿光、米澤聡、渡邊哲、渡邉浩

学校教育功労
《私学振興功労者》石鍋達夫、小倉雅光

産業功労
《実業精励功労者》足立義夫、丸山寛治

建設功労
《まちづくり事業功労者》大熊喜昌、
中島勝正

統計功労
栗原美紀子、小板橋利和、渡邊進

税務功労
新井謙藏、小金井勝利、近藤俊彦、
鈴木久雄、三田茂、八木澤秀夫、
矢島幹也、安江文博、谷田川豊榮

文化功労
《文化事業功労者》飯田郁子、
飯野東夫、奥田利子、小倉こよ子、
河合成近、小谷武代、近藤牧男、
佐藤忠助、田中榮壽、田中千代吉、
長瀨淑子、薬師神武夫
《文化財保護功労者》飯塚近由、
石井恆夫、北嶋幸二、白井淨、鈴木友行、

髙橋朋之、藤田倉夫、堀川和夫、
眞野清己

体育功労
《体育事業功労者》飯ケ谷美惠、
上圷美江、桑原敏昭、辻野清、
羽住敏久

徳行者
岩ケ谷ミツヱ、清宮昭二、澤口裕男、
須々木とし枝、髙橋真佐子、千葉貞男、

林登美子、野村ツメ、長谷川健二、
福地博、藤田文子、宮川重夫、持木則明、
吉田晁子、渡邉茂、
愛田人生艶歌教室老人福祉しあわせ会、
足立明るい社会づくりの会会長田口行
彦、公益社団法人東京都宅地建物取引
業協会足立区支部、鹿浜押部婦人会会
長小那覇英子、島根福寿会会長綱島陸
郎、竹の塚地域学習センターたけのこ文
化祭実行委員会委員長石川欽也、東京
足立少年少女合唱団、東京土建一般労
働組合足立支部、東京都個人タクシー
協同組合足立第一支部、ボランティアグ
ループあじさい、緑町さくら会会長長島
一成

その他の功労
相原忠宏、内村光一、桐山友子、
國井幹雄、髙田一雄、武田守弘、
中村富美子、古性正己、松野敬宣、
吉澤たち子、米重哲彦、渡邊喜一郎、
樫の実会会長濱中曉子、読み語りボラン
ティアグループ代表高橋妙子

自治功労
《区議会議員》浅子けい子、かねだ正、
へんみ圭二
《行政委員》河本孝美
《町会・自治会長》石毛文子、石坂由勝、
内田きよみ、大瀧圭三、加藤義久、
上岡秀年、香山龍一、北嶋重司、
小泉浩、小久保隆、坂野正章、佐藤勇、
嶌田昌郎、鈴木勝葊、鈴木國彦、
西方榮、野口一夫、葉本喜信、
廣川豊政、森屋晴夫
《消防団員》石鍋章、磯野正信、
五十幡一美、上野佳奈子、榎本二実子、
大場和男、軍司史剛、齋藤一幸、
齋藤幸雄、佐藤恵美、須永光、
武田晃男、田中勲、千ケ﨑隆浩、
遠山辰雄、鳴美勇吾、藤本登、
堀越英行、三田耕路、矢口美歩
《行政功労者》浅野麻由美、入間悟、
浮文宏、小川弘子、荻澤晴美、
奥野英子、久下えみ子、酒井雅男、
下岡隆之、福岡靖介、細井和男、
横内康行、吉本斉

社会福祉功労
《民生委員・児童委員》石井昇二、
重城陽子、瀬間幸子、茶圓敏江、
中島靜香、野間一夫、本藤睦美、
南方洋子
《保護司》市瀬重明、大久保友行、
倉本文寛、坂井伴好、杉本典子、
當麻誠子、髙橋弘、椿義信

社会生活功労
《社会生活事業功労者》瀧野靜江
《防火事業功労者》嵯峨野幸江、
坂本徹、鈴木又右衞門

《防犯事業功労者》川村育三、
千葉和子、平柳義雄、眞野清己、
谷古宇博
《環境保全功労者》嵯峨信子、
根本一郎、前田三重子、谷田貝知子
《人権擁護委員》小出康夫

公衆衛生功労
《学校保健衛生功労者》大山青峰、
小山悟、佐藤泰広、丹羽一司

学校教育功労
《私学振興功労者》石鍋一男、
岡村徳重、川口静水、川村佐和子、
黒田俊江、小泉敏男、千田文隆、
千葉伊代子、豊田秀一、古庄宏吉、
矢作清美、矢作信男、山﨑則子、
山下有一、横山俊隆、脇尊人、脇征子

社会教育功労
《ＰＴＡ会長》石田正次、磯村麗桜、
岩佐淳史、加藤真砂美、金本光市、
清水俊幸、仙波洋一、髙橋佑介、
田部井明、中村笑、松田信司、
宮本清江、山内清光、若山克彦

建設功労
《まちづくり事業功労者》川下政信

統計功労
長沼千香子、宮本泰雄

税務功労
池田達也、遠田明子、白井護、辻󠄀信子、
平田喜男、堀内恭治、道口好正

文化功労
《文化事業功労者》石渡育子、
勝村英世、木村幸子、西岡弘子、
正木美津子、水野靜子、吉川薫子
《文化財保護功労者》薊照夫、石井恆夫、
髙橋朋之

体育功労
《体育事業功労者》遠藤忠彥、
中川爲人、保科好秀、松橋 子

徳行者
清水康弘、田中瑞竜、内藤裕、
中村光雄、名倉静、足立区仏教会、
足立区友愛クラブ連合会、株式会社朝日
エージェンシー代表取締役小林久夫、株
式会社要興業代表取締役社長木納孝、
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、株式会社ノジマ、株式会
社三浦工務店代表取締役社長三浦啓行、
株式会社ワイズマート代表取締役社長 
吉野秀行、生活協同組合パルシステム東
京代表理事松野玲子、拓進設備工業株
式会社代表取締役神谷恭、武内製薬株
式会社代表取締役金光左儒、東京足立
ロータリークラブ、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、東京ロータリークラブ会長小島陽一
郎、中里建設株式会社、明治安田生命
保険相互会社千住支社支社長森末直樹

人命救助
上川路啓志、栗岩清治、栗岩大輔

　10月1日に区制90周年記念特別表彰式と4年度の足立区功労者表彰式
を行いました。自治功労、社会福祉功労など15分野で、区に永年大きな
功績のあった506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
足立区功労者

区制90周年記念特別表彰

令和4年度足立区功労者表彰



■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 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

「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。
●イベントなどは中止・延期にする場合があります。また、参加の際は、マスク着用などの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。

■期間＝4年11月1日～5年1月31日■場所＝区
内指定医療機関■対象等＝表1　※職場等で同
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23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1　健康増進健診 対象等　

対象 申込
5年3/31現在40歳以上で、4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

4年12/1以降に後期高齢者医療制度に
加入した方
5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2）

5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

血液・尿検査などで
健康チェック 健康増進健診 無料

表2　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

　マイナポイント付与対象となるマイナンバーカード申請期限が12月
31日まで延長されました。区では申請サポート窓口を開設しています。

日程 場所

10/11㈫〜14㈮ 東和・舎人地域学習センター／
江南住区センター／エル・ソフィア

10/17㈪〜21㈮ 新田・竹の塚・中央本町・保塚地域学習センター

10/24㈪〜28㈮ 江北・佐野・鹿浜地域学習センター／
綾瀬住区センター

10/31㈪〜11/2㈬・
4㈮

伊興・興本・花畑地域学習センター／
生涯学習センター（学びピア21内）

■時間＝午前9時～午後5時　※毎週金曜日は3時終了■持ち物＝マ
イナンバーカード交付申請書■申込＝不要　※当日直接会場へ（混
雑時は整理券を配布）
■問先＝▷制度…マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
▷サポート窓口…（区）マイナンバーダイヤル　　　  ☎5888-7707

マイナポイント事業のカード申請期限が

１２月３１日㈯まで延長
最大
2万円分
もらえる

「ワクチン接種」関連情報
オミクロン株対応ワクチン接種
■接種対象＝1・2回目接種が完了した12歳以上の方　※モデルナは
18歳以上の方が対象■接種回数＝これまでに接種した新型コロナワク
チンの種類にかかわらず、1回の接種で終了■接種間隔＝最終接種日
から5カ月（国は短縮する方向で検討中）

接種券発送スケジュール
発送対象 発送日

4年5/31までに最終接種として2・3回目のいずれかの接種をした12歳以上の方 10/11㈫
※年齢は4年10月1日時点。3回目の接種をした55～59歳の方は10月5日に発送

済み。6月以降に最終接種した方の接種券は10月24日㈪以降順次発送予定

9月26日から、陽性者への対応が変わりました
感染が疑われ、発熱、咳

せき

などの症状があり不安な方

陽性の場合

① 65歳以上の方
② 基礎疾患がある方
③ 子ども
④ 妊娠している方
⑤ 熱が高い等で、医師に相談した
い方 など

① 65歳以上の方
② 入院を要する方
③ 重症化リスクがあり、かつ新型コ
ロナ治療薬や酸素投与が必要な方

④ 妊娠している方

保健所に発生届が届く
※陽性者にはショートメッセージまた

は電話で連絡します。

左記の①～④
に当てはまら
ない方

発生届★ 対象者 発生届
対象外

症状が軽い方など、医療機関への
受診は必要がないと考える方

東京都が無料配布する抗原定性
検査キットでセルフチェック

※ホームページから申し込
みができない方は東京都
検査キット直接配送事務
局（☎0570-020-205〈毎
日、午前9時～午後７時〉）
にお問い合わせください。

いずれかで受診
● かかりつけ医
● 診療・検査医療機関

「感染に不安がある無症状の方」など、くわしくはコチラ

▲
申し込み
はコチラ

東京都陽性者登録センターに登録
※ホームページから登録が

困難な方、体調不安や困
りごとがある方は、うち
さぽ東京（☎0120-670-
440〈毎日、24時間〉）に
お問い合わせください。

▲
登録は
コチラ

診療・検査医療機関はコチラ▲

― 変更点3 ―
発生届対象外
の方は、ご自
身での登録が
必要です。

――― 変更点2―――
保健所からの連絡は発生
届対象者のみに行います。

関連情報について▶
くわしくはコチラ

★…医療機関が保健所に
行う届出

――― 変更点1 ―――
発生届の対象者が変更

接種券の取り扱い
接種状況 使用できる接種券（現在Ⓐ〜Ⓓの接種券があります） 接種するワクチン
1・2回目
未接種の方 Ⓐ未使用の１・２回目接種券（送付済み）

従来型ワクチン
※オミクロン株対応
　ワクチンは接種不可

3回目
未接種の方

Ⓑ未使用の3回目接種券（送付済み）
Ⓓ順次発送するオミクロン株対応ワクチン接種券
��Ⓓが届き次第、Ⓑは廃棄してください オミクロン株

対応ワクチン
※1回の接種で終了

4回目
未接種の方

Ⓒ未使用の4回目接種券（一部の方へ送付済み）
Ⓓ順次発送するオミクロン株対応ワクチン接種券
�Ⓓが届き次第、Ⓒは廃棄してください

4回目
接種済の方 Ⓓ順次発送するオミクロン株対応ワクチン接種券

ワクチン接種予約方法［接種実施中］
場所 使用ワクチン 予約方法
区内
医療機関
※�1・2回目
　接種の
　実施なし

◦ファイザー（オミクロン株対応）

◦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〈月〜金曜日、午前8時
〜午後8時／土・日曜日、午前8時〜午後6時〉）
◦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。

足立区
医師会館
（中央本町
3-4-4）

◦ファイザー（オミクロン株対応）
◦ファイザー（従来型）

※1・2回目接種のみ使用

◦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〈月〜金曜日、午前8時
〜午後8時／土・日曜日、午前8時〜午後6時〉）

区役所
庁舎ホール
（中央本町
1-17-1）

◦モデルナ（オミクロン株対応）
◦モデルナ（従来型）

※1・2回目接種のみ使用

※1・2回目接種を受けられる場所は、足立区医師会館と区役所庁舎ホールの2カ所です。

「臨時給付金」関連情報
　「住民税非課税世帯等への5万円給付」については、国からの
詳細が示され次第、区のホームページなどでお知らせします。

「区内での感染者の発生状況のグラフ」の掲載中止
　9月26日から、全国一律で始まった「全数届出の見直し」に
伴い、これまで広報紙に掲載してきた感染者数グラフの掲載
を中止します。 区のホームページの公表内容も変更しています▶

3・4回目接種券をお持ちの方にも改めて発送

区予約システム
（インターネット）はコチラ▶




