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No.1669

3世代
でつなぐ地域の安全・安心

セーフス
クールに挑戦！セーフス
クールに挑戦！

平成27年（2015年）12月1日発行

詳しくは 中面をご覧ください。

　豊島区は、安全・安心なまちづくりの「セーフコミュニティ」活動と、
「10の重点課題」の一つである安全で健やかな学校づくりの「イン
ターナショナルセーフスクール（ISS）」活動に取り組んでいます。
　富士見台小学校では、ISSマスコット「フジミー・アイミー」を作り、
楽しく活動しています。

あわてず歩こう調査隊や、
安全目標の放送をして、

「フジミー・アイミー」たちと
けがの少ない学校にしたい！

学校の安全学習での
地域ゲストティーチャーは、

年間200名以上！
合い言葉は「地域に学び、
地域に返す」です。

ウサギとのふれあい会や
ビオトープとのふれあいで、

心を豊かにして
安全な学校にしたいです！

安全・安心特集
2・3面
　

4・5面

●
　

●

みんなでつくる
セーフコミュニティとしま
まちの安全・安心をまもります

アイミー フジミー



　富士見台小学校の学区には3つの町会の中心に区民ひろ

ば富士見台があり、運営協議会ができて10年、セーフコミュ

ニティの拠点となって5年…そうした積み重ねがISSにつな

がっています。ひろばでの子育て世代向けのシンポジウム

や、ひろば祭り、トキワ荘イベントなど、世代間交流の場

づくりを進めていますが、ただ楽しいだけの交流に終わら

せず、地域で子どもたちを見守る関係を築いていきたいと

考えています。
　時代の大きな変化に世代間の距離はありますが、一緒に

ISSに取り組むことで、地域の人たちの学校や子どもたちへ

の意識も高まってきています。温かい気持ちで見守り、子ど

もが羽目を外した時にやんわり叱れる、そんな高齢者が増

えてほしいですね。

南長崎二丁目町会長　足立菊保さん
地域の温かい見守りをつくります

　もともとこの地域は程よい付き合いのできる環境があると思います。
最近は、保護者の学校行事への参加率も高くなり、互いに顔見知り
になって学校に目が向いてきましたね。また、子どもたちも以前はあ
まり自己主張をするという感じではありませんでしたが、ISSという目
標ができたことで、マスコットキャラクターを作るなど、積極性が見え
るようになりました。ISSの目標を持って活動することで学校と地域の
距離感が縮まってきて、交流の輪が地域の中に広がってきています。

豊島区立富士見台小学校PTA会長　杉山直樹さん

「つかずはなれず」の居心地のいい関係
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―現在、委員長を務めている外傷サーベイ
ランス委員会について教えてください。
●外傷サーベイランスは、地域におけるけが
の発生状況を継続的に把握する仕組みです。
いつ、どこで、どのような事故が起こっている
のかといったデータを収集、分析し、事故や
けがを防止するわけです。豊島区では救急搬
送のデータに基づいて、高齢者の安全、学校
の安全、自殺・うつ病の予防をはじめとする
優先順位の高い10の分野を割り出しています。
―そうしたデータの活用が、セーフコミュニ
ティに必要とされる「科学的根拠に基づいた実
践」なのですね。
●そのとおりです。ただし統計学的に見ると
十分なデータとは言えない状況もあります。
一方で、たとえば自転車ヘルメットの着用に
よって子どもの頭部外傷や致死率が減ること
はわかっています。そこでまずは着用率を上げ
ていく。それが長期的な視点で事故の減少に
つながれば成果になります。高齢者の転倒事

故対策として、介護予防教室を行なうのもそ
うでしょう。私は短期・中期的な成果にこだ
わる必要はないと思っているんです。むしろ一
般に効果があると言われる取組みを展開して
いく。そうすることでゆくゆくは何らかの効果
を発揮し安全・安心なまちになっていくだろう
と考えています。今後は私たちから改善・防
止のために効果のある取組みを提案していく
ことも考えています。
―斬新な取組みを編み出すというより、一
般に効果があるとされることを続けることが大
切なんですね。
●もう一つは社会的なつながりを強めることで
見えてくる成果もあります。全国の飲酒運転に
ついてのデータを見ると、実は厳罰化される
前から事故は減ってきています。と言うのも、
悲惨な事故を受け、住民の間から何とかしな
ければという機運が起こってきた現状があっ
た。社会的な規範が変わることで事故は減る
んですね。

池袋のような繁華街を例にとると、単にトラ
ブルを減らすだけでなく、暮らす人も、訪れ
る人も安心して歩けるまちをつくろうとする意
識が重要だと思います。なんとなく安心だな
と肌で感じる「体感治安」を向上させることが、
大切です。
―再認証を受けるためにも、コミュニティの
力を強化していくことが必要なのでしょうね。
●どのくらい認知されたか数値を出すこともも
ちろん大切ですが、結果の部分を見ていけれ
ばいいのかなと感じています。楽しいお祭り
を企画すれば人が集まってきますね。と同時
に危険な要因も見えてくる。そこで「あそこが
危ないね」とモノが言える環境が大切です。こ
うした活動を通じて、区役所と住民の間に、
同じ目線からまちを考える関係ができていくこ
とが望ましいでしょう。認証のための活動か
らさらに進んで、皆さんで真のセーフコミュニ
ティになるためにアクションを起こしていけれ
ばよいですね。

長い目でコミュニティの力を
高めていきましょう

セーフコミュニティとは？

セーフコミュニティへの取組み方

豊島区セーフコミュニティ専門委員　
豊島区外傷サーベイランス委員会委員長
筑波大学医学医療系教授

市川政雄さん

　セーフコミュニティ専門委員としてスタート時か
らアドバイスをいただいている市川教授に、豊島
区の現状、5年に1度の再認証に向けたこれから
の取組みについて伺いました。

「学校の安全」には、校内の安全と、通学路など校外の安全の両面で取り組んでいます。

　インターナショナルセーフスクールとは、
安全な教育環境づくりを目指す学校に認め
られる国際認証です。体・心のけが、その
原因となる事故やいじめ、暴力を予防する
ことで、安全で健やかな学校づくりを進め
ています。
　平成24年11月に朋有小学校が区内初の
国際認証を取得しました。今年度は富士見
台小学校の認証取得と、朋有小学校の再認
証取得が決定しました。さらに仰高小学校
と池袋本町小学校も、来年度の認証取得に
向けて取組みを開始しました。

「インターナショナルセーフスクール」とは？
学校の安全

★仰高小学校

★池袋本町小学校

★富士見台小学校

　区内22すべての小学校区に「地域区民ひろば」が設置されており、10の対策委員
会と連携して、けがや事故の予防につながる様々な学習プログラムを行なっています。
お近くの区民ひろばで、プログラムに参加してみませんか？

紙芝居を通じ、安全な場所や危険
な場所を親子で学習します。

手足を使った脳トレーニングを実施します。

様々な障害への簡単な
手助け方法を学びます。

乳幼児のけがの
防止に役立つ情
報を発信します。

★としまあんぜんキャラバン隊 ★ミニキッズセーフ

★障害者サポート講座

★認知症予防プログラム

地域のセーフコミュニティ活動拠点「区民ひろば」

認証取得に向けての取組みを宣言し、活動を開始しました。

学区域内の安全マッ
プを作成し、危険箇
所を確認しています。

学校・保護者・地域による三世
代交通安全教室を開催しました。

★朋有小学校
自転車に乗る動作や交通安全ルール
を学んでいます。

　世界保健機関(WHO)が推奨する、安全・安心ま
ちづくりの国際認証制度です。平成24年11月、本区
は日本で5番目、東京では初めてこの国際認証を取得
しました。
　「セーフコミュニティ」には世界共通の指標があり、
住民・地域団体・行政などが継続して、不慮の事故
やけがの予防に取り組んでいる都市が認証されます。

　地域団体などの幅広い「連携・協働」と「科学的手法
の活用」で、生活の安全と健康の質を高めていくまち
づくり活動を続けています。

行ってみよう！
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重点課題に対応する10の対策委員会

豊島区セーフコミュニティ推進協議会
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みんなでつくる　

～続けよう 安全・安心 まちづくり～
セーフコミュニティとしま

■問企画課セーフコミュニティ推進グループ☎3981－1782
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悪質な客引きに
ご注意ください

このセリフが出たら要注意！！
　●携帯電話の番号が変わったよ。
　●電車の網棚に会社の鞄を置き忘れた。
　●会社で不倫して相手を妊娠させた。
　●株で失敗して会社の人に借金した。
このような手口の詐欺が横行しています。慌てず、落ち
着いて、元々の携帯電話の番号に電話しましょう。
不審な電話がかかってきたら、まず家族や警察に相談を！

振り込め詐欺
の被害が多発しています

それは本当に「お子さん」ですか？！

［登録方法］
t-toshima@sg-m.jpに空メールを送り、返信されたメー
ルに記載されている手順に従って登録してください。右記二次元
コードからも登録できます。

くらしの安全・安心に役立つ情報を
タイムリーにメール配信しています。

ぜひご登録ください。

ご利用ください

豊島区
安全・安心メール

●｢防犯情報｣…事件・事故、不審者情報など
●｢防災情報｣…災害や避難に関するお知らせ
●｢気象情報｣…注意報・警報・特別警報の発表に関するお知らせ
●｢地震情報｣…地震の発生に関する情報
●｢交通事故情報｣…交通事故や交通安全に関する情報

● ● ● ● ● ● ● ● ●警 察 署 ・ 消 防 署 よ り

●！マイナンバーをかたる電話にご用心！
電話でマイナンバーを聞いたり、マイナンバー制度に伴って｢家族構成｣を聞いたりするこ
とはありません。
「マイナンバーの調査をしています。家族構成を教えてください。自宅を訪問します」
「マイナンバーのセキュリティーにお金がかかります」
など、マイナンバーをかたる不審な電話がかかってきたら、「110番」 「＃9110」や
最寄りの警察署、消費生活センター、消費者ホットライン「188」に相談してください。

●！住宅用火災警報器はついていますか？
いざという時、あなたに火事を知らせて命を救います。各部屋
や階段などに設置し、日頃から適切に維持管理をしましょう。

●！地震から命を守る家具転倒対策
今後30年以内に70％の確率で発生すると予想されている首都
直下地震。食器棚、家具、テレビなどを固定し、転倒・落下・
移動防止措置を行なうことが大切です。

●！救急車の適正利用をお願いします
病院へ行ったほうがいいのか？救急車を呼んだほうがいいの
か？迷ったら、
東京消防庁救急相談センター「＃7119」へ！

●！年末に向け、空き巣に警戒してください！
●ほんの少しの外出でも鍵をかける　
●高額現金は置いておかない
●防犯カメラ・センサー、補助錠などを活用
不審な人を見かけたらすぐ「110番」へ。

いらっしゃいませ～

1人3,000円だって…

こちらもおかわり
で～す

ドリンク
お願いねぇ～

フルーツ頼んで
いいですか～

なんかすごい
ペースだなぁ…

客引きはうちとは関係ないよ、
飲んだ分はちゃんと払って

もらわないと

現金がなければ
ATMでおろしたら

やっぱり、
うまい話はない
ってことだなぁ

客引きに
ついてっちゃ
ダメだな

お金は用意しますけど、
新宿までは行けません。
自宅の近くまで
来てくれませんか。

まぁ3,000円
ぽっきりだから

1時間で
止めなきゃ

それがさぁ、中に取引先に渡す
300万円の小切手が入っていて
無くなったら大変なんだよ。

また連絡する。

それでは
部下を向か
わせます。
携帯番号を
教えてください。

あら！公務員って取引先に
小切手ってないわよねぇ？
ひょっとしてサギ？？

逮捕！！
うわーー

だまされたーー！！

振り込め詐欺撃退のための
｢自動通話録音機｣を
無料で貸し出します
かかってきた電話に自動で
警告メッセージが流れ、
通話を録音します。
◇対象…区内在住のおおむね
65歳以上の方がいる世帯
■問防災危機管理課治安対策担当☎3981-1433
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（オレオレ詐欺、
母さん助けて詐欺）

区では、迷惑行為防止重点地区において、
以下の行為が禁止されています。

●池袋駅東口周辺地区
　東池袋１・３丁目、南池袋１丁目
●池袋駅西口周辺地区
　池袋１・２丁目、西池袋１・３丁目
●大塚地区　北大塚１・２丁目、南大塚２・３丁目
●巣鴨地区　巣鴨１～３丁目

被害に遭わないために迷惑行為防止重点地区

①客引き行為・路上スカウト行為
②客引きを目的とした客待ち行為、路上スカウトを
　目的としたうろつき行為
③違法な客引きを受けた客を店舗に立ち入らせること

禁止行為

■問豊島消防署☎3985-0119、池袋消防署☎3988-0119

※迷惑メールの拒否設定をしている方は、送信元アドレス｢toshima@
　sg-m.jp｣からのメールを受信できるように設定してください。 
※登録料は無料です。ただし、メールの受信にかかる通信料は利用者負担となります。

これらの行為をしている者(店舗)に対し、書面による指導・
警告・勧告を行ないます。それでも従わない場合は、氏名
などの公表とともに、５万円以下の過料を科します。
まずは、客引きについていかないことが一番の対策です。も
しこのようなことに巻き込まれたら、警察に相談してください。

■問巣鴨警察署☎3910-0110、池袋警察署☎3986-0110、目白警察署☎3987-0110■問防災危機管理課危機管理担当☎3981-1467

もう少し飲みたいなぁ

やっぱり小切手が無くなっていたよ。
300万円なんとかならないかな。

上司にかわるね。

二次会いこうぜ

キャバクラいかがっすか。
1時間1人3,000円ポッキリ！

ホントに、安いねぇ。
じゃあ、いこう

客引きの話
と違うよ！

もしもしオレだよ。
電車にカバンを忘れちゃって、
会社から電話してる。

忘れ物センターに届けを出したから、
そっちに連絡あるかも。

遺失物センターの○○です。
▲▲さんのお宅ですか。

忘れ物のカバンが届いています。

母さん、
連絡なかった？

見つかったって連絡
あったよ。良かったね。

それは詐欺だよ。
すぐ警察に
連絡して！

今日の3時までにないと
責任とることになりますね。

新宿まで現金を
届けに来られませんか。

■問

ま
ち
の
安
全・安
心
を
ま
も
り
ま
す

客引きにだまされボッタくられたの巻 オレオレ詐欺撃退！の巻



「　子母神plus」は豊島区｢女性にやさしい
まちづくり｣のための「としま　子母神プロ
ジェクト」のひとつです。誰もが一生を通して
こころもからだも健康に、また、結婚や妊娠・
出産・子育てなどのライフプランニングを自

らの力で行なって
いけることを目指
して、多様な発信
をしていきます。
併設のAIDS知ろ
う館もあわせてご
利用ください。
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●対象…区内在住または区立小学校在学の小
学生で、放課後帰宅しても保護者の就労、疾病な
どにより適切な保護を受けられない児童※利用
要件あり。
●利用時間…平日／放課後～午後６時、学校休
業日／午前８時15分～午後６時(土曜日は午後
５時まで。日曜日・祝日・年末年始は除く)※平日
の午後５時以降、および学校休業日・土曜日の午
前9時前からの利用は、保護者の勤務時間や通
勤時間などの関係で必要な場合のみ利用可。
●利用料…月額4,000円。夏休み中の午前９時前からの利用は1,000円
増額(減額・免除制度あり)※午後５時以降利用する方で間食を希望する
場合は、別途月額1,000円。
●受付期間…学童クラブ在籍者／12月５日㈯～21日㈪、新規利用希望
者／平成28年１月４日㈪～20日㈬※新規利用者は面談
有（要予約）
●実施施設…子どもスキップ21か所・児童館１か所
※所在地と連絡先は、右記の二次元コードから区ホーム
ページの施設一覧でご確認ください。
■申 12月1日から各学童クラブで配付する利用申請書などの必要書類を、
受付期間内に希望する学童クラブへ提出。
一部施設で終了時間を延長します
●実施施設…子どもスキップ仰高・清和・池袋第一・南池袋・長崎
●対象…新１・２年生で延長を実施する学童クラブに利用申請し、かつ保
護者の就労時間(通勤時間を含む）が午後６時を過ぎる児童。
●利用時間…午後７時まで(平日のみ）※保護者のお迎えが必要。
●利用料…月額1,000円増額(減額・免除制度あり)
■申利用申請書提出時に｢終了時間延長申込書｣を提出。

すべての妊婦さんにゆりかご面接を実施し、応
援グッズをお渡ししています。ゆりかご面接券を
お持ちの方は忘れずに予約してください。また、
出産後から満1歳までは子育て支援課から誕生
お祝い品をプレゼントしています。
■問・ゆりかご面接・応援グッズ…健康推進課☎
3987－4172、長崎健康相談所☎3957－1191
・おめでとう面接・誕生お祝い品…子育てイン
フォメーション☎4566－2487、東部子ども家
庭支援センター☎5980－5275、西部子ども家
庭支援センター☎5966－3131

21世紀は「人権の世紀」といわれています。人権週間は、
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ
尊厳と権利について平等である」とうたった世界人権宣
言の趣旨と重要性を、広く国民に訴えかけるとともに、
人権尊重思想の普及高揚を図るために定められています。
■問総務グループ☎3981－4451

記念特別展示を開催します。ぜひ、ご覧ください！
●はばたけ！マンガ家のたまごたち展
平成28年3月31日㈭まで　午前10時～午後5時（最終
入館は午後4時30分）※月曜日(祝日の場合は翌日)と
年末年始は休館
◇かつて赤塚不二夫が仕事
部屋として借りた「紫雲荘」。
今も現存するこのアパート
を活用して、マンガ家をめ
ざす若者を街ぐるみで応援
する「紫雲荘活用プロジェ
クト」を行なっています。今
年は、本プロジェクト開始
から５年目の節目の年です。
それを記念し、紫雲荘で作
品を制作する若手マンガ家
の作品などを展示。
■問トキワ荘通りお休み処☎6674－2518
●トキワ荘写真展
平成28年3月31日㈭ まで　椎名町駅ギャラリー
◇手塚治虫や寺田ヒロオをはじめとした、マンガ家が暮
らした当時の懐かしい写真を多数紹介。
■問区観光交流グループ☎3981－1316

平成28年度　学童クラブ利用案内

～池袋保健所・健康情報スペース～

ゆりかご応援グッズ・誕生お祝い品の
お受け取りをお忘れなく！

12月4日～10日は人権週間です

12月に
トキワ荘通りお休み処が
2周年を迎えます

冬季は、ノロウイルス集団食中毒が急増し12～１月にピーク
となる傾向があります。この時期は、特に注意しましょう。
■問食品衛生担当係☎3987-4177
●ノロウイルスによる食中毒の特徴
ノロウイルスは、ごく少量でも手指や食品などを介して口から入ると、１～２日後におう吐、下痢、発
熱などを起こします。小さな子どもや高齢者などは脱水症状を起こしたり、おう吐物をのどに詰まらせ
たりすることがあります。また感染者のおう吐物、便には大量のノロウイルスが含まれています。通常
１週間、長い場合は３週間ほどノロウイルスが排泄されている場合があるので注意が必要です。

●予防のポイント
●手をよく洗いましょう　トイレのあと、調理の前、食事の前には必ず手を洗いましょう。石けんを十
分泡立て、指先や指の間などをていねいに洗い、すすぎを十分に行ない、清潔なタオルまたはペーパー
タオルで拭きます。石けんでよく洗うことはウイルスを手指からはがし落とす効果があります。
●二枚貝はよく加熱しましょう　加熱用カキ、アサリ、シジミなど「生食用」と表示されていない二枚貝は、
中心部まで加熱(85℃～ 90℃で90秒以上)して食べましょう。半開きの貝は加熱不足です。
●二次感染を防ぐおう吐物処理方法

ノロウイルス食中毒を予防しましょうノロウイルス食中毒を予防しましょう締切が例年より早くなっています。注意してください。

土・日曜日の入園申込窓口の開設
12月5日㈯・6日㈰　午前9時～午後5時
受付窓口はたいへん混み合い、待ち時間が長くなることが予想されます。
必要書類はすべてそろえ、もれなく記入のうえ、余裕をもって申し込んでく
ださい。詳しくは、「平成28年度豊島区認可保育施設入園のしおり」をご
覧ください。
■問保育課入園グループ☎3981－2140

平成28年4月保育園入園の
申込締切は12月11日㈮です

開園情報は、決まり次第区ホー
ムページでお知らせします。11
園の開設は平成27年11月現
在の予定です。やむをえず開設
の延期や見合わせとなる場合
があります。
■問私立認可保育所…施設型給
付グループ☎3981－1823、
小規模保育施設…地域型保育
グループ☎3981－1961

12月12日㈯　午前10時～午後3時　
池袋本町プレーパーク(池袋本町公園内)※雨天中止
さつまいも、りんごなどをアルミに包んで、かまどベンチで焼
いて食べましょう。食べたあとは…いっぱい遊んじゃおう！
◇汚れてもよい服装で
参加。
■申当日直接会場へ。
■問NPO法人豊島子ど
もWAKUWAKUネ ッ
トワーク　栗林☎090
－3519－3745

平成28年4月1日に私立認可保育所と
小規模保育施設11園を新規開設予定です

プレーパークで焼きいもパーティー

●20・30代向け健康情報…都内初！ 性感染症、メ
ンタルヘルス、がん対策、栄養、歯科、食品衛生、環
境衛生、女性と仕事など、多様な情報を発信

●トピックスコーナー…時期ごとのテーマに沿っ
た展示を行ないます。

●「今月の本」コーナー…㈱くまざわ書店池袋店
おすすめの書籍を月替わりで紹介。

●妊産婦向けのＱ＆Ａ…ベネッセ発“妊婦さんが
聞きたいこと”に答えるコーナー(月替わり展示)

※事業協力…㈱ベネッセコーポレーション、㈱く
まざわ書店池袋店、NPO法人ファザーリング・
ジャパン

■問健康推進課保健指導係
☎3987－4174

私立認可
保育所

西巣鴨・学びの保育園
グローバルキッズ西池袋園
太陽の子池袋本町保育園（※）
アスク池袋本町保育園
グローバルキッズ東長崎園
あい・あい保育園　要町園
コンビプラザ駒込ちどり保育園
このえ駒込小規模保育園
おうち保育園すがも
ソラーナ目白保育園
ドリームキッズにし池袋保育園（※）

西巣鴨
西池袋
池袋本町
池袋本町
南長崎
要町
駒込
駒込
巣鴨
目白
西池袋

小規模
保育施設

種類 保育所名（仮称） 所在地

当センターは「虐待される障害
者」「虐待してしまう養護者」
の両方を支援しています。
ひとりで抱え込んだり放置し
たりせず、地域社会の支援を
受けながら問題を解決してい
きましょう。

■問障害者虐待防止センター
(心身障害者福祉センター内)
☎3953－2870、■FAX3953－
9441、■EMA0015702@city.
toshima.lg.jp

障害者虐待防止センターにご相談ください
  相談窓口
障害者虐待に関する相談や虐待の通報などを受け付けています。
下記のような状況を見かけたり、虐待かどうか迷った時には相
談してください。通報や届け出をした人の情報は守られます。
①身体的虐待…殴る・蹴る・つねる・やけどさせる・縛りつける・
閉じ込める・不要な薬を飲ませるなど。
②性的虐待…性交・性器への接触・裸にする・キスをする・
性的雑誌やビデオを見せるなど。
③心理的虐待…怒鳴る・ののしる・悪口を言う・仲間に入れ
ない・子どもあつかいする・わざと無視するなど。
④放棄・放任(ネグレクト) …十分な食事を与えない・必要な
医療や福祉サービスを受けさせないなど。
⑤経済的虐待…勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要
な金銭を与えない・年金や賃金を渡さないなど。

  家庭訪問
虐待や虐待のおそれのある家庭へ相談支援専門員が訪問しま
す。必要に応じて障害者の短期入所など障害福祉サービスの
利用を促したり、専門機関の紹介を行なうなど、介護負担を減
らす支援をします。

  保護体制
虐待を受けて命などにかかわる緊急事態には障害者を施設に
保護して、虐待した家族などの養護者から一時的に分離します。
状況に応じて面会を制限することもあります。

  カウンセリング
虐待を受けた障害者や虐待をしてしまった家族などのために、
専門家によるカウンセリングを実施します。

●人権の花
命の大切さや愛おし
さを感じてもらうた
め、区内の小学校で
きれいな花を種から
育てています。今年は
17校が参加しました。

●人権メッセージ・人権作文
小・中学生が人権尊重の大切さについてメッ
セージや作文を書いています。今年度、㈻十文
字学園十文字中学校／冨本優香さんの作品が、
全国中学生人権作文コンテスト東京都大会で、
最優秀賞を受賞しました。

法務大臣から委嘱されている人権擁護委員が、
法務局とも連携しながら問題の解決と救済に取
り組んでいます。

●人権身の上相談
名誉毀損やいやがらせ、家庭内暴力など、人権
侵害についての相談窓口です。
毎月第２・４木曜日　午後１～４時(予約不要）
区役所本庁舎４階面接・相談室401
■問区民相談グループ☎3981－4164
●携帯電話・人権相談
24時間365日、受付中。人権相談に限らず小・中
学生のみなさんも気軽に相談してください。
専用電話☎090－7206－2772

●人権週間パネル展
人権の大切さを感じるためのパネル展を開催します。
12月7日㈪～11日㈮　午前8時30分～午後5時15分
※7日は午前11時から　
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

●街頭啓発活動
人権意識を高めるため、街頭で啓発物品の配布や呼び
かけをします。
12月10日㈭　午前11時から　池袋駅東口

●夜間人権ホットライン（相談無料）
弁護士による人権相談、法律相談を電話で受け付けます。
12月10日㈭　午後５～８時
専用電話☎5808－0906、☎5808－0907

❷おう吐物の外側からペー
パータオルで覆い、0.1％次
亜塩素酸ナトリウム溶液（塩
素系漂白剤）をふりかける。

❶窓を開放し、換気
をよくして、手袋、
マスク、エプロンを
着用。

❸ウイルスが飛び散らないように外側から
内側に向けて拭き取り、ポリ袋などに入れ
てしっかり縛る。おう吐物が付着していた
床とその周辺を❷の溶液に浸したペーパー
タオルで10分間覆い、その後水拭きする。

❹手袋、マスク、エプ
ロン、使用したペーパー
タオルをさらにポリ袋
などに入れる。処理後
はしっかり手を洗う。

焼けたおいもを
みんなでもぐもぐ

21世
「すべ
尊厳
言の
人権
■■■総12月4日～10日は人権週間です

みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～

※の園は、認証保育所から移行予定です。

平成23年の第１期生募集時のチラシで
す。現在は入居者の募集はしていません。

人人人人人 の みみ 人人人人人 人人人人権人権啓発の取組み 人権相談 人権週間関連事業

■問各学童クラブ、放課後対策グループ☎3981－1058



平成27年 豊島区この一年
1月
●区役所旧庁舎最後のロビーコンサート

7月
●区民ひろば目白オープン、区民ひろ
ば10周年の節目に全地区整備完了
●豊島区の人口が28万人を突破 ※
●池袋駅周辺地域が｢特定都市再生
緊急整備地域｣に指定

●「特別養護老人ホーム整備等の新た
な整備手法に関する調査研究会」ス
タート

8月
●日本版CCRCの実現に向け、区長・秩父市長・日本創成会議座長による三
者会談開催

●新総合防災システム構築、世界初の「群衆行動解析システム」導入
●東京圏「国家戦略特区」が都内全域に拡大

9月
●世界陸上男子200メートル決勝進出のサニブ
ラウン選手（城西大学付属城西高等学校）が
高野区長を表敬訪問

●戦後70年企画「戦後池袋－ヤミ市から自由文
化都市へ－」＆「戦後70年平和展」開催 ※

●「女性にやさしいまちづくり」で、新区民セン
ターのパブリックトイレ整備の構想発表

●都市構想から実現戦略へ、「アー
ト・カルチャー都市懇話会」設置
●池袋副都心交通戦略「路上駐停
車を減らす実証実験」実施

●「防災サミットin豊島」開催 ※

12月
●「特別養護老人ホーム整備等の新たな整備手法に関する調査研究会」検討
結果報告

10月
●ワーク・ライフ・バランスにつ
いて考える「としま100人社長
会」開催

●4つの注目イベントが大集結！
「池袋オータムカルチャーフェス
ティバル」開催 ※

2月
●危険ドラッグ・暴力団追放豊島区
民決起大会に区民800人参加 ※

●日本ユネスコ協会連盟未来遺産
「雑司が谷がやがやプロジェクト」
登録証伝達式 ※

●27年度予算案発表、持続発展都
市に向け施策の重点化

●「女性にやさしいまちづくり」で『と
しまF1会議』の提案を予算化、
報告会開催

▲最後の1店舗を廃業に追い込み、危険ドラッグ
販売店｢ゼロ｣宣言

▲28万人目の区民へ記念品贈呈

▶
パリ・ニューヨーク・
東京を結ぶ国際公募展、
新庁舎まるごとミュージアムで初開催▲最終審査が行なわれた区議会議場

▲高野区長5選を果たし初登庁▲「豊島区客引き行為等の防止に関する条例」
施行に合わせ区独自の警備隊結成

4月
●「豊島区繁華街警備隊」出陣 ※
●「第1回豊島区総合教育会議」開催
●池袋本町電車の見える公園で高放射線量検出、原因物質を除却し安全宣言
●豊島区議会議員・豊島区長選挙 ※

5月
●旧庁舎閉庁、新庁舎オープン！ ※ 
●年間345日、土・日曜日開庁スタート
●『としまF1会議』の提案を受け、｢子育
てインフォメーション｣開設
●新庁舎全フロアで「フリー Wi-Fi」サー
ビス提供
●新庁舎屋上庭園「豊島の森」で小学生
の環境学習スタート

●国際公募展「アート・オリンピア2015」開催 ※

3月
●「第1回リノベーションスクール＠豊島区」都内初開催（第2回：9月開催）
●旧庁舎地活用事業の優先交渉権者決定
●｢豊島区国際アート・カルチャー都市構想｣策定、新キャラクター名称を公募し、
「そめふくちゃん」に決定 ※
●新庁舎落成式・見学会に約15,000人
　来場 ※
●「豊島区基本構想」改定
●「豊島区都市づくりビジョン」策定

▲新庁舎開庁式でのテープカット

11月

6月

アニメ、ゲーム、マンガ、シネマ、コスプレ、
マルシェでマチがひとつになる
▶

※は写真が掲載されているもの

リ・ニューヨーク・
京を結ぶ国際公募展

※

▲そめふくちゃんとその生みの親「国際アート・
　カルチャー都市プロデューサー」髙井喜和氏

登録証を囲む雑司が谷地域の
皆さんとユネスコ協会関係者 ▶

復興の原動力、池袋の戦後
はヤミ市からはじまった ▶

▲防災協定締結14自治体が連携強化に向け共同宣言

ちゃん
　カルチャー都市
▲そめふくち
カルチャー

親「国際アート・

定
ョン」」策定

▲全国初！マンション一体型本庁舎完成
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国際アート・カルチャー都市としま

広   報
情 報 版

介護保険事業の実施状況（平成26年度実績）

パブリックコメントパブリックコメント

まちづくりまちづくり

ご意見をお寄せください

Ⅰ「豊島区景観計画（原案）」および
「豊島区景観条例（案）」をまとめまし
た
豊島区は地域の特性を生かした個
性ある美しい景観づくりを進めるた
め、12月1日から景観法に基づく景
観行政団体となりました。これに合
わせて「豊島区景観計画」および「豊
島区景観条例」を策定・制定します。
この計画と条例について、パブリッ
クコメント（意見公募手続）制度に基
づき、区民の皆さんのご意見をお聴
きします。
�区民説明会…12月12日㈯ ①午前
10時～11時30分 千早地域文化創造
館◇高松、要町、千早、長崎、南長
崎、千川地域の方、②午後2時～3
時30分 雑司が谷地域文化創造館◇
南池袋3・4丁目、雑司が谷、高田、
目白、西池袋2丁目地域の方。12月
19日㈯ ③午前10時～11時30分 巣
鴨地域文化創造館◇駒込、巣鴨、西
巣鴨、北・南大塚、上池袋1丁目地
域の方、④午後2時～3時30分 上
池袋コミュニティセンター◇池袋本
町、上池袋2～4丁目、東池袋、南

池袋1・2丁目、池袋、西池袋1丁
目・3～5丁目地域の方。⑤12月21
日㈪ 午後7時～8時30分 生活産
業プラザ◇全体
いずれも◇当日直接会場へ。
Ⅱ「豊島区リノベーションまちづく
り構想（案）をまとめました」
区では、空き家・空き店舗などの

遊休不動産を活用し、働きながら住
み続けられる女性にやさしいまちづ
くりの実現を目的とした構想を策定
します。パブリックコメント（意見
公募手続）制度に基づき、区民の皆
さんのご意見をお聴きします。
●閲覧できます
Ⅰの原案および条例案の全文と、
Ⅱの構想案は、平成28年1月6日ま
で、いずれも行政情報コーナー、区
民事務所、図書館、区民ひろば、区
ホームページで閲覧できます。Ⅰは
都市計画課、Ⅱは住宅課、池袋保健
所、子ども家庭支援センターでも閲
覧可。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに①ご意見②〒・住所

③氏名または団体名（代表者名・担
当者）を記入し、郵送かファクスか
Ｅメールで、1月6日（必着）までに、
Ⅰは「都市計画課街並み景観グルー
プ」、Ⅱは「住宅課マンション担当グ
ループ」へ。直接各グループ窓口へ

持参も可※個別に直接回答はしませ
ん。
█問Ⅰ街並み景観グループ☎4566‐
2633、█FAX3980‐5135、█EMA0022603
@city.toshima.lg.jp、Ⅱマンショ
ン担当グループ☎3981‐1385、█FAX
3980‐5136、█EMA0022901@city.tos
hima.lg.jp

特定整備路線沿道地区地区計画
等の案の縦覧と意見書の募集

◇対象地域…補助81号線沿道巣鴨・
駒込地区（巣鴨5丁目、駒込6～7
丁目）、上池袋二・三・四丁目地区
（上池袋2～4丁目）、池袋本町地区
（池袋本町全域）、補助172号線沿道
長崎地区（長崎1～5丁目）、◇計画
案の内容…地区計画（建築物等の用
途の制限、建築物の敷地面積の最低
限度、壁面の位置の制限、壁面後退
区域における工作物の設置の制限、
建築物等の高さの最高限度、建築物
等の高さの最低限度、建築物等の形
態または色彩その他の意匠の制限、
垣またはさくの構造の制限）、防火
地域及び準防火地域の変更、高度地
区の変更、特別用途地区（第二種特
別工業地区）の変更、◇縦覧…12月

15日㈫まで 都市計画課窓口、◇意
見書の提出…郵送かファクスで12月
15日（消印有効）までに「都市計画課
都市計画グループ、█FAX3980‐5135」
へ※直接当課窓口持参も可。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

①第1号被保険者数および要
支援・要介護認定者数の推移
平成12年度末と比べて、平成
26年度末の第1号被保険者数
は28％増加し、要支援・要介
護認定者数は2倍強に増加し
ています。
また、出現率（第1号被保険
者に占める要支援・要介護認
定者の割合）も平成12年度末
の約1．7倍増となりました。

12月18日㈮～25日㈮※土・日、祝日を除く 午前8時30分～午後5時15分（25日は午後4時まで） 区役所本庁舎8階
◇今年度は小学生の部69点、中学生の部324点の応募がありました。未来の有権者の皆さんの作品を展示します。
●小学生の部…最優秀賞／萱場いずみさん（豊成小6年）、優秀賞3名／大関唯希さん（池袋小4年）、初谷和迦さん
（目白小5年）、岡野晴貴さん（目白小4年）、●中学生の部…最優秀賞／五十嵐ななさん（明豊中3年）、優秀賞15名／
今井友梨さん・杉原悠太さん・森岡 希さん・澤本雅史さん・山本啓太さん・伊藤友人さん・木船水結さん・水口真
理さん（明豊中2年）、宮崎梨緒さん・三住冬弥さん（明豊中3年）、馬場來夢さん・�尾水希さん（西池袋中1年）、細
井ゆうきさん（巣鴨北中3年）、星野千慧さん（駒込中3年）、岡安幹太さん（池袋中3年）
※最優秀賞・優秀賞作品のみ展示します。 █問選挙管理委員会事務局☎4566‐2821

②保険給付費の推移
平成26年度の保険給付費は
約165億5千万円で、平成
12年度の約2．8倍増となり
ました。高齢化が進展する
中、保険給付費は今後も増
加していくと見込まれます。
③相談・苦情の状況
高齢者総合相談センターや
介護保険課窓口では、サー
ビスの利用者やその家族な
どからの相談・苦情を受け付けています。平成26年度は464件の相談・苦
情が寄せられました。
◇介護保険サービスを利用するには…区内8か所の高齢者総合相談センタ
ーまたは介護保険課窓口で要介護認定の申請をしてください。
█問当課認定審査グループ☎3981‐1368

通知カードが区役所に戻ってき
た方に、順次「受け取り案内はが
き」を送付しています。本人確認
書類を総合窓口課に持参し、通知
カードを受け取ってください。
「受け取り案内はがき」が届かな
い方の自宅を区の職員が訪問する
ことがあります。職員がマイナン
バーを聞いたり、金品の要求をす
ることは絶対にありません。
※訪問の際、職員は顔写真付きの
住民基本台帳調査員証を携行して
います。
詳しくは問い合わせてください。
█問通知カード受け取り…総合窓口
課☎3981‐4782、訪問…東部区民
事務所☎3915‐9961、西部区民事
務所☎4566‐4021

「としま情報スクエア」

12/1 区内のケーブルテレビ（としまテレビ）で区の情
報番組を生放送でお届けします。
◇毎週木曜日～翌月曜日 午前１１時から２０分間
◇再放送３回（午後５時・１０時、翌朝午前７時）平成27年（2015年）
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「明るい選挙ポスターコンクール」作品展示会

▲中学生の部【最優秀賞】
五十嵐ななさんの作品

介護が必要になっても、住み慣れた地域でできる限り自立した
生活を送ることができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える
しくみとして、平成12年から介護保険制度が導入されました。実
施状況について、詳しくは区ホームページをご覧ください。

█問介護保険課管理グループ☎3981‐1942

保険給付費

●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート（区内全店）などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。



税・国保・年金税・国保・年金

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

店舗名 電話
岩田輪業
（巣鴨4‐44‐1‐101） 3918‐1374

山岸モータース
（北大塚2‐13‐3） 3917‐3984

久保木サイクル
（上池袋2‐40‐14） 3916‐2063

玉井モーターサイクル
（池袋本町4‐25‐8） 3983‐4944

茂野サイクル
（池袋3‐69‐7） 3983‐1207

サイクルショップコバヤシ
（池袋4‐36‐5） 3982‐1541

飯箸自転車商会
（要町1‐7‐1） 3957‐0398

小崎サイクル商会
（要町2‐10‐7） 3957‐0693

マツダサイクル
（南長崎5‐16‐6） 3951‐8386

英輪社
（高田2‐10‐9） 3983‐6884

傍聴できます

講演・講習講演・講習

特別区民税・都民税（住民税）は
納期限内に納付してください

平成27年度第4
期は平成28年2月
1日が納期限です。
また、第3期（平
成27年11月2日納期限）の納付が確
認できない方へ、12月1日に督促状
を発送します。督促状を送付しても
納付や相談がないときは、財産調査
を行ない、財産が発見された場合は
差し押さえます。平成26年度は約
2，200件の差押えを実施しました。
●納付方法…納付書、口座振替、モ
バイルレジ、インターネットによる
クレジットカード納付など様々な納
付方法があります。それぞれの手続
き方法は、区ホームページをご覧い
ただくか、問い合わせてください。
●こんな時にご注意ください
①豊島区外に転出する…1月1日現
在の居住地で課税されるため、課税
された年の途中で区外に転出する場
合や日本国外に出国する場合は、豊
島区に1年度分の住民税を納付する
必要があります。出国などで国内に
住所を持たなくなる方は、納税管理
人を届け出る義務があります。
②毎月の給与から住民税を引かれて
いた（特別徴収）方がその会社を退職
した場合…特別徴収にならない残り
の住民税は、普通徴収に切り替わり、
納税者自身が納付書などで納付する
ことになります。
◇納付が困難な場合は相談してくだ
さい…病気や退職等によってやむを
えず納期限までに納付できない場合
や、生活が困窮している場合には、
分割納付などの納税相談を行なって
います。早めに相談してください。
◇納期限までに納付がない場合電話
催告・訪問催告を行ないます…納期
限までに納付が確認できない方へ区
が委託した納付案内センターが電話、

訪問で納付案内を行なっています。
※訪問員は必ず区が発行する身分証
を携帯しています。税を直接徴収す
ることはありません。
█問税務課整理グループ☎4566‐2362

国民健康保険加入者の方へ「高額
介護合算療養費の申請について」

国民健康保険と介護保険の月ごと
の自己負担限度額を適用した後の自
己負担額合計（8月1日～翌年7月
31日の1年間）が、世帯の「年間負担
限度額」※を超えた場合、申請によ
り超過分を支給します。平成28年1
月以降、対象者に申請書を送付する
予定です※「年間負担限度額」は世帯
の所得に応じて異なります。詳細は
国民健康保険課給付グループへ問い
合わせてください。
█問当グループ☎3981‐1296

ひとり親家庭等医療費助成

医療証は1月1日に年度更新しま
す。現在この助成の対象者で、平成
28年1月からも受給する方の医療証
は、12月16日ごろ発送予定です。一
部負担額が変更の方もいますので、
同封の「利用の手引き」で確認してく
ださい。なお、以前に助成を受けて
いて、平成25年中の所得が制限額を
超えたために対象外になっていた方
も、平成26年中の所得が制限内の場
合は、平成28年1月から再び対象と
なる可能性があります。1月から受
給するためには、12月中に申請が必
要です。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

ポジティブ・ディシプリン
叩かない・怒鳴らない子育て
（全8回）

1月12日㈫・19日㈫・26日㈫、2
月2日㈫・8日㈪・16日㈫・22日㈪、
3月1日㈫ 午前10時～正午 東部
子ども家庭支援センター◇親が子ど

もと同じ目線で日々の課題に向き合
う力をつけるためのプログラム。フ
ァシリテーター…セーブザチルドレ
ンジャパン◇末子が3歳～18歳の保
護者で、区内在住の全回参加可能な
方◇15名
█申12月2日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ※直接窓口申
込みも可。先着順。

区営住宅・福祉住宅のあき家
入居登録者を募集します

この募集は今後発生するあき家の
入居登録者数をあらかじめ決めるも
ので、あき家が発生した際、登録順
位に従いあっせんします。
①区営住宅（家族向け）…募集世帯数
／2人以上世帯用6世帯、3人以上
世帯用5世帯。
②福祉住宅（ひとり親世帯向け）「要
町第2つつじ苑」…募集世帯数／ひ
とり親世帯用4世帯。現に18歳未満
の児童を扶養している母子世帯、父
子世帯とも応募可能。
①②とも区内に引き続き1年以上

居住している成年者が対象でその他
詳細は、区ホームページか住宅課
（区役所本庁舎6階）、区民事務所で
配布する募集案内を参照█申12月7日
から住宅課、区民事務所で配布する
申請書に必要事項を記入し、12月7
～14日（消印有効）の間に当課住宅管
理グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐2637

平成28年度学校開放団体登録の
新規登録申請を受付けます

区立小・中学校の施設を定期的に
利用する場合は、年度ごとに学校開
放団体登録が必要です。
◇申請期間…12月1日㈫～24日㈭※
申請期間を過ぎての受付不可。申請
受付後、審査のうえ登録の可否を決
定。平成28年2月中に仮決定の予定。
█申登録要件や申請手続きなど詳しく

は、区ホームページを参照するか問
い合わせてください。
█問地域・学校連携グループ☎3981‐
1335

12月5日㈯から
リサイクル自転車を販売します

◇販売店舗…下表参照※価格は店舗
により異なる。販売台数は1店舗10
台程度
◇実施…東京都自転車商共同組合豊
島支部
█問自転車計画グループ☎3981‐2169

12・1月は寄附禁止強化月間
（冬期）です 「寄附はＮＯ！」み
んなで徹底しよう

議員・区長などの政治家や、これ
から立候補しようとしている人が、
自分の選挙区内の人や団体に対して
寄附をすることは、その時期や理由
がどのようなものであっても禁止さ
れています。また、寄附をするよう
に勧めたり、求めることも禁止され
ています。
◇政治家や候補者の寄附禁止の対象
…忘年会・新年会などへの寄附や差
し入れ、町会などの集会・旅行など
の催しへの寸志（贈り物）や飲食物の

差し入れ、開店祝いや落成式の花輪、
お中元やお歳暮、入学・卒業祝い、
病気見舞い、葬式の供花・花輪など。
◇政治家に対する寄附の勧誘・要求
の禁止◇後援団体の寄附禁止◇会社
・団体の政治活動に関する寄附禁止
█問選挙管理委員会事務局☎4566‐
2821

選挙人名簿がご覧になれます

選挙人名簿は、年に4回調製され
ます。12月2日現在の選挙人名簿お
よび12月3日現在の在外選挙人名簿
に新たに登録された方の確認ができ
ます◇日時など…12月3～7日 午
前8時30分～午後5時 区役所本庁
舎8階選挙管理委員会事務局（5・
6日は1階閉庁時勤務室）◇縦覧対
象…①平成27年6月2日～9月1日
までに転入の届出を行なった方②平
成7年9月3日～12月2日までに生
まれた方で、平成27年9月1日まで
に転入の届出を行なった方③平成27
年9月3日～12月2日の間に在外選
挙人名簿に登録を行なった方。
█問当事務局☎4566‐2821

豊島区行政情報公開・個人情報
保護審議会

12月10日㈭ 午後6時から 区役
所本庁舎5階会議室507█申当日直接
会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第11回
豊島区障害者地域支援協議会

12月17日㈭ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ3階大会議室
█申電話かファクスで12月11日午後5
時までに「障害福祉課政策推進グル
ープ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303」へ。

『赤い鳥』を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

12月5日㈯ 午後2時～午後2時
30分 雑司が谷区民集会室◇小川未
明「酔っぱらひ星」、小野 浩「つかま
へて見たサンタクローズ」█申当日直
接会場へ。
█問雑司が谷旧宣教師館☎3985‐4081

みらい館大明
豊島区若者支援事業

①「ブックカフェスペシャルおとな
クイズ2015」…12月12日㈯ 午後1
時～4時30分◇初心者でも楽しく知
力・体力・おとな力を競う（早押し
クイズなど）。優勝者に景品あり◇
18～30歳代の方◇60名◇500円
②「要町ご近所フェスティバル in ブ
ックカフェ」…12月23日㈷ 午前11
時～午後4時◇要町近辺で活動する
「ひと・もの・こと」が集まり開催。
多世代が楽しめるワークショップや
手作り品こだわり品販売など。
█申①は電話かＥメールで「当館☎
3986‐7186、█EMtaimei.bookcafe@
gmail.com」へ。当館窓口で直接申
込みも可。1名参加可。チームは3
名1組で申込み※先着順。②は当日
直接会場へ。

図書館
「冬のスペシャルおはなし会」

各図書館で読み聞かせ、パネルシ
アターなどを行ないます◇中央・巣
鴨は3歳児以上█申当日直接各館へ。
�千早「ほんとこおはなしかいクリ
スマススペシャル」…12月16日㈬
午後3時30分から。
�池袋「たんぽぽクリスマスかい」…
12月19日㈯ 午後2時30分から。
�中央「冬のスペシャルおはなし会」
…12月20日㈰ 午後2時から。
�巣鴨「冬のお楽しみスペシャル」…
12月23日㈷ 午後3時から。

�上池袋「さくらんぼクリスマス会」
…12月23日㈷ 午後3時から。
�目白「あいうえおはなしかいクリ
スマススペシャル」…12月23日㈷
午後3時から。
※駒込は平成28年4月上旬まで休館。
█問中央☎3983‐7861、巣鴨☎3910‐
3608、上池袋☎3940‐1779、池袋☎
3985‐7981、目白☎3950‐7121、千
早☎3955‐8361

大正大学 ESPACE KUU
大西みつぐ＆ジェレミー・ステラ
写真展

12月25日㈮まで 午前10時～午後
7時 当大学5号館1階（西巣鴨3
‐20‐1）█申当日直接会場へ。
█問当大学鴨台プロジェクトセンター
☎5394‐3062

たいめいシネマ2015冬
お と な

「6才のボクが、大人になるまで。」

12月26日㈯ ①午前10時30分から
（吹替版）、②午後1時45分から（字
幕版） みらい館大明◇各回30名
█申電話か Eメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。当館窓口で直接申込みも
可※先着順。

2016としま「成人の日のつどい」

平成28年1月11日㈷ 午後1～2
時30分（正午開場） 東京芸術劇場◇
音楽成人式◇区内在住の平成7年4
月2日～平成8年4月1日生まれの
方※10月上旬に案内状送付済█申当日
直接会場へ※一般の方も入場可。
█問学習・スポーツ課管理グループ☎
4566‐2761

健康チャレンジ！対象事業
出前講座「たべものの添加物探検」

12月9日㈬ 午前10時45分～11時
30分 旧千早児童館（千早3‐13‐
9）◇普段口にしている身近なお菓

子に含まれる着色料などの添加物に
ついて█申当日直接会場へ。
█問消費生活センター☎4566‐2416

防災意識啓発活動「空き缶コンロ
クッキング おやこで考えよう
防災と子育て」

12月12日㈯ 午前10時30分～午後
2時 高松小学校◇被災時を意識し
たサバイバル料理や簡単なおやつ作
り◇近隣住民の方、親子優先◇20名
◇500円█申ファクスか E メールで12
月8日までに「ささえ手事務局█FAX
3959‐9098、█EMsasaete@gmail.co
m」へ※先着順。
█問当事務局☎080‐5033‐0908

第18回障害者サポート講座

12月16日㈬ 午後2～4時 区民
ひろば西巣鴨第一◇障害者に対する
声かけ、手助け方法の学習、障害疑
似体験などで理解を深める█申当日直
接会場へ。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

シニア向け「初めての iPad」
手取り足取り教えます（全2回）

12月17・24日 木曜日 午前10時30
分～正午 街づくりネットワークサ
ロン（池袋本町4‐16‐7）◇タブレ
ット端末を使ったインターネットや
アプリケーションの体験◇端末持込
み可◇15名◇4，000円█申ファクスか
E メールで「ささえ手事務局█FAX3959
‐9098、█EM sasaete@gmail.com」
へ※先着順。
█問当事務局☎080‐5033‐0908

消費生活講座「プロが教える
失敗しないリフォームのコツ」

12月21日㈪ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇悪質業者にだまされな
いためのリフォームの基礎知識◇区
内在住、在勤、在学の方◇50名
█申電話かファクスで「消費生活セン
ター☎4566‐2416、█FAX5992‐7024」
へ※先着順。

地域ネットワークづくりの
シンポジウム
～子ども食堂サミット2016～

平成28年1月11日㈷ 午後1～2
時…パネル展示、午後2～3時…基
調講演、午後3～4時…パネルディ
スカッション としまセンタースク
エア（区役所本庁舎1階）◇講演「地
域とともに、子どもに寄り添う35年
の実践から」。講師…子どもの里館
長／荘保共子氏◇地域ネットワーク
づくりの実践と関東圏子ども食堂団
体の紹介◇200名◇500円█申ファクス
か Eメールで1月8日までに「こど
も食堂ネットワーク事務局█FAX5365‐
2298、█EM info@kodomoshokudou
-network.com」へ※先着順。
█問当事務局☎5365‐2296

問は［問い合わせ先］、申は［申込み先］、HP は［ホームページ］、EM は［Ｅメール］、FAXは［ファクス］、�は［フリーダイヤル］、保は［保育あり］です。※費用の記載がない事業は無料です。

採用
（27年度）

事務 福祉 一般技術 医療技術 技能 教員 計
64人 8人 6人 1人 0人 3人82人

退職
（26年度）

定年 勧奨 普通 死亡 計
69人18人 17人 1人 105人

年次有給休暇 平均取得日数は12．7日

育児休業
26年度の新規取得者数は
23人（うち、男性職員0
人）、平均取得日数は423日

住民基本台帳人口（年度末） 歳出額
A

実質収支 人件費
B

人件費比率
B/A

277，323人（※1） 1，293億円 20億円 203億円 15．7％
19．4％（※2）

職員数Ａ
給与費 1人当たり給与費

B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ
1，864人 73億円 26億円 32億円 131億円 7，027千円

区分 平均年齢 平均給料月額（※1） 平均給与月額（※2）
一般行政職 43．2歳 319，600円 469，700円
技能労務職 50．4歳 308，600円 429，700円
教育職（幼稚園） 36．5歳 305，000円 427，100円

一般行政職
Ⅰ類 181，200円

Ⅲ類 143，300円
支給割合

期末手当 勤勉手当
2．60月分
（1．45月分）

1．60月分
（0．75月分）

区分 自己都合 勧奨・定年

勤続20年
（支給率）勤続25年

勤続35年

18．50月分
29．00月分
41．25月分

25．50月分
34．25月分
49．55月分

その他の加算措置 早期退職者割増制度
（50歳以上かつ勤続25年以上 年2％加算）

地域手当 1，491，690千円（26年度決算）

超過勤務手当 583，108千円（26年度決算）

特殊勤務手当（3種類）26，478千円（26年度決算）※支給職員の割合…10．5%

区分 内容および支給単価 支給実績
（26年度決算）

扶養手当

配偶者 13，700円

129，962千円

配偶者を欠く第1子 13，700円
その他2人目まで 5，500円
3人目から 5，500円

満16歳年度の初め～満22歳年度末
までの子に係る加算 4，000円

住居手当
借家（間）居住（※1） 27，000円（最高）

110，939千円配偶者等が借家（間）に居住する単身
赴任手当受給職員 13，500円（最高）

通勤手当 支給限度額 55，000円 265，271千円

区分 給料・報酬月額 地域手当 月額計 期末手当（支給割合）

給料
区長 970，100円 194，020円 1，164，120円 3．85月分
副区長 824，600円 164，920円 989，520円 3．75月分

報酬
議長 884，000円 ― 884，000円 3．80月分
副議長 774，500円 ― 774，500円 3．80月分
議員 599，200円 ― 599，200円 3．80月分

計画年度 基準（22年度） 27年度
職員数 2，038人 1，970人

削減実績（累計） ― △68人

人事行政の運営と給与・定員管理の
状況をお知らせします

給与の状況 ◆職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額 ◆各種手当の支給実績
（平成27年4月1日現在）

地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費、国や他の地方公共団体の職員、民間企
業の従業員の給与などを考慮して定めることとされています。
23区では、特別区人事委員会が毎年23区内の民間企業の給与などを調査し、区に対して給与
の勧告などをします。区では、これに基づき区議会の審議、議決を経て、条例で給与を決定し
ます。「豊島区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、区の人事行

政の運営と給与・定員管理の状況および23区が共同で設置している特別区人事
委員会の業務状況などをお知らせいたします。
詳細は、「豊島区人事白書」をご覧ください。白書は区ホームページか情報公
開コーナーで閲覧できます。 █問人事グループ☎3981‐1247

◆その他の手当 （平成27年4月1日現在）※1 各職種の職員の基本給の平均額です。
※2 給料月額と地域手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当などの

諸手当の額を合計したものの平均額です。
（注）「給与月額」は、平成27年特別区人事委員会勧告に基づく給与改定前

の月額です。

◆人件費 （26年度普通会計決算）

人事行政の運営の状況 ◆職員の初任給月額 ◆期末手当・勤勉手当※1 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃
止により、外国人住民も住民基本台帳に記載されています。

※2 平成26年度決算には新庁舎移転のための運用金償還金・保留床購入費（246億円）が含ま
れるため、その金額を除いた場合の比率。

（平成27年4月1日現在） （平成27年4月1日現在）◆職員の採用と退職の状況 ◆主な休暇などの状況

◆職員給与費 （注）平成27年特別区人事委
員会勧告に基づく給与
改定前の月額です。

（注）1．支給割合は一般職員の例です。
2．（ ）内は再任用職員に係る支給割
合です。

3．平成27年特別区人事委員会勧告に
基づく給与改定前の状況です。

（26年度普通会計決算）

※1 月額27，000円を超える家賃を支払っている職員
（注）平成27年特別区人事委員会勧告に基づく給与改定前の状況です。◆勤務成績の評定

平成26年度は、管理職員については「職務目標の達成」および「職員の指導・育成にかかる成果
等」についての評定を行いました。また、一般職員については「業績」、「能力」および「態度」の評
定を行いました。

（注）職員手当には退職手当を含みません。
◆特別職の報酬など （平成27年4月1日現在）◆退職手当 （平成27年4月1日現在）

定員の状況
定員管理の取組みは、平成22年度に策定された「新定員管理計画」（平成23年度から27年度までの5か年を計画

期間とし、200人を削減目標とする）に基づき実施しています。
最終年度となる平成27年度は4月1日現在、平成22年度と比較して68人減少しており、削減目標に対する達成

率は34．0％です。

◆新定員管理計画の
数値目標および
実績
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平成27年11月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 24,631
(+ 840)

171,999
(+ 834) 

281,042
(+ 814)
  141,984
139,058

   男
    女  

ふれあいガイド
この欄は、区民の皆さんが自主的に活動している
サークルの紹介です。
区ホームページからもご覧になれます。

講演・講習講演・講習 職員採用 休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

淑徳大学公開講座

①「好きな人を見分ける赤ん坊」…12
月12日㈯、②「学校や園における危
機管理と緊急対応」…12月13日㈰、
③「子どもたちのこころに生じてい
る異変」…12月16日㈬、④「竹田青嗣
／現象学・存在論・欲望論－哲学の
現代的地平Ⅲ」…12月19日㈯
いずれも当大学池袋サテライト・
キャンパス（南池袋1‐26‐9 第
2MYTビル7階）
█申費用など詳細の問い合わせ、申込
みは「当大学池袋サテライト・キャ
ンパス☎5979‐7061、█FAX3988‐7470、
█EMext@ccb.shukutoku.ac.jp」へ。

●学習院大学
「日本の食文化を問い直す－クロマ
グロ、ニホンウナギの絶滅危惧種指
定を通じて－」…平成28年1月16日
㈯ 午後1～3時 学習院大学中央
教育研究棟404教室
（目白1‐5‐1）◇
講師…学習院大学法
学部政治学科教授／
阪口 功氏
●東京音楽大学
「ニッポンの伝統音楽－能の世界－」
…平成28年1月23日㈯ 午後2～4
時 東京音楽大学 A 館200教室（南
池袋3‐4‐5）◇講師…東京音楽
大学講師／太田暁子氏、能楽師／坂
真太郎氏
いずれも◇100名◇一般1，000円※
マナビト生フリーパス対象講座█申フ
ァクスか Eメールで「コミュニティ
大学グループ█FAX3981‐1577、█EMA00
14606@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。
█問当グループ☎5992‐7079

※資格など詳細は区ホームページか
各募集要項などを確認してください。

在宅介護指導員（非常勤職員）

◇任期…平成28年4月1日～平成29
年3月31日（更新あり）█申申込書（高
齢者福祉課で配布。区ホームページ
からもダウンロード可）と課題作文
を12月11日までに当課へ持参。
█問当課地域ケアグループ☎4566‐
2430

区民ひろば推進員（非常勤職員）

◇区民ひろばの運営業務◇任期…平
成28年4月1日～平成29年3月31日
（更新あり）
█申履歴書（写真貼付）と資格を証明す
る書類（写し可）を、12月25日までに
地域区民ひろば課窓口へ本人が持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1479

学芸研究員（非常勤職員）

◇任期…平成28年4月1日～平成29
年3月31日（更新あり）█申所定の申込
書などを平成28年1月5日午後3時
（必着）までに文化デザイン課施策調
整グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐1476

学童クラブ職員（非常勤職員）

◇任期…平成28年4月1日～平成29
年3月31日（更新あり）█申申込書・自
己申告書・論文（子ども課、池袋本
町児童館、各子どもスキップ、各中
高生センターで配布。区ホームペー
ジからもダウンロード可）を平成28
年1月13日（必着）までに子ども課管
理グループへ郵送か持参（持参は1
月15日まで）。
█問当グループ☎4566‐2471

区民ひろば西池袋

平成28年1月4日～平成29年3月
末（予定）◇仮運営場所…区民活動推
進課統計調査係分室2階（西池袋2
‐30）
█問休館…地域区民ひろば課自主運営
支援グループ☎3981‐1507、事業…
当ひろば仮運営事務所☎3980‐0088
（電話番号の変更なし）

「サポートとしま」利用のすすめ

「最近、もの忘れがひどくなったな。
通帳やはんこをすぐ失くすし、困っ
たな」「区役所から送られてくる色々
な書類が多くてわからない」
こんなことで困っていませんか？

「サポートとしま」では、福祉サービ
スの利用や日常的な金銭管理でお困
りの高齢者や障がいのある方などを
対象に、本人との契約に基づきさま

ち いきふく し けん り

ざまな支援を行なう「地域福祉権利
よう ご じ ぎょう

擁護事業」を実施しています（有料）。
例えば、福祉サービスに関する情

報提供や利用手続きのお手伝いをし
たり、公共料金の支払いや生活費の

払い戻しの支援をしたりすることが
できます。不安や困りごとを一人で
悩まず、気軽に相談してください
（相談は無料）。秘密は厳守します。
█問福祉サービス権利擁護支援室「サ
ポートとしま」☎3981‐2940、█FAX
3981‐2946

●豊島都税事務所
「12月は、固定資産税・都市計画税
第3期分の納期です（23区内）」
12月28日㈪までに、お手元の納税
通知書裏面に記載されている金融機
関やコンビニエンスストアなどで納
めてください。都税には安心で便利
な口座振替が利用できます。パソコ
ンや携帯などからクレジットカード
でも納付できます。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

区の事業ではありません。詳しくは連絡
先へ問い合わせてください。留守番電話
の場合もあります。ご了承ください。

�「高松ヨーガの会」 月2回土曜
日 午後2時30分～4時 高松小
学校◇女性の方◇月額1，000円█問
松田☎090‐4836‐6055

きさらぎ こ もんじょ

�「如月古文書会」 毎月第2・4
火曜日 午後5時30分～7時30分
南大塚地域文化創造館◇入会金
1，000円、月額500円█問高橋☎3941
‐1859
�水彩画「やよい会」 毎月第2・
4金曜日 午後1時30分～4時30
分 南大塚地域文化創造館◇月額

3，500円（資料代含む）█問村田☎
3941‐8482
�フランス語の学習「フランセ
2011」 月3回木曜日 午後5時
30分～8時45分 南大塚地域文化
創造館◇月額6，000円（資料代含む）
█問吉井☎3946‐5749
�「ヨガの会」 月3回金曜日 午
後2時～3時30分 区民ひろば長
崎◇40代以上の女性◇1回1，000
円█問松田☎3957‐3974
�カラオケ「ラベンダー歌の会」
毎月第1・3日曜日 午後6時30
分～8時30分 南大塚地域文化創
造館◇入会金1，000円、月額2，500
円█問佐々木☎3971‐7655

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

4 広報としま情報版 平成27年（2015年）12月1日号 No.1670 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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