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人は、人に支えられて生きている――。けがや病気、地震や火災などでつらい経験をした時、
多くの人が普段はあまり意識しないその想いを、強く心に刻むのではないでしょうか。
区内には、仕事やボランティア活動を通じて地域の安全・安心を支えている方がいます。
この特集では、地域医療・地域防災の要を担う医療機関と消防団の方を訪ね、
日々の取組みや現場での想いをうかがいました。
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目の前の患者さんに
医療の限りを尽くす「心の医療」で、
地域の「安心の要」となりたい

目の前の患者さんに
医療の限りを尽くす「心の医療」で、
地域の「安心の要」となりたい

かかりつけ医・在宅医療の現場から 救急医療の現場から

持病や健康状態を
気軽に相談できる「かかりつけ医」
みつけてください

持病や健康状態を
気軽に相談できる「かかりつけ医」
みつけてください

「患者さんとの垣根をなくしたい」と、
篠田医師は開業後に白衣を着るのをやめたそうです。
「患者さんとの垣根をなくしたい」と、
篠田医師は開業後に白衣を着るのをやめたそうです。

篠田 瑞生
先生

豊島区医師会
会 長

千川篠田整形外科
院 長

山口 明志
先生

育生會
山口病院
名誉院長

顔なじみに囲まれて、
住み慣れた場所で暮らし続けられるように
　約20年前、豊島区に整形外科は十数軒しかなく、中で
も私が生まれ育った高松周辺には一軒もありませんでし
た。その現実に驚き、自分の経験や知識を地元に還元で
きればと思い、それまで勤めていた病院を辞めて開業しま
した。
　当院に来る高齢の患者さんのほとんどは、大きな病院に
行くほどではないけれど、「体が痛い、動かしにくい」といっ
た症状の方々です。体が痛いと誰だって憂鬱になりますよ
ね。大事なのは、そうした症状をいかに治して、生きる意
欲につなげていくかということです。地域医療の役割は、
患者さんが顔なじみの人に囲まれながら、住み慣れたまち
で長く快適に暮らせるように支えることだと思っています。
　また、かかりつけ医には病気の早期発見・早期治療の
窓口としての役割もあります。当院は整形外科ですが、い
つも来ている患者さんに「咳が止まらない」などの症状があ
れば、専門の先生に診てもらうようほかの医療機関につな
ぎます。患者さんが医師に何でも気軽に話せることが、地
域医療にとって最も大事なことではないでしょうか。
患者さんに真摯に向き合う、『うそをつかない医療』を実践
　2012年、区と豊島区医師会が連携して、「在宅医療相
談窓口」を豊島区医師会館内に設置しました。この取組み
は先進的です。ほかの自治体や医師会から多くの問い合

わせや視察を受けました。患者さん側からすると、大きな
病院から退院して自宅に戻った時、誰に頼めば在宅医療
を受けられるかわからない、というお悩みが結構多かった
んです。そんな時に、専門知識を持った医療ソーシャル
ワーカーに相談できるこの体制は、区民の皆さんにとって
心強いに違いありません。
　私のモットーは開院から一貫して、「うそをつかない医
療」です。患者さんに対してわからないものはわからない
と言い、症状が大ごとなら最適な病院を紹介して検査を
受けていただきます。患者さんには、病院の待合室を社
交場代わりにして活力の源にしていただければと思います。

平成6年開院。豊富な手術経験と臨床経験を基に一人ひとり
に適した治療を実施。理学療法士によるリハビリを積極的に
行なうほか、ロコモティブシンドローム（運動器の障害のため
に移動機能が低下した状態）の予防・啓発にも力を入れている。

千川篠田整形外科（要町3-13-8）

｢豊島区在宅医療・歯科相談窓口｣開設中
在宅での療養を希望する方、家族、事業者などからの
相談に対応するワンストップ型の相談窓口です。

在宅医療相談窓口▶☎5956-8586
歯科相談窓口▶☎3987-2370

●

●

いち早い診断とチーム医療で、かけがえのない命を救う
　通常、急病患者の受け入れはその地域の一次、二次救
急病院（※）で対応するのが原則で、高度な処置が必要な
重篤患者は救命救急センターなどの三次救急病院に搬送
されます。区内には当院を含めて7つの二次救急病院があ
り、365日24時間対応しています。
　当院では、「目の前の患者さんに医療の限りを尽くす」
という思いで治療にあたっています。救急隊から一報が入
るとすぐに患者さんの状態を医師を含めたスタッフが情報
共有し、受け入れ体制を整えて診察。血液・レントゲン・
超音波・CTなど複数の検査を数十分で行なって検査デー
タをそろえ、直ちに処置を行ないます。この一致団結の
チーム医療は中小病院だからこそ可能なことです。最近は
急病患者の家族が初めから大病院を希望するケースが多
く、大病院の前で救急車が何台も並んで待つ光景も珍しく
ありません。それが常態化すれば、一刻を争う救急救命
医療は成立しません。皆さんにはぜひ、患者さんの状態
に応じて段階的な対応が行なわれていることを理解してい
ただければと思います。
「弱者からVIP」まで、すべての患者さんに分け隔てなく
　救急医療の現場では、大病院の医師が交代する朝と夕
方の時間帯の受け入れ不能や、生活保護受給者やホーム
レスなどの受け入れ拒否も深刻な問題です。そんな時、救
急隊は患者さんを救急車に乗せたまま受け入れ先の病院

を探して奔走してい
ます。当院は「弱者
からVIPまで」を合言葉に、すべての患者さんを受け入れ
てきました。それが医療従事者の使命だと考えているから
です。また、より良い救急医療を提供するためには、病院
と救急隊の連携を強め、救急隊員も受け入れ先の病院の
対応を知る必要があります。そこで、救急救命士の病院
実習の受け入れにも力を入れています。
　これからの医療に求められるのは、「心の医療」です。
大規模病院での高度医療ではなく、現場の医療という原
点に戻り、心と心を向き合わせて一人ひとりの患者さんに
接して尊い命を守る時期にきていると考えています。

昭和48年開院。昭和54年から二次救急指定病院となり、
地域における救急医療に尽力。長年にわたり救急医療機関
として都民医療の確保に貢献したとして、昨年9月、東京都
と東京消防庁から感謝状が贈られました。

育生會 山口病院（西巣鴨1-19-17）

（※）一次・二次救急…日本の救急医療体制は、重症度に応じ
て救急医療機関を3段階に分けて対応しています。
■一次救急…主に入院治療の必要がなく、帰宅可能な患者に対
応。地域の診療所や休日・夜間応急診療所など。
■二次救急…主に入院治療を必要とする重症患者に対応。近
年、都心部では減少が続いているが、豊島区は7つの医療機関
が受け入れている。
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「何か地域の役に立てることがあれば」との想いで入団
　九州出身ですが、豊島区に住んで4年が過ぎて「何か地域の役に
立つことがしたい」と思い始めていた時、ママ友から熱心に消防団
に誘われました。当初、女性の消防団員のイメージがわかなくてお
断りしたのですが、「一度だけ、『合同点検』を見に来て」と言われ、

行ってみると男性に混じって女性たちもイキイキと活動していました。
その姿を見て、私にもできることがあるかもしれないと思い、入団しました。
　消防団員は、火災の一報が入った時に活動できる状態であれば、防火衣
に着替え、所属する小屋に参集して、分団長の指示を受けて出動します。
ですが、私はまだ出動経験はありません。普段は主にお祭りの日の警戒活
動や、地域の防災訓練で初期消火の指導などをしています。ほかに、大雪
が降った時には、消火栓や防火水槽まわりの雪かきもします。
いざという時、一人ひとりができることは必ずある
　消防団に入ってから変わったのは「意識」です。災害が起きた時にどう行
動すべきか、常に心積もりしておける自分になれたと思います。
　東日本大震災の時、私は下の子を妊娠中だったので参集できませんでし
た。でも、「自分にできることは何か」と考えて、マンションの隣と上下階の
方に声をかけに行き、安全確認をしました。消防活動に駆け付けられなくて
も、一人ひとりができることはあるんですよね。

　消防団は色々な職業や
幅広い年齢層の方々の集
まりです。そんな人生の
先輩方との交流は、私に
とって大切な財産です。
家族や職場など周りの協
力を得ながら、これからも
長く活動していきたいと
思っています。皆さんもぜ
ひ、地域の防災訓練を見
に来てくださいね。

入団から5年。今では消防団活動が日常生活の一部に
東日本大震災に衝撃を受け、「人の役に立ちたい」と思うように
　高校2年の時に東日本大震災があり、テレビの中の映像が現実
とは思えず、衝撃を受けました。その時に「人の役に立ちたい」と
消防士を志し、帝京平成大学の救急救命士コースで学んでいま
す。大学の地元の豊島消防署の消防団員募集活動がきっかけで
入団しました。消防士の活動を近くで見るチャンスだと思いました。
　私が所属している分団には学生が３人います。年上の団員の方からは
面倒を見ていただきつつ、力仕事を任せてもらい、期待されていると感じま
す。年末には高岩寺で丸一日警戒活動をし、露店のプロパンガスのチェッ
クや救護活動を手伝いました。ほかに、よさこい祭りの時の巣鴨駅の警戒
や夜の年末警戒、放水訓練などが主な活動です。活動を通して地域の方と
話す機会が増え、温かい商店街を身近に感じています。
消防団活動に真剣に取り組み、信頼される消防士になりたい
　大学入学後、マラソンの救護ボランティアも始め、さいたま国際マラソン
や横浜国際マラソンでＡＥＤを背負ってランナーの隣を自転車で伴走しまし
た。その時、ボランティアはお金のためでなく、人のためになることで自分
も幸せになれると感じました。それは消防団でも同じです。感謝の言葉をい
ただき、充実感があります。消防団活動を半年続けて、将来の夢への気持
ちがもっと強くなりました。
　消防団員として普段心掛けているのは、災害に備えて地域の消火栓の位
置などを頭に入れておくこ
とです。また、救命救急の
大切さは学んでいるので、
出先で具合の悪い方がいた
らすぐに対応したいと思い
ます。今後、消防団活動に
も真剣に取り組み、そこで
学んだことを将来に生かせ
るように頑張っていきたい
です。

掛けているのは、災害に備えて地域の消火栓の位
こ
の

た
い
に
で
せ
い

人のためになることで、自分も幸せになれる
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『地域』の力　『地域』 力

諏訪下 典子
さん

川井 裕輝
さん

消防団活動の現場か
ら

　地域防災力の要となるのが消防団です。学生、会社員、自
営業、主婦など様々な方が活動しています。地域のつながり
を深め地域に貢献したい方、あなたの入団を待っています！
◇入団資格… 18歳以上の健康な方で、各消防署管内に在住、
在勤、在学の方(区内には豊島・池袋の２つの消防署があります)

消 防 団 員 募 集地域のヒーロー
になろう！　
地

詳細は東京消防庁ホームページ
HPhttp://www.tfd.metro.tokyo.jpで確認してください。
■問豊島消防署防災安全係☎3985－0119
　池袋消防署防災安全係☎3988－0119

池袋消
防団

第6分団
所属

袋消防
団

第6分団
所

豊島消防団第2分団所属

豊島消防
分団所属

おも
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最近日本へ観光に来る外国人が増えています。
これからは豊島区にも

たくさんの外国人観光客が押し寄せるかも!?
では、外国の方は日本のどんなところに

興味を持っているのでしょうか？
学習院大学で交換留学中の

トスカーノさんとシルバンさんに、
巣鴨と雑司が谷の街を散策して、

気になるものを写真に撮ってもらいました。

Toscano Volpe

Sylvain Lespinasse

所属…日本語日本文学科
出身…イタリア　ナポリ　
趣味・特技…文学と美術。また、時間があれば散歩
して写真を撮ります。ヨーロッパと全然違う日本の文
学や文化にひかれ、日本語を学びたいと思い大学へ
進学しました。今は日本美術にも興味を持っていま
す。専攻は明治文学で、夏目漱石や永井荷風のお墓
がある、雑司ヶ谷霊園には以前行ったことがあります。

トスカーノ　ヴォルペ

シルバン　レスピナス

所属…人文科学研究科　身体表象文化学専攻
出身…フランス　パリ
趣味・特技…音楽です。サクソフォンとパイプオルガ
ンが弾けます。東京の街の構造が面白いです。パリに
は古い建物が多くて、高いビルはあまりありません。
東京はパリよりずっと新しい街ですが、古いものがそ
の中に残っています。また、着物の格好が立派に見え
るので、日本にいるあいだに着物を着てみたいです。

おせんべいがおいしかった！
巣鴨のおかげでおせんべいが
食べられるようになったよ。お
茶をもらえたのも、寒かったの
でうれしかったな。

最初に訪れた「巣鴨地蔵通り」
は、江戸中期から中山道の最初
の休憩所として、商業の街、信
仰の街として栄え、老若男女に
愛され続けている場所です。ど
こか懐かしいこの通りでふたりが
見つけたものをご紹介します！

巣鴨ガチャ
何がでてくるか
ドキドキする。　

日本に来て何回か
挑戦しているよ。

庚
申
塚
駅

都
電
荒
川
線

お地蔵さんの
お菓子がいっぱい！！

庚申塚・
猿田彦大神

この手水舎の菊の形はユニー
クだね。たぶん、アール・ヌー
ヴォーはこのようなものから影
響を受けているんだと思う。

道行く方がお寺の前でお祈
りしたりしていて、お寺に
入ったり出たりしている方を
見るのが興味深かったな。

現代の建物に挟まれて神社を
発見！ヨーロッパと比べて東
京で古い(歴史的な)建物は
あまり見かけないけど、それ
でも時々小さな場所に見つけ
ることができるね。

庚申塚・猿田彦大神
とげぬき地蔵尊  高岩寺

水が冷たい！

丸い傘のお地蔵さんと三角屋根のコントラストが
面白かった。お寺の前は人通りが多かったけど、中
は静かで、別世界にいるような感じがしたよ。

江戸六地蔵尊  眞性寺

お尻だってわかった時、
本当にびっくりした(笑)。
巣鴨のマスコット、とても

かわいいね。

すがもんのおしり

トスカーノはベジタリアン
だから、肉が入っているか
一目でわかって便利だよね。
見たものがそのまま出てくる
    から面白い。

そば屋の食品サンプル

       イタリアでは、特に若い人   
        が一年の運気アップを祈っ
て、正月に赤いものを買うよ。
  さるのイラストが面白いね。

健康と福を招く赤パンツ

地
蔵
煎
餅
む
さ
し
や

地
蔵
そ
ば
大
橋
屋

松
月
堂

マ
ル
ジ
４
号
店

（
赤
パ
ン
ツ
館
）

と
き
わ
食
堂

参
拝
茶 

山
年
園

都営地下鉄三田線
高岩寺

巣鴨駅

す
が
も
ん
の

お
し
り

眞
性
寺

次は
雑司が谷

ヨーロッパでは郊外にしかないか
ら、こんな都会にトラム(都電)
があるのは珍しい。窓からまちの
風景が見られるから楽しいね。

お箸の使い方は
日本に来る前に
練習したんだ。

いただきます！
ヨーロッパの大聖堂の上にも
このような怪物の飾りがあるよ。

日本にも同じようなものが
あるのは興味深いね。

フランスの
お姉さんに
お茶を

買ったよ。
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日本の庭は
絵画みたい

日本の商店街の始まりにはこの
小さくて面白い看板があるね。私
の考える日本の特徴の一つだな。

このお地蔵さんたちは本当にか
わいい。誰かが帽子を被せてあ
げたのかな。

ナポリ人は信心深いと
いわれていて、おみくじは
大切な習慣。色々な経験をする
留学中に、大吉が出てうれしいよ。

浮世絵発見！
独特で

面白いよね。

い 鳥居が連なる  威光稲荷

狐の小さな
家を発見！

次に訪れたのは　子母神を中心とした雑司が谷。
神社やお寺が多くあり、日本の文化を感じられる
この一帯にふたりは興味津々で出発しました！

き 子授け・子育ての神様  　子母神堂

Let’s go！！

東口

豊島区役所

東京音楽大学

←
目
白

池
袋
駅

あ ほっと一息  雑司が谷案内処

やった、大吉だ！

なんて書いて
あるのかな？
言葉が難しいね

ここに日本の習慣の核心を感じたよ。日本人
のような伝統的な経験もできて楽しかった。

意外と広かったよ。パリにいた頃も墓地に
よく行っていて、私にとって、霊園は静か
な良いところなんだ。

れ 文豪が眠る  雑司ヶ谷霊園

どこに行こうか

雑司が谷は、古い日本に戻った感
じがしてとてもうれしかった。この
街の雰囲気は他の街と大きく違って

いて、神社とか古いお店とか伝統的なもの
がたくさんあった。実は、いま東京の中で
一番好きな場所だよ。

巣鴨は雰囲気がいいよね。それ
ほど混んでいなくて、みんなが
ゆっくりしていて、散歩するのに
いい。おばあちゃんが本当に多くてびっくり。
ここでお土産を買うのもおすすめだね。お寺
もレストランもあって、本当に珍しいところ。

落ち着いてて暮らしやすそう。もう一度いきたい1日散策してみてどうでしたか？
隠れた日

本を

たくさん

見つけたよ
！

せーのっ！

実際に
くぐってみたよ

豊島区には伝統的な建物も、新しい建物も一緒にある。やっぱりこの共存に魅力を感じる！

日本の建築が好き。この屋根は難
しそう(複雑)で素晴らしいね。

私の苗字「ヴォルペ」には狐の意味
があるから、狐に興味があるんだ。
『千と千尋の神隠し』でこのような
小さな神の家があると知ったので、
実際に見ることができて良かった。

護国
寺駅
→

護国寺本浄寺

円常寺

本教寺

本納寺

都電
荒川
線

清立院

雑
司
ヶ
谷
駅

鬼
子
母
神
前
駅

ケ
ヤ
キ
並
木 菊池寛旧宅跡

れ
ほ
い

お

あ

き
雑司が谷
旧宣教師館

ほ 区内最古のお寺  法明寺

ネコ大好き

後ろには
としまエコミューゼタウン

お 　子母神境内より移転  大鳥神社

神社の赤い色がすごくき
れい。鳥居をくぐって歩く
のもいい体験だったよ。

ドキドキする

ち わ
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としまミュージアム
としまの「未来」を体感できる2日間！

旧庁舎閉庁イベント/セカンドステージ
サヨ

ナラ

アリ
ガトウ

旧庁
舎

公会
堂

3月20日㈷・21日㈪　午前10時～午後8時
豊島区役所旧庁舎・豊島公会堂・中池袋公園

詳細は公式ホームページ▶ HP toshima-m.tokyo　
◇主催…としまミュージアム実行委員会  【構成団体】豊島区、東京建物㈱、㈱サンケイビル、㈱アニメイトホールディングス

検索　としまミュージアム

未来と出会う

未来×現在進行形 アートで時空を超える 過去から未来へつなぐ
●▼議場マルシェ

●▶としまの文化
　いまむかし
●劇場都市としま

池袋初！3日間限定！
としまラーメンミュージアム　
全国有名ラーメン店
10店集結！

3月19日㈯  午前10時～午後8時
  　20日㈷  午前10時～午後9時
  　21日㈪  午前8時30分～午後7時

戦後復興期に建てられた木造庁舎
に代わり、昭和36年竣工。鉄筋コン
クリート造4階建て、当時都内最大
規模を誇った総合庁舎（旧庁舎）

平成27年5月
新庁舎へ移転

区民が祝う庁舎落成一周年！
庁舎落成一周年を祝う区民の皆さんによる歌や踊り。
入場無料ですので、ぜひご来場ください！

豊島区医師会・歯科医師会・薬剤師会による

池袋保健所健康フェスタ！

旧庁舎1F

2F

中池袋公園

3F 4F

●▶としまチルドレンズミュージアム
　Produced by P-kies
　　キッズプログラミング
　体験、うたのおねえさん
　とガチャピン・ムックの
　童謡ステージほか

●◀ 旧庁舎跡地開発プロジェクト紹介
●◀未来郵便局／開発好明

●▲ライブペインティング／高橋信雅

●▼アニメイト主催
　コスプレイベントほか

●▲Signs of memory Pink Windows 
　Project／原高史

同時
開催

20日
㈷

21日
㈪

©FUJITV KIDS

靴郎堂
本店

●ワークショップ〈講師アーティスト〉

宇治野
宗輝田原

唯之
山下
拓也

●アート展示〈出展アーティスト〉

スサイ
タカコ

ミラー
ボーラー

展示や未来へつながる
ワークショップなど

午後１～３時
◇出演…東京大衆歌謡
楽団、立川談笑＆立教
大学落語研究会

●アニメ落語

●ニッポン放送公開生放送
　「垣花正あなたとハッピー！」

●歌謡ライブ＆寄席

午前8時～11時30分

3月11日㈮～13日㈰

豊島公会堂一般公開

3月で完全閉館する
豊島公会堂で
思い出づくりを

●エンディング
　ライブ

吉田
尚記

垣花正

東京大衆
歌謡楽団

渋さ
知らズ

立川
談笑

午後5～7時
◇出演…
渋さ知らズ、
林家こん平
ほか

 ■問地域保健課☎3987－4203

 ■問庁舎建設室☎4566－2731

豊島公会堂

◇公開時間…午前9時～午後5時
一部をのぞき、自由に落書き、

記念撮影OK！

午後６～８時
◇｢声優落語天狗連｣
supported by｢昭和元禄
落語心中｣
MC…ニッポン放送
アナウンサー／吉田尚記

※上記開催内容は平成28年1月末現在のもので、予告なく変更する場合があります。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

3月20日㈷　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）

3月19日㈯　午後1時から
池袋保健所

 ■問運営事務局☎5487－5757(平日　午前10時～午後５時)

彫刻の森美術館40周年記念壁画 JAPANESE GRAFFITI series 
"HAKONE OPEN-AIR GRAFFITI"2009年　彫刻の森美術館　Photo:笹谷美佳

未来郵便局　2013年「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2013」

画像提供／㈱アニメイトホールディングス

暗黙知としてのフォリー　2014年　｢Folly Trial / 
次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
浅草文化観光センター　東京　© tadayuki tahara

イメージ

L.A.coHAMA OLYMPIC’14（BankARTの壁を使ってロサンゼルス
オリンピックのマスコット・イーグルサムを制作する。）　
2014年　BankARTの壁、塗料　Photo:中川達彦

DUO League trophy　2008年 　Skin Project

THE BALLAD OF EXTENDED BACKYARD
（タンスロボ・セクション）2010-2013年
Courtesy of YAMAMOTO GENDAI

signs of memory 
Pink Windows Project 
2010 at MOCA Taipei　
2010年　
台北當代藝術館

戦災で焼失した旧公会堂の復興
を願う3,000人以上の区民の
方々からの寄付により、昭和27
年に開館した豊島公会堂
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変わ
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旧 庁
舎

跡 地
2020年･春　「8つの劇場」を含む
国際的な“文化にぎわい拠点”が誕生！

池袋の新たなシンボル「誰もが輝く劇場都市」

新ホール・新区民センター  2019年・秋  オープン予定

池
袋
駅

区民センター

アニメイト

中池袋公園

明治
通り

南池袋公園

乙
女
ロ
ー
ド

新庁舎

新
た
な
に
ぎ
わ
い
動
線
と
な
る
南
北
道
路

旧庁舎地の活用と周辺整備
「文化にぎわい拠点の形成」

旧庁舎旧庁舎

公会堂

WACCA

グリーン大通り

東池袋駅

サンシャイン
シティ

サンシ
ャイン

60通
り

新庁舎と南池袋公園整備
「安全・安心拠点」の形成

　平成27年、豊島区の池袋副都心エリアは、日本の
国際競争力を高める特定都市再生緊急整備地域および
国家戦略特区に指定されました。
　平成32年東京オリンピック・パラリンピック前に様々
な都市開発が進む中、旧庁舎跡地の開発は｢国際アー
ト・カルチャー都市｣の顔となる新たな文化にぎわい拠
点を創出するとともに、女性が快適に過ごせる｢女性に
やさしいまちづくり｣を象徴するエリアとして、豊島区
のまちづくりを牽引し、世界に向けて、豊島区の魅力
を発信していきます。
　また、新庁舎整備による安全・安心拠点と旧庁舎跡
地開発による文化にぎわい拠点を快適で魅力的な動線
で結び、街全体の回遊性を飛躍的に向上させます。

　旧本庁舎敷地と公会堂敷地を、76年6か月の定期
借地で民間活用して、オフィス棟と新ホール棟を整備。
完成後、新ホール部分を区が購入します。
　新区民センターの改築、周辺区道・中池袋公園の整
備は、区が行ないます。
　事業費の概算額は、以下のとおりです。
●新ホール…約77億円
●新区民センター (解体費などを含む)…約66億円
●周辺区道・中池袋公園…約17億円(平成32年度分まで)
※事業の進捗、税率の変更などに応じて変更になる場合があります。

◆整備スキームと事業費（概算）

［主な特徴］
●新ホールは様々な文
化芸術活動の拠点
として、ミュージカ
ル、宝塚歌劇、歌
舞伎、バレエ、オペラ、伝統芸能、コンサー
トなどの公演に加えて、成人式や学校行
事などの多種多様な使われ方に対応でき
る高い性能を備えたホールとします。
●プロユースから区民利用まで多様なニー
ズに応える機能・設備を備えたホールと
します。

［主な特徴］
●区民の皆さんの利用しやすい様々な活動
拠点として、多目的ホール、小ホール、
会議室などを整備します。
●1階には、チケット販売などを行なう総
合インフォメーション・チケットセンター
を配置します。
●2・3階に、大
規模なパブリッ
クトイレ（女性
用35ブース）や、
パウダールーム、フィッティングルーム
などを整備します。
●2階に、子育て世帯の外出を支援する「パ
パママ☆すぽっと」を整備します。

★劇場４…
　シネマコンプレックス
　10スクリーン
　約1,800席（2～6階）　
★劇場6…
　カンファレンスホール
　約400席（7階）　
★劇場8…　
　シネマプラザ
　約150人（1階）
　外からも見える階段状
　のイベントスペース

★劇場1…新ホール（区が運営）
　1,300席(2～8階)
　多彩な公演に対応するホール、多言語対応
★劇場5…ライブ劇場
　約160席(1階半地下)
★劇場7…パークプラザ
　約300人 (1階)　
　外からも見える階段状のイベントスペース
｠

★劇場2…多目的ホール（区が運営）
　平土間／約500人(8～9階)
★劇場3…小ホール（区が運営）
　平土間／約160人(6階)

オフィス棟（約158m） 新ホール棟（約40m） 豊島区新区民センター（約40m）

［主な特徴］
●副都心機能の拡充に資
する池袋駅前エリア最
大級の高規格・大規模
オフィスを整備します。

多目的ホールのイメージ
明治通りから見
たオフィス棟の
イメージ

ームームームムムムム へへへへへ
イメージ画像は現時点の計画を想定して描いたものであり、今後変更となる可能性があります。今後も、設計や事
業の進捗などに応じて、「広報としま」や区ホームページなどで、計画の内容をお知らせします。また、区ホームペー
ジに、本事業に対する主なご質問への回答を掲載しています。　　　　　　   ■問庁舎跡地活用課☎4566-2548

旧庁舎利用（H28年3月まで）
現公会堂利用（H28年2月末まで）
現区民センター利用（H28年9月末まで）

定期借地契約締結

秋～こけら落とし公演

解体

解体

工事

工事 準備

2015年(H27年) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

借地期間（76年6か月）

解体 工事

旧庁舎地
新ホール
新区民
センター

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

春
・

グ
ラ
ン
ド

オ
ー
プ
ン

※会議室・音楽室は H28年8月末まで

新ホール売買契約締結

◆スケジュール（想定）

新ホールのイメージ

before

before

before

低層部にぎわい施設のイメージ（左から旧本庁舎敷地、公会堂敷地、区民センター敷地）

劇場6

劇場1

劇場2

女性用トイレなど

インフォメーション

劇場3

劇場7劇場5

劇場4

劇場8

中池袋公園側から見た整備後のイメージ（左から旧本庁舎敷地、公会堂敷地、区民センター敷地）
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Information

としまものづくりメッセ第9回

池袋副都心の見本市はものづくりの魅力でいっぱい
入 場
無 料

 「としまものづくりメッセ」は区内企業を中心に幅広い
分野の企業が、製品や技術をＰＲする産業見本市です。
あなたもメッセでものづくりの魅力に触れてみませんか？
■問としまものづくりメッセ実行委員会事務局
（生活産業課商工係）☎4566-2742

3月3日木 ・4日金 ・5日土 　
午前10時～午後5時※最終日は午後4時まで　
サンシャインシティ展示ホールB（文化会館4階）　

特別講演・セミナー

3日 コミュニティビジネスが創る
今後の地域社会

～豊島を元気にする企業＆起業～
午後2時15分～3時15分
◇講師…NPO法人コミュニティ
ビジネスサポートセンター 
代表理事／永沢　映氏

マテックス流理念経営
～新たな価値創造への取り組み～
午後3時30分～4時30分
◇講師…マテックス㈱ 代表取締役社長／松本浩志氏

就活力アップセミナー～知っておきたい就活のコツ～
午前11時～正午

◇講師…ハローワーク池袋 学生支援コーナー／橋爪良和氏
テーマパークの集客術
午後2時15分～3時15分
◇講師…㈱ナムコ執行役員 
ＩＰ施設営業本部長／飯山正義氏

『もしドラ』から『もしイノ』へ。
なぜ今「イノベーション」が求められるのか？
午後3時30分～4時30分
◇講師…作家／岩崎夏海氏

4日

応援プロジェクトinメッセ

女性起業家ミニセミナー～起業実現へのノウハウと日本文化体験～
午後0時30分～1時30分◇講師…㈱茶禅代表取締役／竹田理絵氏

　豊島区では女性が輝くまちを目指し、女性起業家「サクラーヌbiz」を支援しています。

　昨年行なった｢女性のための起業塾」の卒業生がメッセ出展にチャレンジ！
　体験・物販・展示などのブースを出展します。

サクラーヌbizチャレンジブース

南池袋公園の開園日が決定しました
●全面開園日…４月2日土正午から　●所在地…南池袋2-21-1

注目ポイント
片流れ屋根のモダンな建物が園内に設置され、
生産者と消費者の “ 食を介するつながりの場 ”
を目指すカフェレストランが営業します。
■問公園緑地課緑化推進グループ
　☎3981－4940

3月1日火～6月15日水
　

～木を植えよう！木を育てよう！木に親しもう！～
広がれ！みどりの波！としまグリーンウェイブ2016

　「国連生物多様性の10年日本委員会」では、生物多様性理
解の推進のために、3月1日～6月15日の間をグリーンウェイブ
活動期間として、植樹や樹木の手入れ、樹木とふれあう活動な
どの実施を呼びかけています。区内では、これまで約100か所
の｢学校の森｣｢いのちの森｣づくりを行なうなど、｢グリーンと
しま｣再生プロジェクトを進めてきました。このプロジェクトを
グリーンウェイブ活動を通して一層進めます。区民の皆さんも

身近なところでみどりにかかわる活動をしてみませんか。期間
中行なわれる活動を広く紹介し、応援していきます。
　期間中、すでに様々な活動が予定されています（詳細は、「広
報としま」、区ホームページなどでお知らせします）。活動への
参加、新たな活動計画の相談などについては、
問い合わせてください。
■問環境政策課環境事業グループ☎3981－2771

恒例の記念グッズ販売

メッセの進捗状況、イベント内容、出展
者紹介などをタイムリーに発信します。
▶公式サイトHPhttp://www.toshima-messe.jp/

現在の日本マンガ・アニメ
隆盛と国際化の原点「トキ
ワ荘文化」を継承・発信す
る「トキワ荘通り協働プロ
ジェクト協議会」が2年連
続で特別出展！

トキワ荘通り
コーナー

詳細は随時、こちらから発信！

第9回としまものづくりメッセ記念貨幣セット
　　　　　　　　　　　　　　（独）造幣局◇販売価格1,850円

『日本ユネスコ協会連盟認定プロジェクト未来遺産
歴史と文化に包まれたまち雑司が谷』フレーム切手
日本郵便㈱東京支社◇販売価格1,300円

子どもロボットづくり体験～ 2足歩行ロボットで相撲体験～
①午前10時10分～11時10分②午前11時50分～
午後0時50分◇各回先着24名◇整理券配布…午
前10時から■千登世橋中学校ロボット部
子どものためのお仕事教室
午後1時10分～2時10分◇先着40名（整理券なし）
■東京信用金庫、立教大学経済学部郭ゼミナール
子どものための科学教室
午後2時45分～3時45分◇先着40名（整理券なし）■(公社)豊島法人会

自分だけのオリジナル
紙管ボックスを作ろう

①午前10時10分～10時55分②午前10時55分
～11時40分◇各回先着20名◇整理券配付…午
前10時から■無印良品[㈱良品計画]
デザイナー気分♪
自分だけのエコバッグづくり
①正午～午後1時②午後1～2時
◇各回先着30名◇整理券配付…午前11時から
■スーパーバッグ㈱
七宝焼き体験
①午前10時～正午②午
後1時～3時30分（1回
30分、全9回）
◇各回先着12名◇整理
券配付…①午前10時か
ら②午後0時50分から
■(独)造幣局東京支局

5日

ものづくり体験教室

会場内に設置されて
い

るスタンプをすべて
押

すと景品がもらえる
よ。

チャレンジしてね！

※一人1回まで。
スタン

プ

ラリー

あなたに合ったMYインソールづくり
【3日】①午前10時10分～ 11時40分②午後0時15分～ 1時45分
【4日】午後0時15分～ 1時45分
【5日】午後2時20分～ 3時50分
◇各回先着15名◇整理券配付…【3日】①午前10時・
②午前11時、【4日】午前11時、【5日】午後1時から
㈱村井ブースで配付■㈱村井

3日・4日・5日

土曜日を中心に一般来場者向けの体験教室を行ない
ます。整理券配付場所は会場入口で案内します。

4日

14 15



●生まれ変わった４つの施設
　ソメイヨシノをモチーフにリニューアル！

　■問観光計画グループ☎3981-4623

区では、駒込を発祥とする桜「ソメイヨシノ」を大切
なブランドとして活用し、地域の方 と々ともに広く区
内外に発信していく「ソメイヨシノ・プロジェクト」を
進めています。

駒込地域文化創造館・図書館・区民ひろば・保育
園の複合施設が、約１年の改修工事を経て、この
春新しくなります。壁や床には桜モチーフのデザイ
ンをちりばめ、ソメイヨシノを感じられる造りにしま
した。２階入口に新設された「ソメイヨシノアーカイ
ブ」ではソメイヨシノに関するパネルを展示します。

オープニングセレモ二ー…4月3日㈰予定
※図書館は4月23日㈯、地域文化創造館は4月11
　日㈪から開館予定。

●春の全国交通安全運動と
　第38回すがも染井吉野桜まつり
　3月26日㈯　JR巣鴨駅北口など

●第21回染井よしの桜里まつり
　3月26日㈯　染井よしの桜の里公園

●第17回染井よしの桜まつり
　4月3日㈰　染井吉野桜記念公園

●染井櫻開花まつり
　3月20日㈷　染井銀座商店街通り

染井よしの桜の里公園染井よしの桜の里公園

門と蔵のある広場門と蔵のある広場

伊東小室桜伊東小室桜

●静岡県伊東市と桜の相互植樹を実施！
桜を通じて交流を深めるため、豊島区と伊東市それぞれで植樹
を行ないます。
○伊東市…駒込の苗床で育った
「ソメイヨシノ」６本を大室山麓
のさくらの里に植樹。
○豊島区…「伊東小室桜」１本を
南池袋公園に植樹。

●サクラ鉛筆
　区立小学校の新入学児童へ、
　「ソメイヨシノ発祥の地」と
　記した鉛筆をプレゼント。

●さくらグッズ
　クリアファイルやメモ帳などの
　PRグッズを、桜まつりなどの
　イベント時に配布します。

ご希望の方に「広報としま」と「としま区議会だより」をお届けします

この号は区内の全世帯に個別にお配りしています

豊島区より

■｢広報としま｣発行日…特集版／毎月1回1日発行
　情報版／毎月3回１日・11日・21日発行
　｢としま区議会だより｣発行日…随時
■配送方法…発行日当日にポストへ投かん
■注意事項…申込み後、配送まで準備期間として
　2～ 3週間程度かかります。

区内にお住まいの、新聞を購読していない世帯(企業などは除く)で、
ご希望の方へ無料でお届けしています。どうぞご利用ください。

■申 電話かファクスかＥメール
（氏名〈ふりがな〉・住所・電話
番号を明記）で、｢広報グループ
☎4566-2532、FAX 3981-1375、
EM A0010509@city.toshima.
lg.jp｣へ。

No.1680広報としま特別号   としまplus  
平成28年（2016年）3月１日発行

3981-1111 http://www.city.toshima.lg.jp/HP

発行：豊島区　
編集：政策経営部広報課　〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1  
   　

「広報としま」はデジタルブックでも配信中！
インターネット上で本をめくるように閲覧でき、
充実した検索機能で区政情報をお届けしています。区ホームページ
からもアクセスできます▶HP http://www.rlibrary.jp/toshima/

スマートフォンや
タブレットにも対応！



国際アート・カルチャー都市としま

広   報
情 報 版

平成28年度の一般会計当初予算規模は1,218億769万円で、対前年度比104億1,169万円の増、9.3％のプラスとなり、3 年
連続で過去最大の予算規模となりました。
また、特別会計を含めた予算規模は1,845億8,686万円で前年度に比べ120億8,843万円の増、7.0％のプラスとなっています。
なお、この予算案は、現在開会中の議会で審議されています。

平成28年度予算 ※数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。
※（  ）内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。

　日本経済は、緩やかな景気回復基調が続いているものの、海外経済の先行き
が不透明さを増しており、決して楽観できる状況ではありません。また、今後予
定される税制改正が区の歳入に与える影響も無視できない状況です。
　こうした中において、区民生活を支える様々な施策の充実を図りつつ、老朽
化した公共施設の改築・改修需要にも臨機応変に対応していくためには、将来
に向けて安定的な財政基盤を構築することが不可欠です。28年度予算は、3 年
連続で財政調整基金の取り崩しをせずに予算を編成することができました。

編成方針

　28年度からスタートする新たな基本計画にも掲げている持続発展都市づく
りに向け、「女性にやさしいまちづくり」「高齢化への対応」「様々な地域との共
生」「日本の推進力」を 4 つの柱とし、人口減少社会にあっても持続して発展
し続けるための様々な施策を展開します。また、学校や公共施設の改築・改修
など計画的な投資事業を展開します。

重点施策

財政計画グループ☎4566 - 2521

平成2 8年度会計別予算

1,218億　769万円

627億7,917万円

368億7,352万円

57億9,937万円

201億　627万円

1,845億8,686万円

9.3％増

2.7％増

2.5％増

0.3％増

3.9％増

7.0％増

平成28年度

1,113億9,600万円

611億　243万円

359億6,778万円

57億8,103万円

193億5,363万円

1,724億9,843万円

平成27年度 増減

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

区　分

合　計

一 般 会 計

特 別 会 計

平成28年度の 般会計当初予算規模は1 218億769万円で 対前年度比104億1 169万円の増 9 3％のプラスとなり 3 年

平成　 年度予算（案）がまとまりました28

平成28年度予算を 1 万円に置き換えると、このような使い道になります
高齢者・障害者福祉、生活保護
など

3,094円

保育園、児童館、子どもスキッ
プなど

1,659円

広報、電算、その他区役所の
運営など

717円

まちづくり、防災など

506円

小学校、中学校、幼稚園など

1,397円

環境対策、清掃、リサイクル
など

331円

健康づくり、保健所の運営
など

323円

文化、スポーツ、図書館など

345円

区民ひろばの運営など

100円

商工業・観光の振興、勤労者
福祉など

155円

区議会の運営

57円

選挙・監査

22円

公園・児童遊園、緑化など

262円

税を集めるため

89円

各基金の積立て

123円

特別区債の返還

226円

道路、自転車対策など

422円

戸籍事務、区民事務所の運営
など

172円

閲覧できます
予算(案)の概要は、行政情報コーナー、区ホームページで閲覧できます。

1,218 
億
769
万
円

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
総
額

小・中学校､幼稚園､図書館の運営など
教育費 176億6,448万円(14.5％)

文化・芸術、商店街・中小企業の振興など
文化商工費 50億 289万円(4.1％)

道路･公園の整備、自転車対策、緑化推進など
土木費 83億3,923万円（6.8％）

まちづくり、区営・区立住宅の管理運営など
都市整備費 58億3,823万円（4.8％）

環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進など
環境清掃費 40億3,670万円（3.3％）

各種健康対策、保健所の運営など
衛生費 39億3,549万円(3.2％)

高齢者･障害者福祉､生活保護、保育園･
児童館・子どもスキップの運営など

福祉費 467億7,236万円(38.4％)

戸籍事務、区民事務所運営､防災対策など
総務費 134億8,865万円(11.1％)

議会費､公債費、諸支出金および予備費
その他 167億2,967万円(13.7％)

特別区民税､軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税
特別区税 309億4,077万円(25.4%)

消費税の一部が区市町村に交付されるもの
地方消費税交付金 70億1,200万円(5.8％)

都区間･区間相互の財源の均衡を図り、特別区の
効率的・自主的な運営を確保することを目的とし
て交付されるもの

特別区交付金 297億円(24.4％)

国や都から交付を受ける負担金・補助金など
国・都支出金 281億4,987万円(23.1％)

施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる
資金

特別区債 114億1,200万円(9.4％)

地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､分担金及び
負担金、使用料及び手数料､基金繰入金など

その他 145億9,305万円(12.0％)

歳　

入

歳　

出

●平成28年度予算重点事業は「広報としま 4 月 1 日号(特集版)」に掲載します。

豊島新時代へ2016

１分間の黙とうをささげましょう
・３月１０日㈭ 午後１時◇「東京都平和の日」…
戦災で亡くなられた方のご冥福を祈ります。
・３月１１日㈮ 午後２時４６分◇「東日本大震災か
ら５年」…犠牲者の方へ哀悼の意を表します。
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●「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。



パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金

福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

店舗名（所在地） 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

環境・清掃環境・清掃

まちづくりまちづくり

健  康

傍聴できます

「未来戦略推進プラン2016」（案）
をまとめました

「未来戦略推進プラン」は「豊島区
基本計画2016～2025」の実施計画と
して、毎年度に実施する施策や事業
の内容を具体的に示すものです。本
プランは新たな内容や修正を加えつ
つ、毎年度改定します。
本区は、23区唯一の消滅可能性都
市と指摘され、消滅可能性都市緊急
対策本部を直ちに設置しました。こ
の対策本部を発展的に解消した持続
発展都市推進本部のもと、ピンチを
チャンスに変える果敢な挑戦につい
ての対応策を記載しています。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
本プラン（案）の全文は3月28日ま

で、企画課、行政情報コーナー、図
書館、区民事務所、区ホームページ

で閲覧できます。
●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
当者名）を記入し、郵送かファクス
かＥメールで3月28日（必着）までに
「企画課未来戦略推進グループ█FAX
3980‐5093、█EMA0010108@city.tos
hima.lg.jp」へ※個別に直接回答は
しません。
█問当グループ☎4566‐2512

「豊島区子ども読書活動推進計
画（第三次）」の計画（案）をまと
めました

「豊島区子ども読書活動推進計画
（第二次）」で掲げた理念、目的を引
継ぎ、今後5年間の子どもの読書活
動推進のための施策や方向性の取組
みを策定します。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
本計画案は3月31日まで、図書館、

行政情報コーナー、区民事務所、区
民ひろば、区ホームページで閲覧で

きます。
●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
当者名）を記入し、郵送かファクス
かＥメールで3月31日（必着）までに
「〒170‐8442 東池袋4‐5‐2
ライズアリーナビル5階 中央図書
館 児童・ＹＡグループ█FAX3983‐
9904、█EMA0027900@city.toshima.l
g.jp」へ。直接当館へ持参も可※個
別に直接回答はしません。
█問当グループ☎3983‐7861

国民健康保険入院時食事代の見
直しについて

平成28年4月から1食につき360
円（現在1食につき260円）となりま
す。ただし、難病患者の方や小児慢
性特定疾病児童の方などは、現行の
260円に据え置かれます。なお、非
課税世帯の方の見直しはありません。
█問国民健康保険課給付グループ☎

3981‐1296

金婚・ダイヤモンド婚を迎える
ご夫婦へ 祝品の申請を忘れて
いませんか？

◇対象者…平成27年4月1日から引
き続き区内に住所があり、次の①②
のいずれかに該当する夫婦。①金婚
（50年目）／昭和40年4月1日～昭和
41年3月31日に婚姻届を提出した夫
婦、②ダイヤモンド婚（60年目）／昭
和30年4月1日～昭和31年3月31日
に婚姻届を提出した夫婦※昨年度の
対象者（金婚は昭和39年4月1日～
昭和40年3月31日、ダイヤモンド婚
は昭和29年4月1日～昭和30年3月
31日に婚姻届を提出）で、まだ申請
していない方も受け付けています。
申請時に夫婦のいずれかが亡くなっ
ている場合は対象になりません。
◇祝品（郵送）…区内共通商品券1万
円分※有効期限あり█申3月31日まで
に、6か月以内に発行された戸籍謄

本（全部事項証明書）を高齢者福祉課
へ持参。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

くらし・しごと相談支援センター
を利用してください

「仕事が見つからない」「収入が少
なく今後の生活が不安」などの悩み
を抱える方に対し、寄り添いながら
自立に向けた支援を行ないます。事
前に連絡のうえ来庁してください。
◇時間…午前9時～午後4時（月～
金曜日）◇場所…区役所本庁舎4階
█問当センター☎4566‐2454

子どもの B 型肝炎ワクチン予防
接種の助成対象年齢が変わります

◇3月31日で助成終了の対象者…平
成26年4月1日～平成27年4月1日
生まれの子ども
◇4月1日からの対象者…1歳の誕
生日前日までの子ども
◇自己負担額…なし
◇実施方法…予診票を区内指定医療
機関へ持参（医療機関により要予約）。
█問池袋保健所健康推進課☎3987‐
4173

新小学一年生の方へ
「子ども医療証」を送付します

現在「乳幼児医療証」をお持ちで4
月に小学校に入学する方へ、4月1
日から有効の「子ども医療証」を送付
します。3月10日頃に発送予定です。
◇新たに申請が必要な方…義務教育
修了前の児童で、医療証をお持ちで
ない方。必要書類などは問い合わせ
てください。医療費の助成は、原則
として医療証交付の申請日（郵送の
場合は到着日）からです。転入日ま
たは出生日の翌日から2か月以内に
申請した場合は、転入日または出生
日までさかのぼって助成します。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

4月から「マイナンバーカード」
を利用した証明書のコンビニ交
付を開始します

「マイナンバーカード」を利用して、
住民票の写し、印鑑登録証明書、税
証明書が取得可能になります。
◇利用できるコンビニ…全国のマル
チコピー機のあるセブンイレブン、
ローソン、ファミリーマート、サー
クルＫサンクス
◇利用開始日…4月1日
◇利用時間…午前6時30分～午後11
時（年末年始・メンテナンス休止期
間を除く）
※マイナンバーをお知らせする「通
知カード」や、「区民カード」「印鑑登
録証兼区民カード」ではコンビニで
の証明書取得はできません。注意し
てください。
█問総合窓口課証明グループ☎3981‐
4766

選挙人名簿がご覧になれます

3月2日現在の選挙人名簿および
3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…3月3日㈭～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9月2日～
12月1日までに転入の届出を行なっ
た方、②平成7年12月3日～平成8
年3月2日までに生まれた方で、平
成27年12月1日までに転入の届出を
行なった方、③平成27年12月3日～
平成28年3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

3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店舗あ
たり10台程度◇実施…東京都自転車
商協同組合豊島支部
█問自転車計画グループ☎3981‐2169

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

4月3日㈰ 午前11時～午後3時
椎名橋下広場※駐車場なし。雨天中
止◇区内在住・在勤・在学の個人ま
たはグループ※営業目的は不可◇40
店舗（1店舗面積1．8ｍ×1．8ｍ）◇
500円█申3月3日から往復はがきか
Ｅメールで「〒171‐0051 長崎1‐
9‐2 しいなまちみとら、█EMmit
ora@life-design.or.jp」へ※先着順。
█問当会 田中☎6908‐3988

西巣鴨橋架け替えの
基本的な設計が完了しました

平成27年3月に開催された「西巣
鴨橋架け替え計画説明会」および、
沿道住民の皆さんのご意見・ご要望
をもとに検討を進め、橋の設計が概
ね完了しました。今後は平成28年度
内の工事着手をめざし、詳細部の設
計を進めます。詳しくは区ホームペ

ージをご覧いただくか、道路整備課
へ問い合わせてください。
█問当課☎3981‐4879

胃がん検診、肺がん検診対象者
の方へ 受診するなら3～5月
がチャンスです

対象の方は年度ごとに1回無料で
受診できます。例年3～5月が比較

す

的空いています。なお、事前申込み
が必要です。
◇対象…胃がん検診／30歳以上、肺
がん検診／40歳以上（いずれも平成
28年3月31日時点の年齢。4月1日
以降に受診する場合は、平成29年3
月31日時点の年齢）█申電話で豊島健
康診査センター☎5974‐3511へ（月
～金曜日〈祝日を除く〉 午前8時30
分～午後5時、土曜日・第4日曜日
〈12月と3月は第3日曜日〉 午前8
時30分～午後4時）
█問保健事業グループ☎3987‐4660

平成27年度の高齢者肺炎球菌
ワクチン接種期間が終了します

対象の方には昨年3月下旬に予診
票を発送しています。
◇接種期間…3月31日まで※期間を
過ぎると費用助成は受けられません。
◇対象者…はじめて肺炎球菌ワクチ
ンを接種する方で、区内に住民登録
があり、次の①か②に該当する方。
①平成27年4月2日～平成28年4月
1日の間に65・70・75・80・85・90
・95・100歳になる方、②60歳以上
65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸
器、ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能のいずれかに障害があり、身
体障害者手帳1級を持ち、日常生活
が極度に制限される方。
◇自己負担額…4，000円※生活保護
を受給中の方などに免除制度あり。
◇実施方法…予診票を23区内指定医
療機関へ持参（医療機関により要予
約）。
█問池袋保健所健康推進課☎3987‐
4173

日本福祉教育専門学校公開講座
「認知症を理解する
～三大認知症早わかり編～」

3月15日㈫ 午後6～7時 当校
高田校舎（高田3‐6‐15）◇介護福
祉学科長／八子 久美子氏に疾患や
原因、予防方法を学ぶ◇区内在住、
在勤、在学の方◇40名
█申3月3日から電話かファクスで当
校☎3982‐2511、█FAX3982‐5133へ※
先着順。

第12回
豊島区障害者地域支援協議会

3月24日㈭ 午後6時30分～8時
30分 区役所本庁舎5階507・508会
議室
█申電話かファクスで3月15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。

猪苗代四季の里
「手ぶらでスキーに行こう」

3月3日㈭～26日㈯◇期間中の宿
泊予約先着25名に、猪苗代スキー場
1日リフト券をプレゼント。スキー
セット（ウエア含む）の無料レンタル
付き◇区内在住、在勤、在学の方の
補助金付宿泊料（平日）…おとな／
6，920円＋入湯税150円、小学生／
4，550円、幼児（3歳～小学生未満）
／3，010円※休前日の追加料金はお
とな1，030円、小
学生720円、幼児
470円
█申3月3日から電
話で当施設☎0242
‐63‐1616へ。「広報としまを見た」
と伝えてください※先着順。

第9回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」

3月15日㈫～19日㈯ 午前9時30
分～午後5時（最終日は午後3時ま
で） としまセンタースクエア（区役
所本庁舎1階）◇障害者の方が制作
した、独創的な作品を多数展示。ポ
ストカードの限定販売あり。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

目白庭園 赤鳥庵
お と な

①大人の心を癒す「絵本広場」…3月
16日㈬ 午前10時30分～正午◇美し
い庭を眺めながらの絵本を通した楽
しい交流。懐かしい児童雑誌「赤い
鳥」などの講師朗読◇65歳以上の方
◇30名◇300円、②「赤鳥コンサート」
…4月2日㈯ 午後6～7時◇チェ
ロとギターとピアノが織りなす春の
夜のコンサート。飲物付き◇20歳以
上の方◇50名◇1，200円█申①②とも
3月3日から往復はがきかファクス
かＥメール（4面記入例参照。イベ
ント名も記入）で「〒171‐0031 目
白3‐20‐18 目白庭園管理事務所
█FAX5996‐4886、█EMinfo-mejiro-gard
en@seibu-la.co.jp」へ。当事務所
で直接申込みも可。電話申込み不可
※先着順。
█問当庭園☎5996‐4810（午前9時～
午後5時）

第30回記念 目白三人の会

3月21日㈪ 午後6時開演 東京
芸術劇場◇日本舞踊／花柳千代、現
代舞踊／芙二三枝子、クラシック・
バレエ／小林紀子による舞踊鑑賞講
座◇区内在住の方◇50組100名█申往
復はがきで3月10日（必着）までに
「〒170‐0013 東池袋1‐20‐10
としま未来文化財団目白係」へ※応
募者多数の場合は抽選。
█問としまみらいチケットセンター☎
3590‐5321

1．平成28年度の施政方針
⑴世界への挑戦
「国際アート・カルチャー都市実現戦略」の3
つの戦略のうち、第一の「文化戦略」については、
「（仮称）東京芸術祭」に向けた最初のステップと
して池袋での開催が予定される「（仮称）東京舞
台芸術祭」を足掛かりとし、東アジア文化都市
へのチャレンジなど、2020年東京オリンピック
・パラリンピック文化プログラムに向け、豊島
区ならではの魅力を前面に押し出し、積極的に
アプローチしてまいります。第二の「国際戦略」
では、創業者・新人アーティストのスタートア
ップ支援に力点を置き、世界に通用する事業者
などの誘致に取り組んでまいります。また、フ
リーワイ・ファイなどインバウンド環境整備な
どについても積極的に推進します。第三の「空
間戦略」については、池袋エリアのブランディ
ングや、駅の案内サインの整備について検討し
ます。

⑵未来への挑戦
消滅可能性都市の発表以来、様々な対策を展
開してきたにもかかわらず、本区の子育て世代
の定着率は23区で最低レベルにとどまっており、
区の取組みが十分に伝わってはいないのではな
いかと考え、マーケティングやブランディング
の民間経験を積んだ人材を「女性にやさしいま
ちづくり担当課長」として登用し、積極的にア
ピールしていきます。また、29年度に待機児童
ゼロを達成すべく、最大限のスピードで保育所
誘致を進めます。早急な改善が課題となってい
る学校トイレについては、28年度から3年間で
区立小中学校校舎のすべてのトイレを改修しま
す。仕事と子育ての両立支援の充実に向け、訪
問型病児保育サービス利用者への助成を開始し
ます。学童クラブについても、学校の無い期間
や土曜日の開始時刻を早めるとともに、1・2
年生を対象に、平日の夜7時までの時間延長を
始めます。
昨年開催のリノベーションスクール提案から

2つのプロジェクトが事業化される中、来年度
は空き家活用の条例化や認証・融資制度の整備
など、公民の適切な役割分担によるリノベーシ
ョンまちづくりを区内全域で進める仕組みを構
築します。
秩父市と連携したＣＣＲＣ構想については、

昨年実施したアンケートで約3分の1が地方へ
の移住に興味を示し、そのうち2割が秩父市へ
の移住に興味を持っているとの結果を踏まえ、
移住希望者を募り、秩父市や関係する事業者の
協力を得ながら、移住について検討する組織を
立ち上げ、具体化に向けた議論を活発化させて
まいります。

2．平成28年度予算案
平成28年度総予算規模は対前年度比120億

8，800万円、7．0％のプラスとなる1，845億8，700
万円と過去最大規模となりました。210事業、
65億7，600万円に上る新規・拡充事業は、福祉、
健康、子育て、教育などの様々な施策の充実に
積極的に取り組むとともに、本区が目指す「国
際アート・カルチャー都市」の実現に向け可能
な限り対応しました。
28年度予算編成にあたっては、3年連続で財
政調整基金を取り崩すことなく編成することが
できました。今後も可能な限り財政調整基金な
ど各種基金残高の確保を図り、安定的で持続可
能な財政運営に取り組みます。

3．今後の主な事業展開
⑴旧庁舎・公会堂
昨年7月の基本協定締結後、優先交渉権者と

基本設計協議を進め、大枠が固まりました。こ
のタイミングで事業者と定期借地権設定契約を
締結し、次の実施設計段階に進みます。2020年
東京オリンピック・パラリンピック前のグラン
ドオープンをめざし、全力で取り組みます。

⑵安全・安心
世界中から多くの人が日本を訪れる機会が増

える中、テロ対策をはじめとする安全・安心対

策は喫緊の課題であり、区の危機管理能力を強
化するため、陸上自衛隊ＯＢを「危機管理監」と
して迎えました。また、治安部門においても嘱
託員として警察官ОＢ2名を採用します。

⑶福祉・健康
「おたふく風邪ワクチン」について、3歳未満
は全額助成に拡大し、28年度限定で未就学児ま
で全額助成します。
子どもの貧困が社会問題としてクローズアッ

プされる中、ひとり親家庭などの子どもに対す
る学習支援事業に着手します。

⑷教育
朋有・富士見台小学校の認証に続き、すべて

の小中学校のセーフスクール実現にむけた取組
みを支援します。

⑸コミュニティ
全域展開が終了した地域区民ひろばの次の段

階として、若い世代の利用促進を目指し、全館
での日曜開館を段階的に実現します。

⑹文化・産業振興
豊島区ゆかりのマンガ家たちのモニュメント

を設置する「南長崎マンガランド」事業を推進し
ます。

⑺都市再生
特定都市再生緊急整備地域指定を受け、「池

袋駅周辺地域都市再生緊急整備協議会」を設置、
官民挙げて池袋の都市再生に取り組む体制が整
いました。池袋駅東西で高まるまちづくりの機
運に遅れることなく、国際アート・カルチャー
都市にふさわしい副都心再生を推進します。

⑻その他
池袋駅の西武・東武両デパートに期日前投票

所を設置することになりました。

（抜粋・要約）

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。

3月5日㈯ 午前10時～11時30分 豊島清掃工場※車での来場不可◇50名
█申電話で3月3日までに豊島清掃工場☎3910‐5300へ※先着順。

第1回区議会定例会 招集あいさつ・所信表明 2月12日に招集あいさつ・所信表明を行ないました。

豊島清掃工場個人見学会●区役所本庁舎の駐輪・駐車場は、「豊島の森」や「としまセンタースクエア」のイベント見学などで利用する場合、原則有料です。█問庁舎建設室☎4566‐2731
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平成28年2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 24,695
(＋155)

171,668
(＋58)

280,765
(＋126)
141,799
138,966

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

第2回
豊島区高次脳機能障害家族交流会

3月18日㈮ 午後1時30分～3時
30分 心身障害者福祉センター◇家
族向けの勉強・交流会◇区内在住の
高次脳機能障害者の家族（当事者の
方の同伴時は別プログラム対応）※
送迎バス希望の方は問い合わせてく
ださい。
█申電話で当センター☎3953‐2811へ。

染井お花見散策

3月26日㈯ 午後1時50分～4時
染井吉野桜記念公園※小雨決行◇と
しま案内人駒込・染井によるボラン
ティアガイドで、駒込巣鴨地域の桜
の名所、ゆかりの地を散策◇14名█申
3月3日からファクスかEメールで
「協働推進グループ█FAX3981‐1213、
█EMA0011903@city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

上級救命再講習会

3月16日㈬ 午前9～12時（8時
45分集合） 豊島消防署◇前回の認
定後3年以内に再受講する方◇50名
█申3月3日から、直接（公社）東京都
宅地建物取引業協会豊島区支部窓口
（東池袋1‐31‐6 三昌ビル3階）
へ※午後1時30分～4時30分受付。
電話、ファクスの申込み不可※先着
順。
█問当支部☎3984‐2977

交通安全講習会（兼運転者講習会）

3月23日㈬ 午後6時30分～7時
30分 区民センター◇春の全国交通
安全運動に先立ち、警察官の講話と
DVD上映を通じて、交通事故防止
の注意点を学ぶ█申当日直接会場へ。
█問庶務・交通安全グループ☎3981‐

4856

シニアのための英会話教室
～中学英語を使って楽しく勉強
しましょう!～（全12回）

4月6日～6月23日 ①水曜日、
②木曜日クラス 午後1時～2時30
分 シルバー人材センター◇50歳以
上の方◇若干名◇6，000円
█申電話かファクスかEメールで3月
3～22日の間に「当センター☎3982
‐9533、█FAX3982‐9532、█EMtoshima
ku@sjc.ne.jp」へ※先着順。

介護職員初任者研修（旧2級ヘ
ルパー養成研修） 受講生募集

◇講義・演習（計118時間）…4月12
日～7月29日 月・火・木・金曜日
／午前9～12時（期間中5日間は午
後1時まで）◇実習・見学（計28時間）
…6月17日～7月7日の期間中 平
日・土曜日／昼間4日間 いずれも
特別養護老人ホーム菊かおる園ほか
◇24名◇受講料64，480円◇試験合格
者に修了証を授与█申所定の申込書
（電話で請求か豊島区社会福祉事業
団ホームページ█HPhttp ://www.to
shimaj.or.jp からもダウンロード
可）を3月25日（必着）までに「〒170
‐0001 西巣鴨2‐30‐20 当事業
団」へ郵送か持参※応募者多数の場
合は書類選考。
█問当事業団☎5980‐0294

ああそうなんだ倶楽部
「桜咲く善福寺を愛でる
初春の江戸寺社史跡巡り」

4月2日㈯ 午後1～4時 JR
中央線高円寺駅南口広場集合◇長仙
寺、善福寺川緑地公園ほか。東京メ
トロ丸の内線南阿佐ヶ谷駅解散（約
8㎞）◇30名◇500円
█申電話かファクスか E メールで3
月3～20日の間に「当倶楽部 西川
☎・█FAX3959‐3064、█EMesjcr2525@y
ahoo.co.jp」へ※先着順。

旧第十中学校
初心者硬式テニス教室

4月10日～9月25日 毎月第2、
4、5日曜日・祝日 午前8～10時
旧第十中学校（千早4‐8‐19）◇小
学5年生以上で区内在住、在学、在
勤の方◇30名◇6，000円█申往復はが
きで3月15日（必着）までに「〒171‐
0042 高松3‐12‐21 大沼」へ※
応募者多数の場合は抽選。
█問豊島区スポーツボランティアリー
ダー四季 川島☎3951‐4335

資格など詳細は区ホームページか各
課窓口で募集要項などを確認してく
ださい。

授業づくり支援員（臨時職員）

◇担任とともに行なうチームティー
チングおよび授業の準備など◇任期
…4月1日～平成29年3月31日█申履
歴書（写真貼付）、教員免許状の写し、
合格証書の写し、自己申告カード
（区ホームページからもダウンロー
ド可）を3月11日（必着）までに指導
課庶務・事業グループへ本人が持参
か郵送。
█問当グループ☎3981‐1145

災害ボランティア入門講座

3月24日㈭ 午後2～4時 区民
センター◇災害時のボランティアや
ボランティアセンターの役割などに
ついて◇区内在住、在勤、在学の方
◇40名
█申3月3日から、電話で豊島ボラン

ティアセンター☎3984‐9375へ※先
着順。

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会

3月25日㈮ 午前10～11時 豊島
ボランティアセンター活動室◇高齢
者が指定の介護保険施設でボランテ
ィア活動を行ない、自身の介護予防
と支え合う地域社会をめざす。貯め
たスタンプは換金可◇60歳以上の方
◇20名◇健康保険証など住所と年齢
が確認できるものを持参。
█申3月3日から電話で当センター☎
3984‐9375へ※先着順。

●巣鴨警察署
シニアドライバースクール
4月9日㈯ 午後2～5時（午後

1時45分集合） 豊島自動車練習所
（東池袋3‐17‐1）◇実技指導、安
全講話、シュミレーターなど（記念
品あり）◇区内在住、在勤の方◇25
名█申往復はがきで3月20日（必着）ま
でに「〒170‐0004 北大塚1‐15‐
15 巣鴨警察署交通総務係」へ※応
募者多数の場合は抽選。
█問当係☎3910‐0110（内線4112）

◆女性の「やせ」と食事について
ダイエットをすると体は低栄養状態になりま
す。低栄養状態では女性ホルモンのバランスが
崩れ将来の妊娠・出産や骨の健康状態へのリス
クが増加します。
�食事について…1日3食を基本とし、主食
（ごはん・パンなど）主菜（肉・魚など）副菜（野
菜・海藻など）をそろえ、適度な運動で骨や筋
肉を丈夫にしましょう。適正な体重管理ととも
に健康的な美しいからだを目指します。
◆女性のための専門相談
「月経が不順、月経痛がひどい」「妊娠しやす
くするには何に気をつけたらよいの？」「子ども
をもつことは後で考えてもいいのかしら？」な
どの専門相談を毎月行なっています。
3月2日㈬ 午後1時15分から 池袋保健所

◇産婦人科医師（女性）、助産師、保健師、栄養
士、歯科衛生士による個別相談◇おおむね40代
までの女性█申電話で健康推進課☎3987‐4174へ
※要事前予約。
◆女性の骨太健診のすすめ
20～39歳の方を対象に、骨密度測定を含めた
健康講座を行なっています。
◆としま�子母神プロジェクト
出産前からの切れ目のない支援の仕組みを築

き、一人ひとりの女性のライフプラン形成を支
援して安心して子どもを生み育てられる地域社
会の実現を目指した取組みをしています。
�女性のための健康教室・健康セミナーの実施
�「としま見る知るモバイル」では健康・結婚・
妊娠・出産・子育てに関する情報の配信
�健康情報発信スペース「�子母神 plus」…池

袋保健所◇20～30代の
皆さんの健康や仕事、
子育てについて考える
きっかけや、ライフプ
ランを考える力を育む
サポートとして、ここ
ろと体の健康情報や子
育て情報などを発信しています。ぜひ、ご来所
ください。
◆がん検診を受けましょう
子宮頸がん・乳がんは早期に発見すれば治す

ことができるがんです。早期発見のため20歳に
なったら子宮頸がん検診（30、36、40歳の方は
HPV検査併用検診を実施）を、40歳になったら
乳がん検診を定期的に受けましょう。
█問地域保健課☎3987‐4660

女性が元気でいられるために！ この機会をきっかけに自分のからだと向き合ってみませんか？

～3月1日から8日までは女性の健康週間です～ █問健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191

4 広報としま情報版 平成28年（2016年） 3月1日号 No.1681 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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