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「第10次豊島区交通安全計画」を
策定しました

区内の陸上交通の安全に関する総
合的・長期的な施策の大綱と施策を、
総合的・計画的に推進するため本計
画を策定しました。本計画は「交通
安全対策基本法」に規定された第10
次東京都交通安全計画に基づき策定
され、区における今後の交通安全施
策の指針となるものです。策定にあ
たっては、パブリックコメント（意
見公募手続き）制度に基づき、区民
の皆さんのご意見をお聴きしました。
●閲覧できます
計画の全文とお寄せいただいたご
意見および区の考え方は、交通対策
課、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。
█問庶務・交通安全グループ☎3981‐
4856

12月上旬に国民健康保険料の納付
書（12～3月期分）を送付します

◇対象…納付書を利用している方
◇納付方法…毎月末日（末日が土・
日曜日、祝日、金融機関の休業日の
場合は翌営業日）までに、銀行・郵
便局などの金融機関、コンビニエン
スストア、区役所公金納付窓口、区
民事務所の窓口でお支払いください。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

離乳食講習会

12月6日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、
後期・完了期食のグループに分かれ
て、お口の機能の発達に合わせた離
乳食の進め方、調理のポイント（保

護者のみ試食あり）、むし歯予防を
学ぶ◇離乳食の開始（5～6か月）か
ら完了期食の乳児の保護者◇30組
█申電話で当相談所☎3957‐1191へ※
先着順。

ママのスマイル講座
「子育てにおける親子の愛着形
成にとって大切なこと」

12月8日㈭ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇子ど
もとの関りで大切なことを学ぶ。講
師…ほあしこどもクリニック副院長
／帆足暁子氏◇1歳6か月までの子
どもがいる母親◇15名◇スマイルカ
ード持参█保未就学児。15名。要予約。
█申11月21日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

健康チャレンジ！対象事業
「親子料理教室～米粉でブッシュ
・ド・ノエルをつくろう！～」

12月17日㈯ 午後1時30分～3時
30分 生活産業プラザ◇親子で米粉

を使ったクリスマスケーキ作りと試
食。食育の知識も学ぶ。持ち帰り不
可◇区内在住、在学の小学生と保護
者◇10組20名◇300円█保1歳6か月
以上の未就学児。定員あり。要予約。
█申電話で12月2日までに消費生活グ
ループ☎4566‐2416へ※応募者多数
の場合は抽選。

池西フリマ出店者募集

12月24日㈯ 午前11時～午後4時
池袋西口公園※駐車場なし。雨天中
止�池西フリマ…100店舗（1店舗面
積2m×2ｍ）※営業目的は不可◇
2，000円、�パネル展示…環境問題
に取り組む企業、団体のパネル展示
◇5団体◇5，000円█申ファクスか E
メールで「としま NPO 推進協議会
█FAX5951‐1508、█EMen@toshima-np
o.org」へ。1名（1グループ）1通
のみ※応募者多数の場合は抽選。
█問当会 幅上☎5951‐1508

●児童手当・特例給付
児童手当の受給には、申請が必要です。支給対象月は原則として、申請した月の
翌月分からです。各手当の金額などは右表を参照してください。申請方法などは事
前に問い合わせください。
子どもが生まれた方、転入した方は新たに申請してください。また、これまで受
給していた方が海外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請してください。
◇対象…中学校3年生（平成13年4月2日以降生まれ）までの児童。
●子どもの医療費助成
区内在住で健康保険に加入している子どもの、入院と通院にかかる医療費を助成
します（乳幼児は、入院時の食事療養標準負担額も助成対象）。対象となる子どもの
保護者で、まだ「子ども医療証」の交付を受けていない方は、至急交付申請してくだ
さい。助成開始は、原則申請日からです。
◇対象…中学校3年生（平成13年4月2日以降生まれ）までの児童で、次の①②の要
件を満たす方。①保護者と子どもがともに区内に居住している、②子どもが国民健
康保険または社会保険などの健康保険に加入している。

█問児童給付グループ☎3981‐1417

◇模擬店やバザー、各種体験・相談コーナー、歯・聴力測定、ストリートパフォーマンスな
ど。 █問障害福祉課管理グル―プ☎3981‐1963、社会福祉協議会☎3984‐9375

�健康チャレンジ！対象事業「講演会～賢い脂質コントロール術を学びませんか！～」
…午後2～4時 区役所本庁舎5階507～508会議室◇講師…二葉栄養専門学校校長
／小川 万紀子氏◇60名

█申電話で地域保健課がん対策・健康計画グループ☎3987‐4243へ※先着順。

�「第31回健康展～気をつけよう！飲みすぎ・食べすぎ・太りすぎ～」…午前10時～午
後2時30分 としまセンタースクエア◇測定体験コーナー、健康相談コーナーなど
█申当日直接会場へ。 █問国民健康保険課管理グル―プ☎3981‐1923

手当別月額・対象年齢など
区分 児童手当

手当月額

�0歳から3歳未満 15，000円
�3歳以上小学校修了前
第2子まで 10，000円、第3子以降 15，000円
�中学生 10，000円
�所得制限額以上の方 児童1人につき5，000円（一律）

対象年齢 中学校修了前（15歳の年度末まで）
所得制限 あり（表2参照）
支給月 6・10・2月

支給方法 銀行口座振込（申請者名義）
※ネット銀行など、一部取扱いができない銀行があります。

児童手当所得制限額表（単位：円）
扶養人数 児童手当
0人 6，300，000
1人 6，680，000
2人 7，060，000
3人以上 以降1人増すごとに、380，000円加算
※受給者の平成27年中の所得を基にしています。
※上記所得制限額表には、社会保険料控除一律
80，000円を加算しています。

保険料の納め忘れはありませんか？
もう一度納付書をご確認ください11/21 １１月期分の国民健康保険料、後期高齢者医

療保険料、介護保険料は、１１月３０日が納期限
です。期限内納付をお願いします。
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第28回 ふくし健康まつり 世代や障害の有無を超えて一緒に楽しみましょう！

12月4日㈰ 午前10時～午後3時
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）、区役所本庁舎5階会議室、南池袋公園、グリーン大通り

同
時
開
催

児童手当と子どもの医療費助成

●「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。



諸支出金
419億5,737万円　(30.7%)
各種基金への積立金、特別会計への
繰出金などの経費

公債費
41億1,177万円　（3.0%）
特別区債の元利償還など
の経費

小中学校、幼稚園、図書
館の運営などの経費

教育費
99億4,940万円　(7.3%)

文化・芸術、商店街・中小企業
の振興などの経費

文化商工費
39億2,152万円　(2.9%)

道路、公園などの整備、自転車対策、
緑化推進などの経費

土木費
50億8,844万円　(3.7%）

環境清掃費　37億2,030万円　(2.7%)
廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全
事業などの経費

議会費
8 億5,827万円　（0.6%）
区議会の運営などの経費
総務費
158億767万円　(11.6%)
戸籍事務、区民事務所運
営、防災対策などの経費
福祉費

高齢者・心身障害者福祉、
生活保護、保育園の運営
などの経費

437億3,868万円　(32.0%)

各種健康対策、保健所の
運営などの経費

衛生費
34億6,333万円　(2.5%)

1,367億1,763万円
(100.0%）

都市整備費　41億87万円　(3.0%）
まちづくり、区営区立住宅の管理などの経費

一般会計
歳 出
決 算 額

その他
326億8,678万円　(23.3%)
利子割交付金、配当割交付金、地
方特例交付金、自動車取得税交付
金、基金繰入金、繰越金など

特別区債
27億4,100万円　(2.0%)
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

諸収入
35億5,331万円　(2.5%)
各種貸付金の元利収入、
受託事業収入など

都支出金
72億4,153万円　(5.2%)

国庫支出金
188億3,189万円　（13.4%）
使用料及び手数料
35億1,273万円　（2.5%）

分担金及び負担金
8 億7,830万円　（0.6%）

特別区税
311億1,946万円　（22.2%）
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

地方譲与税
4 億3,595万円　（0.3%）

都区間・区間相互の財源の
均衡化を図り、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
306億7,831万円　（21.9%）

1,400億4,070万円
(100.0%)

地方消費税交付金一般会計
歳 入
決 算 額

83億6,145万円　(6.0%)

くらし等くらし等

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

「平成28年度臨時福祉給付金」
「障害・遺族年金受給者向け給
付金」の申請はお早めに

対象と思われる方には9月に申請
書を送付しています。封筒に「平成
28年度臨時福祉給付金のお知らせ」
（青色）、「年金生活者等支援臨時福
祉給付金（障害・遺族基礎年金受給
者向け）のお知らせ」（ピンク色）と表
示があります。再度郵便物を確認し、
未申請の方は早めに手続きしてくだ
さい。返信用封筒で郵送申請ができ
ます。申請書が届いていない方は支
給要件を確認のうえ、問い合わせて
ください。詳細は区ホームページ参
照。
◇申請期限…平成29年1月20日（消
印有効）※期限までに申請がない場
合は、給付金を支給できません。
●受付・相談窓口を開設しています
申請受付や書類の書き方などの相談
にも応じています。
◇開設時間…午前8時30分～午後5
時15分（土・日曜日、祝日、年末年
始を除く）
◇場所…生活産業プラザ
█問臨時給付金専用コールセンター☎
6890‐9249（午前8時30分～午後6
時30分※土・日曜日、祝日、年末年
始を除く）

「としま南池袋ミーティングル
ーム」をご利用ください

区民センターの改築期間中、区民
の方が利用できる代替会議室として
開設しています。
◇所在地…南池袋2‐34‐5 藤和
第2ビル3階（受付2階）
◇利用できる団体…営利企業や営利
目的利用を除く、次の①②いずれか

に該当する団体。①団体の代表者ま
たは連絡者が区内在住、②区内を拠
点として活動している団体※事前に
団体登録が必要です。詳細は問い合
わせてください。
█問としま未来文化財団☎3984‐7601

第3回
豊島区障害者地域支援協議会

12月13日㈫ 午後6時30分～8時
30分 区役所本庁舎8階806会議室
█申電話かファクスで12月9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。

染井よしの桜のふる里秋祭り

11月23日㈷ 午前10時～午後3時
染井吉野桜記念公園、駒込公園◇地
元商店の模擬店や交流都市による観
光物産展。駒込小鼓笛隊や駒込中琴
部、大道芸人も出演█申当日直接会場
へ。
█問観光計画グループ☎3981‐4623

『赤い鳥』を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

12月3日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「気
まぐれの人形師」、秋庭俊彦「クリス
マス」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

六義園の紅葉鑑賞と大和郷など
の周辺散策

12月3日㈯ 午前9時30分～11時
30分 ＪＲ駒込駅北口集合◇区内ボ
ランティアガイドの案内で六義園の
紅葉鑑賞と周辺散策をし、とげぬき

地蔵で解散◇20名◇300円（当日集金）
※六義園の入園料は各自負担█申往復
はがきで11月28日（必着）までに「〒
170‐0004 北大塚1‐15‐10東部
区民事務所2階 としま案内人駒込
・染井・巣鴨ツアー申込み係」へ※
先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

第184回
庁舎ランチタイムコンサート

12月14日㈬ 正午～午後0時35分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇サクソフォーンカルテ
ットが映し出すきらめきの情景。出
演（東京音楽大学）…写真左からソプ
ラノ・サクソフォーン／三瓶和貴、
テナー・サクソフォーン／久留えり、
バリトン・サクソフォーン／常世田
美里、アルト・サクソフォーン／渡
邉音織。曲目…J・S・バッハ「イタ
リア協奏曲」より抜粋ほか█申当日直
接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118

女性専門家集団による
「ミューズの相談会」

12月14日㈬ 午後1～4時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇国家資格を持つ士業などの
女性専門家による、暮らしと事業の
無料相談会◇区内在住、在勤、在学
の方。
█申電話で（弁）パートナーズ法律事務
所☎5911‐3216へ。

目白庭園赤鳥庵

①MR.ロニーのクリスマスコンサー
ト…12月18日㈰ 午後1時30分～3
時30分◇出演…ジャズシンガー／ロ
ニー・ハーシュ氏◇70名◇1，000円
②身体も心も温める冬のハーブティ
ーを作ろう…12月20日㈫ 午前10時
～正午◇寒い冬にぴったりのハーブ
を紹介し、オリジナルのハーブティ
ーを作る◇10名◇2，000円
③温かい心と身体のためのマッサー
ジオイル作り…12月20日㈫ 午後2
～4時◇家族で使えるマッサージオ
イルを作り、簡単なハンドマッサー
ジも学ぶ◇10名◇2，000円
█申いずれも往復はがきかファクスか
Ｅメール（3面記入例参照。ファク
ス番号も記入）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。
█問当事務所☎5996‐4810

第10回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」作品募集

平成29年3月にとしまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）で開催す
る、障害者による美術展「ときめき
想造展」の出品作品を募集します。
◇募集期間…12月1日㈭～平成29年
1月31日㈫
◇対象…区内在住、在勤、在学また
は区内の施設に通所・入所する障害
のある方、難病・発達障害などの方
が制作した個人作品や、区内の障害
者施設で制作した団体作品。
◇募集作品…①絵画・書・写真／縦
1辺＋横1辺が200㎝以内※会場の
パネルにつりさげられるものに限る。
②造形／縦1辺＋横1辺＋高さ1辺
が200㎝以内で重量が10㎏以内

◇表彰…芸術関係者による審査。最
優秀賞、優秀賞、審査員特別賞ほか
█申所定の応募用紙（障害福祉課、心
身障害者福祉センター、各障害支援
センターで11月28日から配布）に作
品の写真を添えて、障害福祉課窓口
へ持参。郵送も可。
█問当課政策推進グループ☎3981‐
1766、█FAX3981‐4303

川村学園女子大学
「目白観光文化研究所公開講座
『和』からつながる世界」

12月3日㈯ 午後2～4時 当大
学目白キャンパス（目白3‐1‐19）
◇「日本人として日本のことを知っ
ていると海外で強い」と実感した講
師の体験について。講師…小唄師範
／宮澤やすみ氏、活動写真弁士／山
内 菜々子氏◇50名█申Ｅメール（右下
部記入例参照。件名「『和』からつな
がる世界参加希望」）で川村学園女子
大学目白観光文化研究所█EMmejiro-t
ourism@kgwu.ac.jp へ※先着順。
█問当研究所☎6908‐3822

出張講座「悪質商法にご用心」

12月6日㈫ 午後2時40分～3時
20分 区民ひろば仰高◇最近の事例
などを紹介し、だまされないための
注意点や対処方法を学ぶ█申当日直接
会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

みらい館大明

①パソコン12月
講座…ⓐワード
で年賀状をデザ
イン（宛名書き
なし）／12月7
日㈬ 午後1～
5時、ⓑ日曜パワーポイント2013入
門／12月11日㈰ 午前10時～午後5
時◇ⓐⓑともワードかエクセル経験
者（ウインドウズ10使用）◇各10名◇
ⓐ3，000円、ⓑ5，000円
②豊島区若者支援事業「ちょこっと
自分発表会～YOUやっちゃいなよ
～」…12月11日㈰ 午後2～3時◇

特技や日頃練習している音楽、朗読、
ダンス、プレゼンなどを発表◇16歳
～30代◇若干名◇500円（発表者のみ）
█申①は電話か Eメールで「みらい館
大明☎3986‐7186、█EMmiraikan_tai
mei@yahoo.co.jp」へ。当館窓口
で直接申込みも可。②は当日午後1
時45分までに直接会場へ※いずれも
先着順。

シルバー人材センター

①「入会説明会」…12月9日㈮ 午前
9時30分～正午◇12月まで入会キャ
ンペーン実施中◇区内在住でおおむ
ね60歳以上の健康で働く意欲のある
方◇年度会費2，000円

あわせ

②「着付け教室（袷の着方と帯結び）
～お正月は、ぜひ着物で～」（全3回）
…12月6日㈫・9日㈮・16日㈮ 午
後1時30分～3時◇女性の方◇10名
◇5，000円◇着物や帯、小物は各自
持参※先着順。
③パソコン＆iPad 教室…�無料体
験教室／ⓐ12月15日㈭ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）／ⓑ11月26日～12月17日 土
曜日 午後0時45分～2時15分◇
5，500円、�ワードⅠ（全4回）／ⓒ
12月1～22日 木曜日 午前10時～
11時30分◇5，700円、� iPad 入門
（全4回）／ⓓ11月26日～12月17日
土曜日 午前10時～11時30分、ⓔ11
月29日～12月20日 火曜日 午前10
時～11時30分◇ⓓⓔとも5，800円※
年賀状講座も各種あり。問い合わせ
てください。
いずれもシルバー人材センター
█申①②は電話で当センター☎3982‐
9533へ。③はⓐ～ⓔを選び、往復は
がきかファクスで「〒170‐0013 東
池袋2‐55‐6 シルバー人材セン
ター、█FAX3982‐9532」へ。

第22回「障害者サポート」講座

12月15日㈭ 午後2～4時 区民
ひろば豊成◇各障害の特徴や、声か
け、手助け方法、障害疑似体験、ミ
ニ手話講座など、簡単なサポート方
法を学ぶ█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

第2回全国連携シンポジウム
「共存共栄の全国連携～交流人
口の拡大と観光～」

平成29年1月19日㈭ 午後2～5
時（午後1時受付開始） 東京区政会
館20階会議室（千代田区飯田橋3‐
5‐1）◇講演とパネルディスカッ
ション。近畿大学経営学部教授／高
橋一夫氏、跡見学園女子大学観光コ
ミュニティ学部准教授／篠原 靖氏、
株式会社価値総合研究所主席研究員
／目黒義和氏◇130名
█申電話か Eメールで11月24日～12月
22日の間に「特別区長会事務局☎
5210‐9738、█EM info@tokyo23city-
kuchokai.jp」へ※先着順。

淑徳大学公開講座

①「現代哲学と欲望論Ⅰ」…12月3日
㈯、②「コミュニティビジネス（ＣＢ）
講座―中級―」（全5回）…12月8・
15・22日、平成29年1月12・19日
木曜日、③「江戸の成り立ちと江戸
城再建」（全5回）…12月8・15・22
日、平成29年1月19・26日 木曜日
午前11時15分～午後0時45分
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@daijo.shukutoku.ac.jp」へ。

第69回豊島区民スキー競技大会

平成29年1月15日㈰ 午前9時
（午前8時45分受付開始） 菅平高原
スキー場（裏太郎カモシカコース）※
現地集合◇回転競技2本※第70回都
民大会予選を兼ねる。前日練習あり。
詳細は区ホームページ参照◇区内在
住、在勤、在学の方（小・中学生は
保護者同伴）◇一般1，500円、小・中
学生1，000円█申ファクスかＥメール
で12月22日までに「豊島区スキー協
会担当 河内█FAX3935‐8543、█EMh-k
awachi@pop02.odn.ne.jp」へ。
█問当協会 河内☎3935‐8543

区民スキースクール

①平成29年1月20～22日、②2月
10～12日、③3月3～5日 いずれ
も金～日曜日 午後8時 東京芸術
劇場横集合◇尾瀬岩鞍（群馬県片品
村）。詳細は豊島区スキー協会ホー
ムページ█HP http ://toshimakuski.
web.fc2.com/参照◇小学生以上（小
学生は保護者同伴）◇各回40名◇中
学生以上31，500円、小学生29，500円
█申はがきかファクスか E メールで、
①は「〒353‐0004 志木市本町5‐
9‐21 鎌田、█FAX048‐473‐3449、
█EMu2kamanta@gmail.com」へ。②
は「〒175‐0082 板橋区高島平8‐
12‐1‐707 河内、█FAX3935‐8543、
█EMh-kawachi@pop02.odn.ne.jp」
へ。③は「〒179‐0085 練馬区早宮
3‐12‐17‐107 加藤、█FAX5848‐
3100、█EMuin15506@nifty.com」へ※
いずれも先着
順。
█問豊島区スキ
ー協会 河内
☎090‐7715
‐5369

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。

在宅介護指導員（非常勤職員）

◇任期…平成29年4月1日～平成30
年3月31日（更新あり）█申所定の申込
書（高齢者福祉課で配布、区ホーム
ページからダウンロードも可）と課
題作文を11月30日までに当課窓口へ
本人が持参（土・日曜日、祝日を除く）
█問当課地域ケアグループ☎4566‐
2430

学校栄養士（非常勤職員）

◇任期…平成29年4月1日～平成30
年3月31日（更新あり）█申申込書（学
務課で配布、区ホームページからダ
ウンロードも可）、栄養士免許証、
課題作文を12月2日までに当課窓口
へ本人が持参か郵送。
█問保健給食グループ☎3981‐1176

教育センター（非常勤職員）

①特別支援学級指導員、②教育相談
員、③教育相談員（産休育休代替）
◇任期…①②は平成29年4月1日～
平成30年3月31日、③は平成29年1
月から約1年間（職員の産休育休期
間により前後）。
█問当センター学校・家庭サポートグ
ループ☎3590‐6746

※数値は、単位未満を四捨五入してあるため、総数と内訳の合計が一致しない場合が
あります。

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。

日本では、1日あたり新たに4人の HIV（ヒト
免疫不全ウイルス）感染者が報告されています。
また、東京都の新規 HIV 感染者報告数は364件
（平成27年）で、前年と比べて減少しましたが依然
として20歳代、30歳代の報告数が多い傾向が続い
ています。HIV/エイズは、現在でも私たちみん
なの問題であり続けています。

エイズは「死の病」と思われていましたが、1996
年以降の飛躍的な治療方法の進歩により、「慢性
疾患のひとつ」と考えられるようになりました。
治療方法が確立された現在では、早期発見・早期
治療が大切です。

早期発見のための検査は、1回の採血
（5㎖程度）で行ないます。無料の匿名検
査（要予約）です。

12月10日㈯ 午後1時30分～2時30分受付 池袋保健所
◇感染を疑う機会があってから3か月以上経過している
方。結果説明は検査終了後午後2時45分ごろから、判定
保留の場合は12月19日にお知らせします。
█申電話で予約専用☎3987‐4244（平日午前9時～午後5
時）へ。

平成27年度決算における健全化判断比率
区 分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

豊島区 平成26年度 ― ― ▲0．9％ ―
平成27年度 ― ― ▲2．3％ ―

早期健全化基準 11．25％ 16．25％ 25．0％ 350．0％
財政再生基準 20．00％ 30．00％ 35．0％

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額がないため、「－」表示となっています。将来負担比率は、将来負担額
よりそれらに充当できる財源が上回っているため比率が算定されず、「－」表示となります。

平成27年度 決算のあらまし

平成27年度一般会計の決算額および健全化判断比率についてお知
らせします。なお、特別会計の決算額などは、平成28年度予算の現
況とあわせ、12月に区ホームページに掲載予定です。

█問財政課☎4566‐2521

（ ）は構成比

12月1日は世界エイズデーです █問保健指導グループ☎3987‐4174

～11月16日から12月15日は東京都エイズ予防月間です～
●HIV/エイズはまだ終わっていない ●みんな受けよう、HIV検査！

（無料・匿名、予約制）
◀
レ
ッ
ド
リ
ボ
ン

12月は即日検査を実施します
●HIV/エイズは予防・治療ができます

●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。█問庁舎運営課☎4566‐2731

2 3広報としま情報版 平成28年（2016年）11月21日号 No.1715 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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社会福祉協議会社会福祉協議会

地域福祉サポーター公開講座
「子づれ防災10の心得～来たるべ

で き

きその日のために出来ること～」

12月10日㈯ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇区内在住、在勤、在学
の方◇災害時の受援力（助けを求め、
助けを受ける心構えやスキル）を身

につけ、地域での支えあい・助けあ
いについて考え、学びを深める。講
師…国立保健医療科学院産婦人科医
師／吉田穂波氏◇60名█保4歳児まで。
10名。
█申電話かファクスで12月8日（保育
は11月30日）までに「地域相談支援課
☎3981‐4392、█FAX5950‐1239」へ※
先着順。保育のみ応募者多数の場合
は抽選。

◆南大塚 「クリスマスお楽しみ
会」…12月3日㈯ 午前10時45分
～11時30分◇ティン・ホイッスル
とピアノでクリスマスソングなど
おなじみの音楽を演奏█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3946‐7665
◆豊成 郷土資料館出前講座「豊
島区の歴史」～池袋・大塚いまむ
かし～…12月5日㈪ 午後1時30
分～2時30分█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎5961‐3494
◆仰高 「クリスマス会」…12月7
日㈬ 午前10時30分～11時30分◇
劇団ぽけっとによるハンドベル、
大型ペープサートなど。子どもに
お土産あり。
█申電話で当ひろば☎5907‐3471へ。
直接窓口申込みも可。
◆さくら第二 「手作り教室～正
月飾りを作る～」…12月15日㈭
午前10時30分～正午◇講師…冨澤
美幸氏◇15名◇500円█申費用をそ
えて直接当ひろば窓口で申込み※
先着順。
█問当ひろば☎3958‐8453
◆高南第一 「高南クリスマスコ
ンサート」…12月9日㈮ 午後1
時30分～3時◇地域の音楽家によ
る弦楽四重奏。出演…バイオリン
／對馬哲男、ビオラ／對馬時男ほ
か█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3988‐8601
◆駒込 「おたのしみ会」…12月15
日㈭ 午前11時～11時50分◇劇団

ぽけっとの公演ほか█申当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎3917‐9873
◆高南第二 「年末お楽しみ会」…
12月15日㈭ 午前10時30分～11時
30分◇ピエロのパフォーマンス、
サンタさんからのプレゼントなど。
出演…クラウン Toga█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆清和第二 「ちびっこ冬のお楽
しみ会」…12月15日㈭ 午後3～
4時◇ハンドベル演奏ほか、パフ
ォーマンス。出演…劇団ぽけっと
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆千早 「クリスマス会」…12月16
日㈮ 午前10時30分から◇紙芝居、
合唱、リコーダー演奏█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆西巣鴨第二 「クリスマス会」…
12月17日㈯ 午前10時30分受付◇
乳幼児～小学3年生█申当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎3915‐2379
◆朝日 「クリスマスコンサート」
…12月17日㈯ 1部（乳幼児親子
向け）／午前10時30分～10時50分、
2部（おとな向け）／午前11時05分
～11時35分◇榊原 明日香氏によ
るクラリネット
演奏█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎
5974‐0566

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。虐待を
見かけたり、虐待かどうか迷った時
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。

●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

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。

█問心身障害者福祉センター☎3953‐2811

①身体的虐待…殴る、蹴る、つねる、やけどさせ
る、縛る、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど。
②性的虐待…性交の無理強い、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、無視など。
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。

区内3か所の定点測定施設での、
空間（大気）放射線量測定の結果、
区の目標値である0．23マイクロシ
ーベルト／時間未満の値でした。
※詳しくは区ホームページをご覧
ください。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

◆区民でつくる演奏会「いっぽ・
イッポ・み・ら・い・へⅫ～音楽で
つなぐ“小さな世界”～」…12月3
日㈯ 午後3時30分開演（午後2
時30分開場） 東京芸術劇場◇ゲ
スト…藤原歌劇団ダイアモンドメ
ンバーほか。出演…豊島区民合唱
団、ジュニア・アーツ・アカデミ
ーほか。曲目…オペラ『椿姫』より
「乾杯の歌」ほか█申としまチケット
センター☎5391‐0516へ※発売中。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆Echika池袋ギャラリー12月展示
「豊島区美術家協会作品展」…12月
1日㈭～25日㈰◇昭和29年に創立
された区内在住の美術家組織「豊島
区美術家協会」会員の作品を展示。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●冬休みこども自習室イン地域文
化創造館…12月23日㈮ 午前9時
～正午／雑司が谷、午後1時30分
～4時30分／南大塚、12月24日㈯
午前9時～正午／巣鴨、午後1時
30分～4時30分／駒込、12月25日
㈰ 午前9時～正午／千早◇「書
き初めお助け人」が各館を巡回。
習字道具、半紙などは各自持参。
参加人数によって待ち時間あり◇
区内在住、在学の19歳以下。
●巣鴨 ①クリスマスチャリティ
ーコンサート…12月18日㈰ 午後
5時開演◇出演…合唱団「大塚」・
とげぬき地蔵通り合唱団、②すが
もクリスマスコンサート…12月25

日㈰ 午後2時開演◇出演…すが
も児童合唱団。
█申いずれも当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 ①【214】すがも健康講座
ちゃんと歩けていますか？～膝関
節・股関節について～…12月14日
㈬ 午後3時～4時30分◇70名※
先着順。
●南大塚 ②【516】はじめての刺
繍～子どもが喜ぶ、ワンポイント
刺繍～…平成29年1月17日～3月
14日 隔週火曜日 午前10時30分
～午後0時30分◇保育付き◇4，000
円◇20名◇12月21日（必着）
●千早 ③【414】古典文学講座「源
氏物語の人びと」…平成29年1月
25日～2月15日 水曜日 午後2
～4時◇30名◇2，100円◇1月5
日（必着）。
いずれも区内在住、在勤、在学
の18歳以上█申①は巣鴨に電話か直
接当館窓口へ。②③は往復はがき
（3面記入例参照。講座名前の番
号、②は保育希望の有無も記入）
で各館へ。返信用はがき持参で直
接各館窓口申込みも可。当財団ホ
ームページからも申込み可。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、巣鴨☎3576‐2637
（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐11）、
南大塚☎3946‐4301（〒170‐0005
南大塚2‐36‐1）、雑司が谷☎
3590‐1253（〒171‐0032 雑司が
谷3‐1‐7）、千早☎3974‐1335
（〒171‐0044 千早2‐35‐12）

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

虐待や虐待のおそれのある家庭へ相談支援専門員な
どが訪問します。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。

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。

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。

10月
測定日

仰高小学校
（駒込5丁目）

朋有小学校
（東池袋4丁目）

要町保育園
（要町3丁目）

13日 校庭改修
工事中
測定休止

0．06 0．05

27日 0．07 0．06

※測定結果は校庭などの地上1ｍのもの。
※単位はマイクロシーベルト／時間。

障害者虐待防止センターにご相談ください

●相談窓口 ●虐待の例 ●家庭訪問

●保護体制

●カウンセリング

4 広報としま情報版 平成28年（2016年）11月21日号 No.1715 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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