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イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイエローリボンは、障害があってもその人らしく暮らし、学び、働くことができる社会を
すべての人と共につくっていくためのシンボルマークです。

笑顔をつなぐ
　黄色いリボン

主な内容 4・5面

「第44回スポーツのつどい」に参加された皆さん

8つの扉が開くまちの未来
庁舎跡

地エリアの建設工事がいよいよ始動！



お菓子作り担当お菓子作り担当
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お互いを知って、一歩先へ

「障害者権利擁護協議会」を発足しました
障害者差別解消法の施行をきっかけに10月に発足しました。
メンバーは障害者の方や支援施設の方、専門家など様々。
各関係機関が連携して差別解消や虐待防止に取り組んでいきます。

　障害者支援施設「いけぶく
ろ茜の里」では、パン作りのほ
とんどの工程を、スタッフの
見守りのもとに利用者自身が、
考えながら作業します。こうし
たパン作りを通して忍耐力や
考える力などを学び、一般企
業への就職をめざします。

　全員が担当の工程を持ち、一日の
自分のやることを把握して、手際よ
く作業しています。できるようになる
までには何回も練習を重ねました。
得意な部分を伸ばすことで、いまで
はそれぞれが各担当の達人です！

　10年以上前から営業を続け、今ではすっ
かり地域の憩いの場です。ここでも利用者の
方が、カフェの接客を通して社会で大切な
マナーや応用力を学んでいます。顔なじみ
の方や応援してくれる方がいることが、働く
自信につながっています。

肢体不自由のある方

視覚障害
●ヘルプマーク…義足や人工関節を使っている
方、内部障害や妊娠初期の方など、外見からはわ
からなくても、配慮や手助けを必要としている方が
携帯しています。このマークを見かけたら、思いや
りのある行動をお願いします。

●ヘルプカード…緊急時の連絡先、障害の名称、配慮してほ
しいことなど、サポートに必要な情報
が書いてあります。困っている方がこ
のカードを持っていたら、記載内容を
もとに配慮や手助けをお願いします。

　障害の有無にかかわらず誰もが幸せに生活ができるこ
と、それは差別や偏見をなくし、誰もが安心して生活でき
るコミュニティを築き上げていくことだと思います。誰も
が住みたいまち、住みやすいまちになれるよう微力なが
ら精一杯の尽力をしていきます。

荒井 隆夫さん(福祉ホームさくらんぼ園長)

　支援員さんと今日の業務を
確認し、昨日の報告や今日の目
標を発表します。その後はお互
いに身だしなみもチェック。最
後にあいさつの練習をしたら
業務開始！

　文書交換室で郵便物の回収
と振り分けをします。郵便受け
の数が多いので一つずつ確認
します。

　税務課から頼まれた封筒の三つ折りと、使
用済み切手の切り出し作業。量があるので根

気強く頑張
ります。間違ったり
悩んだ時は、支援
員さんにすぐに相
談します。

障害福祉担当係長より
ふたりの丁寧な仕事ぶりが評価されてきたのか、

依頼される仕事の種類や量も徐々に
増えています。顔なじみになった職員から

声をかけられたりもしていて、
これからも同じ区職員として活躍して
もらえることを期待しています。

知っていますか？ヘルプマーク&ヘルプカード

　現在2名が区役所の非常勤職員として働きながら社会に出る
経験を積んでいます。印刷物の封入・仕分けや、清掃、パン販売
など各課から依頼される様々な仕事をしています。

障害のある方が困っていても、
どう接すればいいのかわからない時はありませんか。

知的障害

● 複雑な事柄の理解や判断、
見通しをもって考えることが苦手になりがち。

● 初めてのことや急な状況の変化への
対応が困難な場合がある。

　わかりやすく、ゆっくり伝え
ましょう。絵や図、メモを用い
て相手が理解しているか確認し
ながら話すことが大切です。

精神障害

● 周囲の人の言動を被害的に
受け取りやすくなりがち。

●

　まずは、本人の話に耳を傾けま
しょう。黙って聞くことも大切な
コミュニケーションになります。

肢体不自由のある方

●

● 同じ姿勢を維持するのが
困難な場合がある。

　まずは声をかけ、相手の意思
を確認しましょう。車椅子の方と
話すときは、少しかがんで、同じ
高さの目線で話しましょう。

視覚障害

●

● 信号や看板など、視覚から
の情報が得にくいことが
ある。

聴覚障害

● 周りの状況を知るための音の情報が入りにくく、
理解できないことがある。

● 声をかけられてもわから
ないことがある。

　相手の顔を見ながら、ゆっく
り文節で区切って話しましょう。
表情や身振りなどで表現するこ
とも重要です。
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例えばこんなことに困る場合があります

就 労 支 援 の 現 場

一緒にかんがえましょう！

　私たち障害者は、徐々に福祉環境の充実によって積極的に
社会参加できるようになってきました。しかし一方で、障害者
に対する偏見や無理解からの差別も見受けられます。共生社
会への一歩は「障害の有無に関わらず笑顔での挨拶」、「地域
で困っている障害者を見かけたら声をかける」です。

小宮山 芳人さん(身体障害者福祉協会副会長)

「いけぶくろ茜の里」パン作り部門

ぶく
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っっ

焼き上がり！

区役所チャレンジ就業員部門

パン作りの流れパン作りの流れ

生地作り生地作り

出勤、就労支援室で支援員さんと打ち合わせ出勤、就労支援室で支援員さんと打ち合わせ

郵便物の振り分け郵便物の振り分け

就労支援室に戻って書類の封入作業就労支援室に戻って書類の封入作業

冷凍庫で一晩発酵させる冷凍庫で一晩発酵させる

次の日、焼き上げて販売次の日、焼き上げて販売

　こだわりの米粉配合の、モチ
モチした食感が大好評！焼きあ
がったパンは併設カフェのほ
か、保育園や老人ホーム、区役
所などでも販売します。

できあがり！！できあがり！！

パン作り担当パン作り担当

併設カフェもあります！併設カフェもあります！

午前  

　図書館が休館の日は、館内の
椅子などを清掃します。スポン
ジで水拭きした後は仕上げの
乾拭きで丁寧に磨きます。

図書館の清掃図書館の清掃午後

民間就職へ向けて、
“報告・連絡・相談”を
大事にしてます。

民間就職へ向けて、
“報告・連絡・相談”を
大事にしてます。

障障害害福福祉祉担担当当

最後に今日一日の日誌を書いて
終了です。おつかれさまでした！
最後に今日一日の日誌を書いて
終了です。おつかれさまでした！

当当 おお菓菓子子作作りり担担

いることが、働がいることが、働く

たのか、たのか、

からから

てて

障害者週間に合わせて様々なイベントを実施します。
まずは障害のある方の話を聞いたり交流をしてみませんか？
詳細は問い合わせてください。

●ふくし健康まつり　12月４日㈰　南池袋公園ほか
●障害者サポート講座　12月15日㈭　 区民ひろば豊成

たり
援
相

　日本には、身体・知的・精神・発達・難病などの障害者が
850万人(国民の14人に１人)います。障害のある方もな
い方も共に暮らすことのできる社会が、真に豊かな社会
です。そのためには、社会的に不利な立場にある障害者の
権利を拡大し、差別のない社会をつくることが大切です。

田中 英樹さん(早稲田大学人間科学学術院教授)

　障害のある方もない方も、共に地域で暮らしてゆける社
会になるように、協力していきたいです。多くの方の理解と
関係機関の取組みもますます大切になると思います。

武藤 節子さん
(池袋西地区民生委員・児童委員協議会会長)

スタッフの皆さん

種類も
たくさん
あるよ

種類も
たくさん
あるよ

こだわりの
コーヒーと
一緒にどうぞ

こだわりの
コーヒーと
一緒にどうぞ

支援員小野さん支援員小野さん

みんなで協力して
楽しく作っています。
長年作っている
「ラスクの森」が
オススメです。

幻聴や幻覚が生じる場合があり、
周囲の状況を把握することが
難しいことがある。

車椅子やつえを利用している方は、階段や少しの
段差にも苦労することがある。

歩いているときにつまずいたり、
障害物にぶつかってしまうこと
がある。

　「何かお手伝いしましょうか」と声
をかけましょう。場所の説明は、方向や
位置などをなるべく具体的に話しましょう。

お客さんに喜んで
もらえるのがうれしい
です。おいしいパン
を作りたいと
思っています。
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　2019年秋に先行オープンする新ホール棟は、新ホールを中心にパークプラザ、音楽やアニメなどの最先端コンテンツを発信するライブ劇場を備えています。また隣接す
る新区民センターには、区民の皆さん自身が主役となって様々な発表が繰り広げられる多目的ホールと小ホールがあります。10スクリーンを擁するシネマコンプレックスと
シネマプラザ、ビジネスシーンを彩るカンファレンスホールを備えたオフィス棟オープンを迎える2020年春、世界でも例を見ない8つの劇場群がグランドオープンします。
ここに来れば、いつだって、ワクワクする自分にきっと出会えるはず。

　2020年春のグランドオープンに向け、庁舎跡地活用プロジェクトが着実に進んでいます。8つの劇場を中心に、豊島区がめざす国際
アート・カルチャー都市構想が掲げる基本コンセプト「まち全体が舞台の誰もが主役になれる劇場都市」を具現化する庁舎跡地エリア。
年間1,000万人が訪れるこのエリアから描く、国際アート・カルチャー都市の近未来図をご紹介します。

　新ホール棟パークプラザ、オフィス棟シネ
マプラザはイベントなどを行なう階段状の
オープン空間。ブロードウェイで外部空間と
つながり、様々な出会いを生み出します。
　新区民センターには発表会や講演会、レ
セプションなど、多様なニーズに対応する使
い勝手の良い平土間の多目的ホールと小
ホールを整備します。

　新区民センターには日本最大規模
の35ブース女性トイレを中心にパウ
ダーコーナー、フィッティングスペー
スなど女性にやさしい機能が満載。も
う、トイレに並ぶ必要はありません。
　「パパママ★すぽっと」には授乳室
や親子トイレ、おむつ替えスペースは
もちろん、くつろぎスペース、親子カフ
ェテーブルが備わり、ファミリーのおでかけをサポートします。

　池袋東口の新たなランドマーク
となる地上33階、高さ158メート
ルのオフィスタワー。
　特定都市再生緊急整備地域の顔
として、国家戦略特区の区域計画
認定を受けたプロジェクトであり、
池袋のビジネス機能をさらに強化
することで、池袋の未来を牽引す
る企業集積を図っていきます。

　民間事業者が開発するオフィス棟と新ホール棟に合わせて区が整備する新
区民センター。3棟の中層部の外装は「武蔵野の木立」をイメージしたデザイ
ン、そして3棟をつなぐ路上デッキは「ハレ舞台の屏風」（アーバンスクリーン）。
3棟が奏でる和モダンのハーモニーが国際アート・カルチャー都市へ誘います。

　公開空地の創出により、歩行者空間を飛躍的に拡大。周辺道路と一体的に
整備し、バリアフリーの道路空間を創出します。季節の風を感じながら、「歩
いて楽しい」歩行者優先のまちづくりを進めます。

　セーフコミュニ
ティ国際認証都市と
して、繁華街の安
全対策や、帰宅困
難者への対応も含
めた災害対策を重点的に展開します。子どもから高齢者まで、そして世界中
の誰もが安全安心に文化に触れあえる国際基準のセーフシティをめざします。

　1,300席の
新ホールは、どの客席
からも舞台が観やすく、多
様な公演に対応する本格的な
舞台設備を完備。
　宝塚歌劇や歌舞伎をはじめ、演
劇、ミュージカル、バレエ、伝統芸
能、コンサートなどの多彩なプロ
グラムを展開し、舞台芸術の魅力
を味わい尽くす「劇的空間」が誕生
します。

　アニメファンの女の子た
ちの交流の場、コスプレイ
ベントの会場として連日に
ぎわう中池袋公園。
　８つの劇場に囲まれたイ
ベント広場として、2019
年秋リニューアル！誰もが
主役になれる新たなス
テージが誕生します。

ブロードウェイ

中池袋公園

■問庁舎跡地活用課☎4566－2548

誰もが安心して
楽しめるセーフシティ
誰もが安心して
楽しめるセーフシティ

自然と調和する
和のデザイン
自然と調和する
和のデザイン

国際的な
ビジネス拠点
国際的な
ビジネス拠点

スーパー
バリアフリーな街並み
スーパー
バリアフリーな街並み

女性にやさしい
まちづくり
女性にやさしい
まちづくり

８つの劇場が生み出す圧倒的なにぎわい８つの劇場が生み出す圧倒的なにぎわいインバウンド・おもてなしインバウンド・おもてなし

アニメ・コスプレの聖地アニメ・コスプレの聖地

多様な出会い・
交流の場
多様な出会い・
交流の場

「国
際アー

トカルチ
ャー都市」 の建設工事が

始動！「国
際アー

トカルチ
ャー都市」 の建設工事が

始動！
魅力的な
公演プログラム
魅力的な
公演プログラム

　多言語対応で外国人観光客もご
案内。池袋周辺の公演チケットや
街の情報が何でもそろう新区民セ
ンターの総合インフォメーション・
チケットセンターできめ細かな「お
もてなし」。

7Ｆ

2～6F

1F

カンファレンスホール
約400人
シネマコンプレックス
10スクリーン
約1,800席
シネマプラザ
約150人

オフィス棟
新ホール棟
2～8Ｆ

1F

1F半地下

新ホール　
1,300席
パークプラザ　
約300人
ライブ劇場
約160人

8～9F

6F

2～3F

1F

多目的ホール  平土間　
約500人
小ホール  平土間　
約160人
パブリックトイレ
パパママ★すぽっと
インフォメーション
センター

新区民センター

2 0 2 0 池袋
アートとカルチャーが融合し
東京で一番クリエイティブなまちになる
このまちの未来をみんなで想像し、
みんなでまちを創造していこう

国際アート・カルチャー都市の核となる
このエリアの愛称を平成29年１月に公募します。
詳細は1月1日発行「広報としま新年号」に掲載します。

※現時点での計画であり、今後変更となる可能性があります。
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「「国国
際際アアアーー

トトカカルルチチチ
ャャャーー都都市市」 のの建建設設工工事事がががが

始始動動！

7Ｆ

2～6FF

1FF

カンファレンスホール
約400人
シネマコンプレックス
10スクリーン
約1,800席
シネマプラザ
約150人

オフィス棟オフィス棟
新ホール棟
2～8Ｆ

1F

1F半地下

新ホール　
1,300席
パークプラザ　
約300人
ライブ劇場
約160人

8～9F

6F

2～3F

1F

平土間多目的ホール  平
約500人

間　小ホール  平土間
約160人

レパブリックトイレ
っとパパママ★すぽっ
ョンインフォメーショ

センター

新区民センター新区民センタ

8つの扉が開くまちの未来
1,000万人のワクワク
8つの扉が開くまちの未来
1,000万人のワクワク
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｢　子母神plus (健康情報スペース)｣の利用団体募集

②オープンスペース使用条件
◇使用頻度…上限月
1回(年12回)、時間…
午前９時～午後１時
(土・日曜日、祝日は正
午まで)

①テーブル席（3台）使用条件
◇使用回数…上限月１回(平成29年
５月から翌年3月ま
での間)、時間…午
前９時～午後１時
(土・日曜日、祝日は
正午まで)

●応募資格…①区
民が構成メンバーと
なっているサークル
または団体、②区民
が構成メンバーと
なっている団体、または区内に事務
所、営業所などがある企業※詳細は
左記二次元コードを確認してくださ
い。
●応募期間…12月1日㈭～平成29
年1月31日㈫
●応募方法…区ホームページの募
集要項を確認し、応募用紙に必要事
項を記入。郵便かFAXか持参で「地
域保健課管理グループ■FAX3987－
4110、■EMA0016901@city.toshima.
lg.jp」へ。

池袋保健所1階の「　子母神plus」
は健康、結婚、妊娠、出産、子育て
などのライフプランを手助けする
ための多様な発信をしています。
今後、様々な団体が情報発信の場
として活用していただけるように、
健康に関する取組みを行なってい
る区民サークル・団体や、イベント
などを実施していただける団体へ
貸出しを行ないます。
■問池袋保健所地域保健課管理グループ
☎3987-4203

平成29年度は、全施設で午後７時までの終了時間の延長利用ができるよ
うになります。内容を確認のうえ、申し込んでください。
■問各学童クラブ、放課後対策グループ☎3981－1058

●対象児童…区内在住または区立
小学校在学の小学生で、保護者の就
労、疾病などで放課後の時間帯に家
庭が留守になる児童(利用要件あり)
※保護者の疾病の場合は医療機関
の診断書などが必要。
●基本利用時間…平日／放課後～
午後６時、学校休業日／午前９時～
午後６時(土曜日は午後５時まで)※日曜日、祝日、年末年始を除く。
●延長利用…時間／平日午後７時まで、対象／新１～３年生で保護者の
就労時間（通勤時間を含む）が午後６時を過ぎる児童。保護者のお迎えが
必要。
●9時前利用…学校休業日、土曜日、長期休業期間中の午前８時15分～
９時の利用は、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…基本利用料／月額4,000円、延長利用料／月額1,000円、9時
前利用料／年額1,000円(いずれも減額・免除制度あり)
※午後５時以降利用する方で間食希望者／別途月額1,000円。
※欠席届提出による欠席月も利用料が発生します。
●受付期間…学童クラブ在籍者／12月３日㈯～19日㈪、新規利用希望
者／平成29年１月４日㈬～20日㈮※面談あり。要予約。
●実施施設…子どもスキップ22施設(各小学校区に１
か所ずつ)※所在地、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確認してください。
●受入れ人数…各クラブへ問い合わせてください。
■申12月１日から各学童クラブで配付する、①利用申請書②就労証明書な
どを、受付期間内に希望する学童クラブへ提出。

妊婦さんが気軽にふらっと立ち寄
れるスペースです。ゆりかご相談
員(助産師)が、お役立ち情報の
お知らせや心配ごとの相談などに
対応します。リラックスした雰囲
気のなか、ミニ講座を通じてママ
同士の交流を楽しみませんか。
母子手帳、としま育児サポート手
帳を持参してください。

●池袋保健所…12月14日、平成29年１月18日、２月15日、３月15日
　いずれも水曜日　午前10時～ 11時30分
●長崎健康相談所… 12月１日、平成29年１月５日、２月２日、３月16日
　いずれも木曜日　午前10時～ 11時30分
■申当日直接会場へ。
■問池袋保健所保健指導グループ☎3987－4174
　長崎健康相談所☎3957－1191

平成29年度 学童クラブ利用案内｢ゆりかご・ふらっと｣で
おしゃべりしませんか？

木枯らしの季節になってきました。区内
各館の今月のおはなし会は、スペシャル
イベントです。クリスマス気分満載のパ
ネルシアターや絵本・ビッグブックの読
み聞かせをします。子どもと一緒に、心
躍るおはなし会でほっこり温
まってみませんか？
■申当日直接各館へ※駒込のみ
駒込地域文化創造館音楽室へ。

図書館「冬のスペシャルおはなし会」

図書館名 日時 電話

中央 12月18日㈰　午後２時から 3983－7861

駒込 12月17日㈯　午後３時から 3940－5751

巣鴨 12月21日㈬　午後３時30分から 3910－3608

上池袋 12月21日㈬　午後３時から 3940－1779

池袋 12月24日㈯　午後２時30分から 3985－7981

目白 12月14日㈬　午後３時から 3950－7121

千早 12月14日㈬　午後３時30分から 3955－8361

◇ボランティアの方による絵本の読み聞かせ
と、育児相談など。みんなでワイワイ子育てを
楽しみましょう◇乳幼児と保護者
■申当日直接会場へ。
■問区民ひろば池袋本町☎3986－0041

子どもと一緒に楽しもう！
「ピョンピョンタイム」
毎月第４水曜日　
午前11時～11時45分
区民ひろば池袋本町

一緒に
子育て！

  人権相談
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
■問広聴・相談グループ☎3981－4164
●携帯電話人権相談
24時間365日受け付けています。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

  人権週間関連事業
●人権週間パネル展
人権の大切さや人権問題を身近に感じるためのパネ
ル展を開催します。区の取組みなども紹介します。
12月1日㈭～25日㈰　区役所開庁時間に準ずる　
区役所本庁舎4階回廊
●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8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8日㈭　午後５～８時
専用電話☎5824－9620、☎5824－9621

  人権啓発の取組み
区内の小・中学校では、花の育
成を通じて命の尊さや愛おし
さを感じてもらう「人権の花」
運動や、人権尊重の大切さに
ついての作文を作成してもら
う「人権作文コンテスト」などを実施しています。

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への理解を深める取組みを進め、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

12月4～10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 

未来へつなげよう 違いを認め合う心

豊島区本庁舎の豊島の森や
エコヴェールなどの緑化が、
屋上緑化部門では最優秀賞
である「環境大臣賞」を、壁
面・特殊緑化部門では優秀
賞である「日本経済新聞社
賞」を受賞しました。高度
な技術を要する空間の緑化
に、技術的な工夫を凝らし
て積極的に取り組み、優れ
た成果をあげた団体として
表彰されました。
●作品名…としまエコミューゼタウン(豊島区
本庁舎・Brillia Tower 池袋)
●主催…公益財団法人都市緑化機構　
■問庁舎運営グループ☎4566－2731

第15回屋上・壁面・特殊緑化
技術コンクール

としま
エコミューゼタウン

Ｗ受賞
知っておきたい 国 民年金

国民年金は、保険料を出し合ってお互いを支え合う
制度です。加入していれば、やがて訪れる老後の生
活や、万一の病気・けがなどで障害の状態になった
ときなどにも強い味方となります。

忘れていませんか？
こんなときは、お近くの年金窓口へ！
●20歳になったら　●会社などを退職したら
●夫または妻が退職したら
●海外に住んでいる人が帰国したら
●離婚したら
●パート収入が年130万円以上になったら
※上記は代表的な例です。

海外で暮らすときも
“まさか”に備えられる「在外任意加入制度」
海外に居住している方でも日本国籍であれば国民年
金に入れます。国民年金に任意加入し、保険料を納
めると「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」に備えるこ
とができます。また将来、保険料を納めた期間に応じ
て「老齢基礎年金」が受け取れます。

国民年金は一生のリスクの備えです

※保険料を未納のままにしていると、「老齢基礎年金」
が受給できなくなるだけでなく、「障害基礎年金」や
「遺族基礎年金」も受けられない場合があります。

保険料の納付が困難なときはご相談を
納付が困難な方のために、各種免除制度があります
（前年所得に基づく審査あり）。２年１か月前までさか
のぼって申請できますので、早めに相談してください。
詳しくは問い合わせてください。

■問国民年金グループ
●加入・免除申請など…☎3981-1954
●受給…☎3981-1952
池袋年金事務所
●年金の記録、支払状況、年金全般…☎3988-6011

遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金

老齢基礎年金障害基礎年金

病気やけがなどで日
常生活に支障が出た
際に受け取る年金

65歳になったら生
活費の一部として
受け取る年金

亡くなった際に、
家族が受け取る
年金

マンガの聖地としま！モニュメントお披露目会＆
トキワ荘通りお休み処開設３周年記念イベント

12月10日㈯　午前10時～午後3時

ゼロくん
モニュメント

西武池袋線
東長崎駅

都営大江戸線
落合南長崎駅

西武池袋線
椎名町駅

南長崎
スポーツ公園

南長崎
花咲公園

山
手
通
り

目白通り

トキワ荘通り

レオ＆ライヤ
モニュメント

森安なおや先
生の「いねっ子
わらっ子」のモ
ニュメントお披
露目会

南長崎公園　
午前11時から
鈴木伸一先生の描き下
ろしによるモニュメント
お披露目会

トキワ荘跡

Ⓒ森安なおや Ⓒ鈴木伸一

Ⓒ手塚プロダクション　

記念碑
「トキワ荘の
ヒーローたち」

スタンプ

ラリー

ポイント

スタンプ

ラリー

ポイント

スタンプ

ラリー

ポイント

スタンプ

ラリー

ポイント

特別養護老人ホーム
風かおる里　午前10時から

Ⓒ寺田ヒロオ

※スタンプラリー終了時間

トキワ荘のあったまち・南長崎に、新たに２つ
の「マンガの聖地としま！モニュメント」が登場
します。完成を記念して、お披露目会と「マン
ガの聖地としま！モニュメント」を巡るスタンプ
ラリーやパネル展などのイベントを開催します。
スタンプラリーの台紙は各ポイントとお休み処
で配布します。
マンガの聖地・南長崎には、「ジャングル大帝」
のレオ＆ライヤや、記念碑「トキワ荘のヒーロー
たち」などモニュメントが合わせて６つあります。
懐かしのキャラクターに会いに来ませんか。

■問観光交流グループ☎3981-1316

トキワ荘通りお休み処　
午前10時～午後5時
モニュメント完成記念パネル
展（平成29年3月末まで）
　　 マンガ家のたまごによる
オリジナルポストカードプレ
ゼント（12月10日　午前11
時～午後1時◇先着100名）
スタンプラリー ゴール

素敵な景品
を

プレゼント
！！

特典



●「セーフスクールサミットin豊島」、
「インターナショナルセーフス
クール（ISS）認証式」開催
●日本政策金融公庫、巣鴨、東京
両信用金庫と「ソーシャルビジネ
ス支援の包括協定」締結
●「バレンタイン・ファンタジー池
袋」開催

●「池袋駅周辺地域都市再生緊急整備協議会」が設立

●緑の芝生におしゃれなカフェレストラ
ン併設、南池袋公園がリニューアル
オープン！
●民間から「女性にやさしいまちづくり
担当課長」を登用

●南長崎に「まんがの聖地としま！モ
ニュメント」第1弾設置
●外国人観光客向け新ポータルサイト
公開

●熊本地震被災地へ心の支援「熊本城
修復豊島支援金」募集

平成28年 豊島区この一年

●区民による応援団誕生！「国際アート・カルチャー特命大使」認証式
●住み続けられるまちへ「リノベーションまちづくり構想」策定

●都内初開催！「秩父宮記念スポーツ
博物館巡回展 in 豊島区」

●「親子向けの防災ワークショップ～
わたしの『つくる』があなたを『まも
る』～」開催
●区初の小中連携校（池
袋本町小学校・池袋
中学校）、新校舎で2
学期開始

▲芝生が心地よい南池袋公園。
子どもたちの笑顔があふれる。

●リオ五輪競泳日本代表の池江璃花子・長谷川涼香選手（私立淑徳巣鴨高等学
校）が区長を表敬訪問

●「禁煙レストランとしま」第1号店にWACCA池袋が登録
●国家戦略道路占用事業適用地域認定のグリーン大通りでオープンカフェ＆
アートフェス「ダイアログ・イケブクロ」開催

●インバウンド観光マップ「池袋でしかできない50のこと」発行
●繁華街を抱える8区が客引き対策合同会議開催
●持続発展都市への転換をめざし、「豊島区基本計画」、「豊島区人口ビジョン」、
「豊島区まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定
●旧庁舎・公会堂閉庁イベント「としまミュージアム」開催

1 月
●区民ひろば5館で日曜開館スタート
●全国初、東武百貨店池袋本店・西武池
袋本店に参議院選挙期日前投票所開設

●障害者アート国際交流展「2016 パラ
アート TOKYO」開催
●雑司ヶ谷　子母神堂が国重要文化財に
指定

●豊島区・秩父市版CCRC構想「地方移
住を考えるワークショップ」開催

●「池袋駅周辺まちづくりガイドライン」策
定

7 月

8 月

●トキワ荘復元施設「（仮称）マンガの聖地としまミュージアム」の整備に向けた
検討会議スタート

●災害対応能力の向上をめざし総合防災訓練で図上訓練初実施
●東京の多様な文化を発信する総合芸術祭「東京芸術祭2016」、池袋で初開催
●区内企業・団体トップが一堂に会し「としまイクボス宣言」

●「豊島区内の国重要文化財巡り健康
ウォークラリー」開催
●国際競争力の強化に向けて「池袋ブラ
ンディング・シティ戦略検討会」始動
●屋上・壁面・特殊緑化技術コンクー
ルで「としまエコミューゼタウン」がW
受賞

●アニメ・コスプレから伝統芸能まで
「池袋オータムカルチャーフェスティ
バル」開幕

●「大田楽 いけぶくろ絵巻」開催
●池袋駅周辺地が「アジアヘッドクォー
ター特区」に追加指定（予定）

9 月

2 月

3 月

10月

11月

●待機児童対策として居宅訪問型保育事
業を開始

●旧庁舎跡地エリアの建設工事着工
●閉校施設を活用した文化芸術創造拠点
「にしすがも創造舎」閉館

12月

4 月

5 月

●「国際アート・カルチャー都市懇話会」
の答申を受け、「国際アート・カルチャー
都市構想実現戦略」策定

6 月

▲トキワ荘復元施設の模型 ▲部下のワーク・ライフ・バランスを応援する67
団体がイクボス宣言

▶南池袋公園でくりひろげられた
「大田楽 いけぶくろ絵巻」

懇話会の近藤誠一会長から区長へ実現戦略を答申▶

▲江戸時代の歴史を今日に伝える
　子母神堂

▲今年ISSの認証を受けた学校の活動報告

▲「としまエコミューゼタウン」の
　本庁舎10階「豊島の森」

▲ステージイベントや現代アートで旧庁舎・公会堂のフィナーレを盛り上げた。

写真提供
日刊建設工業新聞社

小・中学校が様々
な施設を共有し、
連携・協働する新
校舎

▲▶
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福  祉福  祉

ご意見をお寄せください
「池袋駅における案内誘導サイ
ンの共通化検討について」

区では、2020年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向け、池袋駅
において案内誘導システムなどの共
通ルールの検討を進めています。
本件について、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。
●閲覧できます
検討の概要は、12月22日まで都市
計画課、行政情報コーナー、図書館、
区民事務所および区ホームページで
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）を記
入し、郵送かファクスかＥメールで
12月22日（必着）までに「都市計画課
都市基盤グループ█FAX3980‐5135、█EM
A0022603@city.toshima.lg.jp」へ。
直接当グループ窓口へ持参も可。個

別に直接回答はしません。
█問当グループ☎4566‐2636

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29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

口腔ケア講座と栄養講座

12月5日㈪ 旧高田豊寿園（高田
3‐38‐7）
①口腔ケア講座…午前10時30分～正

午◇歯科医師による噛む力や飲み込
むための筋肉を鍛える体操、唾液の
分泌を促すマッサージなどの講義。
②栄養講座…午後1時30分～3時◇
管理栄養士による食生活の改善方法
や必要な栄養素などの講義。
いずれも◇区内在住で65歳以上の

方◇各40名
█申電話で介護予防グループ☎4566‐
2434（平日のみ）へ※先着順。

講演会「生活の中でできる高次脳
機能障害のリハビリテーション」

平成29年1月6日㈮ 午後6時30
分～8時（午後6時から受付） とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇病院生活では見えなかった
高次脳機能障害について、在宅生活
でできるリハビリテーションや生活
環境の整え方などを解説◇100名
█申電話かファクスで「心身障害者福
祉センター☎3953‐2811、█FAX3953‐
9441」へ※先着順。

わかばパソコンクラブ第Ⅲ期
「エクセル初級編」

平成29年1月11日～2月22日 水
曜日 午後1時20分～3時20分 心

身障害者福祉センター◇エクセルの
基礎を学ぶ◇区内在住、在勤で18～
64歳の身体障害者手帳、愛の手帳、
精神保健福祉手帳をお持ちか、高次
脳機能障害と診断されている方。ゆ
っくりでも入力可能な方。視覚障害
の方は除く。初回の方優先。再受講
可※送迎バス希望の方は12月15日ま
でに要事前相談◇4名◇テキスト代
など実費。
█申電話かファクスで「当センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441」へ。窓
口で直接申込みも可※先着順。

食彩いきいきサロン3期（全6回）

平成29年1月12日～3月16日 木
曜日 午前11時20分～午後1時 女
子栄養大学「松柏軒」◇栄養バランス
のとれた食事での会食と、管理栄養
士によるミニ栄養講座◇区内在住の
65歳以上の方※初めての方優先◇30
名◇2，400円█申往復はがきで12月14
日（必着）までに高齢者福祉課介護予
防グループ（宛先上部欄外参照）へ※
応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎4566‐2434（平日の
み）

平成28年度第4期は平成29年1月31日が納期限です。また、第3期（平成28年10月31日納期限）の納付が確認で
きない方へ、11月29日に督促状を送付しました。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押えます。平成27年度は約2，300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国外に出国する場合は、区に1年度
分の特別区民税・都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…病気や退職などによってやむ
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。
�夜間窓口を開設します…12月7日㈬ 午後5時～7時30分
◇納期限までに納付がない場合は電話催告・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
電話や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。

●講演会コーナー
①としま豊かな食コンクール「調べ学習」表彰式…午前10時30分から、
②「食！MOTTAINAI を伝えよう！」（ショックもったいないを伝え
よう）…午前11時45分から◇千早小学校児童の発表、
③としま健康チャレンジ！講演会「食べるもの、
食べること、食べかたを考えよう！」…午後1
～3時※午後0時30分から整理券配布◇講師…
学習院女子大学教授／品川 明氏。先着50名に
野菜のプレゼントあり。

●展示・体験コーナー…学校給
食・保育所の食育活動紹介、食
に関するぬり絵や折り紙、手の
汚れの測定、食べ物の重さ調べ、
ごみ分別ゲーム、街の巨匠たち
の写真・メニューコンクール入
賞作品展示など。各コーナーを
回ってクイズに答えるとプレゼ
ントあり。

「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28年（2016年）
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食べ物の大切さを考えよう～としま食育フェア
12月18日㈰ 午前10時30分～午後3時30分 としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）
█申当日直接会場へ。 █問保健事業グループ☎3987‐4660

豊島区食育推進
キャラクター ぱくぱく

◀
昨
年
の
食
育
フ
ェ
ア
の
様
子

特別区民税・都民税（住民税）は期限内に納付してください █問税務課整理グループ☎4566‐2362

●「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。
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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

子育て・教育子育て・教育

健  康

募  集募  集

傍聴できます

講演・講習講演・講習

東池袋四丁目地区の都市計画変
更案の公告・縦覧・意見書の募
集について

◇対象地域…東池袋四丁目地内◇計
画案の内容…都市計画変更（用途地
域等、高度地区、防火地域および準
防火地域）◇縦覧期間・場所…12月
1～15日の間に都市計画課窓口◇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※直接当課窓口へ持参も可。
█問当グループ☎4566‐2632

区役所本庁舎・店舗の自転車駐
輪場の無料時間を変更します

◇無料時間…3時間（変更前は1時
間）◇変更…12月1日㈭から◇駐輪
場概要…位置／西門、駐輪台数／
200台程度、入出庫可能時間／午前
7時～午前0時◇利用料金…1日あ
たり200円（最初の3時間は無料）、
駐輪場駐車券紛失時の料金／500円
※自動車・バイクの駐車場は変更あ
りません。
█問庁舎運営グループ☎4566‐2731

平成29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㈭～26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29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3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8
台程度
◇実施…東京都自転車商協同組合豊
島支部
█問自転車対策グループ☎3981‐4847

区営住宅（家族向け）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、資格期間内にあき家が発生し
た際、登録順位に従いあっせんしま
す。
◇募集世帯数…区営住宅（家族向け）
／2人以上世帯用10世帯、3人以上
世帯用4世帯
◇入居資格…区内に引き続き1年以
上居住し、同居親族のいる住宅に困
窮した成年者。詳細は、区ホームペ
ージか住宅課、各区民事務所で配布
する募集案内を参照（土・日曜日は
除く）
█申12月5日から住宅課、各区民事務
所で配布する申請書に必要事項を記
入し、12月12日（消印有効）までに住
宅管理グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐2637

ノロウイルス対策講習会

12月6日㈫ 午後2時30分～4時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇ノロウイルス食中毒の
予防対策◇集団給食施設、生かき提
供業者、区内在住、在勤の方◇200
名█申当日先着順受付。
█問食品衛生担当係☎3987‐4177

ふくしのしごと
ＧＯ！ＤＯ！合同就職面接会

12月14日㈬ 午後1～4時（午後
3時30分受付終了） ハローワーク
池袋本庁舎（東池袋3‐5‐13）◇池
袋近辺の約10施設による事業説明会
の後、施設の方と直接相談などがで
きる就職面接相談会も同時開催。詳
細はハローワーク池袋ホームページ
█HP http ://tokyo-hellowork. jsite.
mhlw.go.jp/list/ikebukuro.html
参照◇保育や介護など福祉の分野で
働きたい方█申応募する会社数の履歴
書を持参し、当日直接会場へ。
█問ハローワーク池袋ハートフルワー
クコーナー☎3987‐4367

すくすく子育てセミナー「子育
てと家族（夫婦）」

12月17日㈯ 午前10時～正午 区
民ひろば要◇我が子の長所をキャッ
チするためのアドバイス。茶菓子付
き◇プレママから小学生までの子ど
もの保護者◇30名◇300円█保6か月
以上小学生まで。30名。要予約█申フ
ァクスかＥメールで「家庭倫理の会
█FAX3973‐8991、█EMkatei.rinri.toshi
ma@gmail.com」へ※先着順。
█問当会 山本☎3973‐9486

「ポジティブ・ディシプリン」
たた

～叩かない・怒鳴らない子育て～
（全8回）

平成29年1月10日～2月28日 火
曜日 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◇3～18歳
の子どもの保護者で、全回参加でき
る区内在住の方◇15名◇保育なし。
█申12月5日午前10時から22日までに
電話☎5980‐5275か直接当センター
窓口へ※応募者多数の場合は抽選。
当選者には後日電話連絡。

親子で楽しく学ぼう！スマホ・
ケータイの安全な使い方

平成29年1月14日㈯ 午前10時30
分～11時30分 生活産業プラザ◇携
帯電話をまだ持っていない、または
持ち始めた子どもたちとともに、ト
ラブル事例をアニメーションで楽し
く学ぶ◇区内在住、在勤、在学の小
学生と保護者◇15組30名
█申電話で消費生活グループ☎4566‐
2416へ※先着順。

東京都区西北部精神科医療地域
連携事業メンタルヘルス公開講
座「うつ病について」

12月10日㈯ 午後3時～4時30分
練馬区立区民・産業プラザココネリ
ホール（練馬区1‐17‐1）◇うつ病
の理解と病気への接し方、治療法、
予防法について。講師…赤坂診療所
所長／渡辺 登氏◇500名█申当日直接
会場へ。
█問慈雲堂病院☎3928‐6511

平成28年度豊島区糖尿病区民公
開講座「地中海式食事様式～実
際のレシピも含めて～」

平成29年1月14日㈯ 午後2時開
演 豊島区医師会館4階講堂（西池
袋3‐22‐16）◇講師…練馬総合病院
副院長／柳川達生氏、同病院循環器
内科医長／伊藤鹿島氏◇80名
█申電話かファクスで12月28日までに
「豊島区医師会事務局☎3986‐2321、
█FAX3984‐5921」へ※先着順。

生活協力員募集（豊島区立従前
居住者住宅「アゼリア東池袋」）

平成29年4月1日現在、55歳未満
で配偶者と入居し在宅できる方
◇勤務時間…月～金（土・日曜日、
祝日を除く）午前10時～正午、午後
2～4時※緊急時24時間対応。詳細
は区ホームページ参照
◇任期…平成29年4月1日～平成31
年3月31日（2年更新。60歳まで4
回更新可能）
█申履歴書（写真貼付）を12月16日まで
に地域まちづくり課事業企画グルー
プへ郵送か持参（土・日曜日を除く）。
█問当グループ☎3981‐2611

平成28年度図書館経営協議会
（第2回）

12月15日㈭ 午後6時から 中央
図書館5階会議室
█申電話で当日午後5時までに中央図
書館管理グループ☎3983‐7861へ。

第6回豊島区保健福祉審議会

12月15日㈭ 午後6時から とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）
█申電話かファクスで当日午後5時ま
でに「福祉総務課計画グループ☎
4566‐2422、█FAX3981‐4303」へ。

トキワ荘から紫雲荘へ！豊島区の
マンガ家支援・2期生卒業記念展

平成29年3月31日㈮まで 西武池
袋線椎名町駅の営業時間に準ずる
当駅南北自由通路◇トキワ荘のあっ
たまち・豊島区と地域がマンガ家を
支援する「紫雲荘活用プロジェクト」。

3月にプロジェクトを卒業する2期
生のマンガ作品などの活動を紹介█申
当日直接会場へ。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

「中山道は味噌街道」みそ汁配布会

12月11日㈰ 午前10時30分～午後
4時 すがもん広場（巣鴨地蔵通り
商店街入り口）◇代表的産地の味噌
を使った味噌汁を無料配布。全国有
名味噌特別販売会を同時開催█申当日
直接会場へ。
█問みそ知る会事務局 酒井☎3971‐
6175

あうるすぽっと

①「ノイズの海」…12月15日㈭～18日
㈰◇ろう者のダンスアーティスト南
村千里の新作公演◇一般3，500円、
学生2，500円、高校生以下1，000円ほ
か、②「ホワイエリーディング劇団
昴『クリスマス・キャロル』」…12月
24日㈯・25日㈰◇ホワイエでのリー
ディングとピアノ生演奏。
█申①電話でとしまチケットセンター
☎5391‐0516、②当日直接会場へ。

お と な

赤ちゃんから大人まで！
つなぐつながるひろばのＷＡ
「仲間がつながるひろばⅠ・Ⅱ」

12月19日㈪～21日㈬ 午前10時～
午後4時 としまセンタースクエア
（区役所本庁舎1階）◇区民ひろばで
活動するサークルを紹介。19・20日
は作品展示。21日は舞台発表のほか、
木育体験コーナーなどを実施█申当日
直接会場へ。
█問地域区民ひろば課自主運営支援グ
ループ☎3981‐1507

猪苗代四季の里バスツアー「お子
様も大歓迎猪苗代スキーツアー」

12月19日㈪～21日㈬◇当施設（福
島県耶麻郡猪苗代町見祢山1番地）
に宿泊し、池袋発着の貸切バスで行
くスキー三昧の3日間◇区内在住、
在勤、在学の方◇42名（最少催行人
数25名）◇おとな37，900円（6食付）

※子ども、区外の方の料金は問い合
わせてください。
█申電話で㈱フォレスト旅行事業部☎
0465‐62‐8150へ※先着順。

目白庭園 「第34回赤鳥寄席」

12月24日㈯ 午後2時～4時30分
（午後1時30分受付、入場整理券の
配布は正午から）◇100名◇1，200円
█申往復はがきかファクスかＥメール
（4面記入例参照。参加人数、ファ
クス番号も記入。はがき1通2名ま
で）で「〒171‐0031 目白3‐20‐
18 目白庭園管理事務所、█FAX5996‐
4886、█EM info-mejiro-garden@sei
bu-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

みらい館大明 たいめいシネマ
「ヒックとドラゴン2」（吹替版）

12月25日㈰ 午前10時30分開始、
午後1時30分開始◇2014年作品。ゴ
ールデングローブ賞受賞◇各回30名
█申電話かＥメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。直接窓口申込みも可※先
着順。

としま案内人雑司が谷イベント
「新春雑司が谷七福神めぐり」

平成29年1月7日㈯・8日㈰ 午
前10時～正午◇重要文化財に指定さ
れた�子母神堂、日本ユネスコ協会
から「未来遺産」に登録された雑司が
谷地域にある七福神を、ボランティ
アガイドの案内でめぐる◇各日35名
◇色紙は途中で購入可█申往復はがき
（4面記入例参照。参加者全員分を
記入。参加希望日〈あれば第2希望
日〉も記入）で12月15日（消印有効）ま
でに「〒171‐0032 雑司が谷3‐19
‐5 雑司が谷
案内処」へ※応
募者多数の場合
は抽選。
█問当案内処☎
6912‐5026

2017としま「成人の日のつどい」

平成29年1月9日㈷ 午後1時～
2時30分（予定。正午開場） 東京芸
術劇場◇音楽成人式◇平成8年4月
2日～平成9年4月1日生まれの方
█申当日直接会場へ。
█問学習・スポーツ課管理グループ☎
4566‐2761

第20回目白ロードレース記念大会

平成29年3月5日㈰ 午前8時か
ら受付 学習院キャンパス周辺の周
回コース※雨天決行◇種目…①親子
レース、②小学校4～6年生、③中
学生※団体戦あり、④高校生～29歳、
⑤30～39歳、ほか40歳以上の種目も
あり。詳細は区ホームページ参照◇
区内在住、在勤、在学および近隣の
小学生以上で健康な方◇1，000名◇
親子レース、中学生以下1，500円、
高校生以上3，000円█申指定の申込用
紙（区スポーツ施設窓口などで配布）
で、12月12日～平成29年1月20日の
間に参加費を
添えて郵便局
かゆうちょ銀
行で申込み※
先着順。
█問目白ロード
レース実行委
員会事務局☎
5979‐6070

生涯学習オープンスクール

●日本外国語専門学校
①「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド・クリスマス会～」
…12月10日㈯ 午後1時～2時30分
◇800円、②「中学生・高校生のため
の英検対策合格セミナー（3級・準
2級・2級）」…12月23日㈮ 午前10
時～午後3時◇500円
█申詳細は直接「当校☎3365‐6141、
█FAX3365‐6041」へ※先着順。

淑徳大学公開講座

①「東京オリパラ2020を迎えるにあ
たって」…12月13日㈫、②「精読・古
事記の世界」（全5回）…12月17・24
日、平成29年1月7・21・28日 土
曜日、③「バチカンと世界」（全5回）
…12月17・24日、平成29年1月28日、
2月25日、3月11日 土曜日、④
「子どもの生活環境と育ちの関係」…
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@daijo.shukutoku.ac.jp」へ。

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。

12月2日㈮ 正午～午後0時30分（午前11時45分開場） 当大学Ｊ館ロビー（南池袋3‐4‐5）◇曲目…「My Favorite Things」「A 列
車で行こう」、出演楽器…ピアノ、サックス、ドラム、トランペット、コントラバス█申当日直接会場へ。 █問当大学演奏課☎3982‐2496

採用
（28年度）

事務 福祉 一般技術 医療技術 技能 教員 計
61人16人 15人 2人 0人 1人95人

退職
（27年度）

定年 勧奨 普通 死亡 計
56人14人 17人 3人 90人

年次有給休暇 平均取得日数は12．6日

育児休業
27年度の新規取得者数は
25人（うち、男性職員3
人）、平均取得日数は443日

区分 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

26年度 277，323人 1，293億円 20億円 203億円 15．7%
※1 19．4%

27年度 281，540人 1，356億円 29億円 212億円 15．6%
※2 19．5%

区分 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

26年度 1，864人 73億円 26億円 32億円 131億円 7，027千円
27年度 1，866人 72億円 28億円 33億円 133億円 7，127千円

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 42．2歳 315，300円 448，700円
技能労務職 51．3歳 309，100円 425，900円

教育職（幼稚園） 37．2歳 310，200円 431，000円

一般行政職
Ⅰ類 181，200円
Ⅲ類 144，600円

技能労務職 136，500円

支給割合
期末手当 勤勉手当
2．60月分
（1．45月分）

1．70月分
（0．8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

最高限度額

18．50月分
29．00月分
41．25月分
41．25月分

25．50月分
34．25月分
49．55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）

1人当たり平均支給額 3，835千円 22，285千円

区分 内容および支給単価 支給実績

扶養手当

配偶者 13，700円

130，792千円

配偶者を欠く第1子 13，700円
その他2人目まで 6，000円
3人目から 6，000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）

97，005千円配偶者等が借家（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 290，402千円

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 973，500円 194，700円 1，168，200円 3．95月分
副区長 827，500円 165，500円 993，000円 3．85月分

報
酬

議長 887，100円 ― 887，100円 3．90月分
副議長 777，200円 ― 777，200円 3．90月分
議員 601，300円 ― 601，300円 3．90月分

計画年度 基準（28年度） 目標（38年度）
職員数 1，971人 1，800人

削減実績（累計） ― △171人

地域手当 1，602，743千円

超過勤務手当 632，117千円

特殊勤務手当（3種類）26，440千円※支給職員の割合…10．4%

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年度決算）
（平成28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、区民の代表である区議会の審議、議決を経て、
条例で給与を決定します。このように、職員の給与は、民間企業の給与水準を適正に反映する
ものとなっています。

「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28年4月1日現在）（注）1．「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均額です。
2．「平均給与月額」とは、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。
3．平成28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 （各年度普通会計決算）

◆職員の初任給月額 ◆期末手当・勤勉手当
人事行政の運営の状況 （平成28年4月1日現在） （平成28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 ※1 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

※2 平成27年度決算には新庁舎移転のための運用金償還金・旧庁舎地代（270億円）が含まれ
るため、その金額を除いた場合の比率 （注）1．平成28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。

2．期末・勤勉手当の支給割合は一般職員の例です。
3．期末・勤勉手当の（ ）内は再任用職員に係る支給割合です。

◆職員給与費 （各年度普通会計決算）

◆勤務成績の評定 ※1 月額27，000円以上の家賃を支払っている職員
※2 平成28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。◆退職手当 （平成28年4月1日現在）平成27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ないました。また、一般職員については、「業績」、「能力」および「態度」
の評定を行ないました。 ◆特別職の報酬など （平成28年4月1日現在）（注）職員手当には退職手当を含みません。

定員の状況
平成28年度の職員数は、1，971名となりました。4月に策定された「第7次豊島区定員管理計画（平成29～38年度）」

の基準となる職員数で、平成38年度までに1，800名体制を目標として定員管理を進めていきます。
◆第7次豊島区定員
管理計画の数値目
標および実績 （注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した

全職種に係る職員に支給された平均額です。

東京音楽大学 J館ロビーコンサート
「105回東敦子メモリアル・シリーズ『JAZZ』」
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平成28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 27,185
(＋795)

175,222
(＋679)

284,546
(＋711)
143,581
140,965

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。

～ ～～ ～

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
※その他注意事項等については、チケットよしもとHP・公式HPをご購入前に必ずご確認ください。
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
※その他注意事項等については、チケットよしもとHP・公式HPをご購入前に必ずご確認ください。

●福笑い寄席～東京グランド花月特別公演～のみ料金が異なります。
※全席指定 ( 税込 )　1階席  前売 :￥4,000/ 当日 :￥4,500    2 階席  前売 :￥3,500/ 当日 :￥3,000

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

オリンピック・パラリンピック
気運醸成事業 西本哲雄氏のバ
レーボール教室「見学者」募集

12月17日㈯ 午前の部（女子）…午
前9時～11時30分 豊島体育館、午
後の部（男子）…午後2時～4時30分
明豊中学校◇ミュンヘン五輪金メダ
リストの西本哲雄氏が、区内中学生
へ指導する様子を見学◇上履き持参。
█申当日直接会場へ。
█問豊島区バレーボール連盟 山下☎
3980‐3058

第75回区民グラウンド・ゴルフ
新春大会

平成29年1月8日㈰※雨天時1月
22日㈰ 午後1時受付 総合体育場
◇区内在住、在勤の方◇1，000円◇
運動できる服装、運動靴（道具の貸
出しあり）。
█申電話で12月18日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ※要予約。

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。

①生涯学習指導員（非常勤職員）
②社会教育指導員（非常勤職員）

①区の文化政策に関する事務、②放
課後子ども教室に関する事務◇任期
…いずれも平成29年4月1日～平成
30年3月31日（更新あり）█申申込書
（①文化デザイン課、②教育部庶務
課で配付。区ホームページからダウ
ンロードも可）を平成29年1月11日
（必着）までに各課へ郵送か持参。
█問①施策調整グループ☎3981‐1476、
②地域・学校連携グループ☎3981‐
1335

学校開放指導員（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）█申履歴書（写
真貼付）・小論文を平成29年1月6
日（必着）までに地域・学校連携グル
ープ窓口へ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐1335

学童クラブ職員（非常勤職員）

◇子どもスキップなどでの児童指導
業務◇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
・自己申告書・論文（子ども課、各
子どもスキップ、各中高生センター
で配布）を平成29年1月11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13日まで）。
█問当グループ☎4566‐2471

サポートとしま講演会
「成年後見人の役割を学ぶ～失
敗しない制度利用のために～」

平成29年1月16日㈪ 午後2～4
時 生活産業プラザ◇成年後見制度
の概要、後見人の役割、候補者の選
び方などについて。講師…弁護士／
井村華子氏◇80名
█申電話かファクスで「サポートとし
ま☎3981‐2940、█FAX3981‐2946」へ
※先着順。

●東京都福祉保健局
「医師・歯科医師・薬剤師および医
療業務従事者の届出について」
医師法などの規定により12月31日
現在の届出が必要です。届出用紙は
区内の医療機関へは12月中旬に郵送
するほか、都内保健所でも配布。届
出は平成29年1月16日㈪までに保健
所へ。
█問医師・歯科医師・保健師・助産師
・看護師・准看護師・歯科衛生士・
歯科技工士は医療人材課☎5320‐
4434、薬剤師は薬務課☎5320‐4503

区内各図書館で、おとな向け・子ども向けの「本の福袋」（貸出し）を実施
します。どんな本が入っているのかは、開けてからのお楽しみ。読書の新
たな出会いを楽しみませんか？※なくなり次第終了です。

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。

�「たかまつヨーガの会」 毎月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☎3955‐3506
�囲碁「天元会」 毎週日曜日 午
後1～5時 南大塚地域文化創造
館◇初級以上の方◇入会金1，000
円、月額2，000円█問永倉☎3940‐
5645
�「あさひ英会話教室」 毎月3回
土曜日 午前10時～正午 駒込地
域文化創造館ほか◇初級以上の方
◇入会金1，000円、月額4，000円█問
柿沼☎3910‐5478
�「碁友会」 毎月3回程度土曜日
午後1～5時 区民ひろば南池袋
◇月額500円█問浦川☎5950‐9059
�ヨーガ「チャンドラの会」 毎週
水曜日 午前10時20分～正午 み

らい館大明◇月額3，500円█問佐野
☎3972‐6059
�英会話「英楽会」 毎週火曜日
午後1時30分～3時30分 千早地
域文化創造館◇入会金1，000円、
月額6，000円█問菊池☎3916‐6912
�「元気！ながさきの会 フィット
ネス」 毎月4回 第1・3金曜
日 午後2～3時 区民ひろば富
士見台、第2・4土曜日 午後0
時15分～1時15分 長崎小学校◇
60歳以上の方◇入会金200円、月
額500円█問有馬☎3954‐6335
�「シャンソン友の会 リラ」 毎
月第1・3金曜日 午後6～8時
南大塚地域文化創造館◇入会金
1，000円、月額4，000円（資料代含
む）█問白鳥☎3986‐1746
�歩き方「つかウォーク」 毎月第
3金曜日 午後7時～8時30分
南大塚地域文化創造館◇月額2，000
円（会場費含む）█問浜名☎5395‐
1317

図書館 期間 電話

中央
おとな 12月24日㈯～平成29年1月26日㈭

3983‐7861
子ども 12月24日㈯～平成29年1月15日㈰

駒込
おとな 平成29年1月5日㈭～26日㈭

3940‐5751
子ども 12月24日㈯～平成29年1月9日㈪

巣鴨 おとな・子ども 12月17日㈯～28日㈬ 3910‐3608
上池袋 おとな・子ども 12月24日㈯～平成29年1月26日㈭ 3940‐1779

池袋
おとな 平成29年1月5日㈭～26日㈭

3985‐7981
子ども 12月25日㈰～平成29年1月8日㈰

目白 おとな・子ども 12月15日㈭～28日㈬ 3950‐7121
千早 おとな・子ども 12月21日㈬～平成29年1月9日㈪ 3955‐8361

「本の福袋」のご案内

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28年（2016年）12月1日号 No.1717 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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