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詳しくは2・3面をご覧ください

スポーツ好き、この指とまれ！
2020年、スポーツ・文化・平和の祭典
「オリンピック・パラリンピック競技大会」が東京で開かれます。
皆さんはどのようにこの時を迎えますか？
観戦？それとも大会ボランティア？
「としまスポーツ応援団」に入って、ともに選手をサポートしませんか？
テレビ観戦をしたり、街でみんなでワイワイ盛り上がることも
立派な応援団員です！

GOOOOAL！GOOOOAL！
保育園体験レポート！

広報課職員の主な内容
4・5面
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としまスポーツ応援団　
団員大募集！

スポーツを
「観る」

★団員限定メールマガジンで
　パラスポーツ情報をお知らせ
★オリンピック・パラリンピック
　に関する講座受講

応援プログラムの申請にあたっては、公益財団法人東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会ホームページ■HP https://
tokyo2020.jp/で公開されている東京2020参画プログラムガイド
ライン・応援マークガイドラインなどを参照してください。
区内町会、商店会の皆さんで応援プログラムの申請を検討してい
る場合は、下記担当までお気軽にご相談ください。
■問 学習・スポーツ課
　オリンピック・パラリンピック調整・推進グループ
　☎4566-2761　■EM A0014606@city.toshima.lg.jp

非営利団体（町会、商店会、NPOなど）の皆さんが、イベントや
活動を通じて「オリンピック、パラリンピックを盛り上げたい！」と
思っても、「オリンピック」「パラリンピック」「東京2020大会」など
の文言を自由に使ったり、大会エンブレムを使用することはでき
ません。
そのような場合は、「東京2020応援プログラム」の認証制度があ
ります。皆さんの「アクション」を、東京2020大会につなげるため
のプログラムです。ぜひご活用ください！

「東京2020応援プログラム」
豊島区発祥！ 

「アーチェリー」を知ろう！！  

東京2020公認プログラム

アーチェリーが初めて日本に紹介され、区内で国産アーチェリー弓の研究・開発がされ
ていたことから、豊島区が日本アーチェリーの発祥地といわれているのはご存じですか？

●アーチェリーオリンピアン／林 勇気選手、パラリンピアン／神谷 千恵子選手による
　トークショーとパフォーマンス
●アーチェリーミニ体験会
●アーチェリーに関する
　パネル展示
などを開催します。
アーチェリーを身近に感じて
みませんか？！
■申 当日直接会場へ。
■問 スポーツ振興グループ
　☎4566-2764

●スポーツを観るのが好き！
●スポーツをするのが好き！
●スポーツボランティアに興味がある！
●パラスポーツについて知りたい！

区では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
向け、誰もがスポーツを楽しめる環境をめざします。
今回、すべての方が入団可能な「としまスポーツ応援団」の団
員を募集します。専門的な知識や経験は一切必要ありません。

どんな方でも大歓迎です。世界各国から東京へ集うアスリー
ト・スタッフを、豊島区から応援しましょう！入団者には、団
員特典を用意しています。
※東京2020大会ボランティア・都市ボランティアの募集は、
　組織委員会・東京都が行ないます。

9月
始動

どんなことをするの？

初瀬勇輔氏
NPO法人日本視覚障害者柔道連盟理事。
視覚障がい者柔道で、2008年パラリンピック出場

私たちパラスポーツの選手にとって、ボランティ
アの方は必要不可欠な存在です。パラスポーツ
のサポート方法だけでなく、魅力や楽しみ方をた
くさんの人に知ってもらいたいと思います。入団
することできっとその機会があるはずです！

●としまスポーツ応援団ガイドブック
●オリジナルマフラータオル（先着300名）
●団員限定メールマガジン

団 員 特 典

スポーツを
「知る」

一緒にパラスポーツを
盛り上げていきましょう！

情報入手（メールマ
ガジンでお知らせ）

申込み・登録

団員特典ゲット！

活動開始

参加までの流れ参加までの流れ

スポーツを
「支える」

スポーツを
通した

国際交流に

東 京 2020 応 援 マ ー ク は、
大会エンブレムの基礎であ
る「多様性」「つながる」「参
加性」を表す「3 つの異なる
四角形」の組み合わせから
デザインされています。

応援プログラムの認証を受けると、次のことが可能です

8月26日㈯　午後1時30分～3時（午後1時開場）　
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

ていたことから、豊島区が日本アーチェリーの発祥地といわれているのはご存じですか？

アーチェリーオリンピアン／林 勇気選手、パラリンピアン／神谷 千恵子選手による

①「東京2020応援プログラム」という用語、応援マークを
　使用できます。

②「オリンピック」「パラリンピック」「東京2020大会」などの
　文言をタイトル以外の部分（説明文など）に使用できます。

★障害者の「泳ぐ」をサポート
★障害者の「走る」をサポート

活動内容に関する情報は、随時メールマガジンで
お知らせします。

地域の取組みから、東京2020大会を盛り上げていきませんか？！

地域の
行事に

どなたでもOK！ 豊島区に
住んでいない方も入団できます！

★パラスポーツ
　「ボッチャ」の普及
★区のスポーツ大会
　運営ボランティア

①インターネットで　区ホームページの専用フォームから申し込んでください。
携帯電話▶https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/uketsuke/iform.do?id=1498804919794
スマートフォン▶https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/
　　　　　　　 uketsuke/sform.do?id=1498804919794
②郵送・持参で　
登録用紙を区ホームページからダウンロードし、学習・スポーツ
課へ提出してください。
※活動に際し、保険に加入します。保険料は区が負担します。

みんなで応援しよう！！

みんなで応援しよう！！

■問 学習・スポーツ課
　スポーツ振興グループ
　☎4566-2764
　■EM A0014606@city.
　toshima.lg.jp

（例）「東京2020応援プログラム　△△△△イベント　　　
～オリンピック・パラリンピックに向けた
□□□□□を実施します～」

ちびっこから
おとなまで

参加できます

入場
無料

★お茶の間観戦
★パラスポーツ観戦
　ツアー

申込み方法

▲携帯電話 ▲スマートフォン

▲応援マーク

としまスポーツ応援団ガイドブック
タオル（先着300名）

▲マフラータオルデザイン

▲「ボッチャ」はパラリン
ピックの 正 式 種 目にも
なっています◀各種スポーツイベ

ントの運営サポート
をお願いします
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保育園体験レポート！
広報課職員の

今年4月に区役所本庁舎の建物内に開園した定員49
名の私立認可保育所。今回は4歳児ぺりかん組、5
歳児ふくろう組の1日をレポートしました！
■問 当園☎3983-2557

グローバルキッズ東池袋園
(南池袋2-45-3 としまエコミューゼタウン2階)

今回訪れた保育園はココ！

豊島区は今年4月、待機児童ゼロを達成しました。
受け入れ枠を増やすだけでなく、保育の質にもこだわり、
日本一の保育を目指しています。
保育園ってどんなところ？保育士さんはどんな仕事をしているの？
そんな疑問に迫るべく、元気な子どもたちと日々奮闘する慌ただしい
保育現場に広報課職員が 1 日保育体験をしてきました！
■問 広報課広報グループ☎4566-2532

頑張るぞ！

園児たちの1日に密着

9：15　朝の会

10:00　避難訓練
今日は月１回の避難
訓練日。建物内での
火災発生を想定して、
園児全員が防災頭巾
をかぶり、保育園非
常用通路から建物1
階の西側駐車場入口
へ避難！

区役所本庁舎の1階出口で煙
を吸いこまないように手で口を
覆って静かに待機。みんな、
先生の話をよく聞いて、上手に
避難訓練ができたね。

朝の会で1日の始ま
り。お当番さんの声
に合わせて、みんな
で元気におはようご
ざいます！背筋をピ
シッとさせて姿勢が
いいですね！
今日はあいにくの雨
…外遊びができない
のは残念。

おはようございます！

み
ん
な
一
列
に
な
っ
て
歩
こ
う
ね

10：30　区役所内探検　

12：00　給食

避難訓練の後は、区役
所内をお散歩。庁舎の
中にはどんな面白いも
のがあるのかな？みんな
で探検してみよう！

3階でふくろうコレクションを発見！金色のふ
くろうブローチや彫刻のふくろう、いろんな
ふくろうがいるね。「かわいい」「怖い顔」「マ
マにあげたい」と興味津 ！々
4階ではタッチ式パネルを発見！パネルに表
示された絵画に触れると、絵が大きくなった
り小さくなったり…不思議だね！パネルが気
に入り、なかなか離れない園児たち。
次は中央図書館に好きな本を借りに行く
よー！みんなで仲良く手をつないで歩こうね。

おもしろーい！

待ちに待った給食の時間！避難訓練や区役所探検をして、おなかもペ
コペコ。今日の献立は、アスパラガスときのこのスパゲティ、コーンの
スープ、ポテトサラダ、鉄分強化ヨーグルト。
給食は園児の月齢やアレルギーに配慮しながら、園内で栄養士が調理
しています。みんな箸の使い方が上手！給食の配膳やテーブル掃除も
自分たちでするんだね。えらい！給食は残さず食べたかな？ごはんを食
べていると、自然と笑顔になっちゃうね。
お昼寝前に歯磨きタイム。先生の演奏に合わせながら歯磨き。すみず
みまで磨けたかな？

13：00　お昼寝（午睡）時間
給食を食べたらお昼
寝の時間。ベッドに
入る前の私の読み聞
かせもしっかり聞いて
くれました。

先生たちは子どもたちがし
ばしの睡眠を取る間に、連
絡 帳を記 入したり、午 睡
チェック表でお昼寝中の子
どもたちの体調管理をして
います。

お昼寝して喉が渇いちゃったのか、牛
乳を一気飲み！いい飲みっぷりです。

15：20　おやつ
お昼寝の後はおや
つの時間。今日の
メニューは手作りの
わかめとしらすのお
にぎり、牛乳。

新規開設認可保育施設「（仮称）ゆらりん椎名町保育園」の入園児童を募集します

●所在地…長崎１－10番（号未定）　
●定員…38名（０歳児６名、１歳児10名、２歳児11名、３歳児11名※来年度以降は、４・５歳児も受入れ予定）
●開園日…12月1日（予定）※工事遅延などで開園が延期される場合あり。
●募集期間…第1次選考の申込み／９月１日～ 10月10日。第2次選考の申込み／10月11日～ 11月10日。
　第２次選考は、第1次選考の欠員がある場合のみ実施。
　※１月1日入園からはほかの認可保育施設の申込締切と同じ。
●説明会…８月下旬に事業者による説明会を開催します。開催日時など詳細が決まり次第、区ホームペー
　ジなどでお知らせします。

■申 必要書類をすべてそろえ、入園グループへ持参。すで
に保育施設の入園申込み済みで、12月入園まで書類の
有効期限がある場合は希望園変更の届出で申込みが可
能。必要書類などは各認可保育施設、東・西子ども家
庭支援センター、東・西区民事務所、保育課入園グルー
プで配布している「平成29年度豊島区認可保育施設入園
のしおり」を参照。区ホームページからも閲覧可。
■問 当グループ☎3981-2140

パワーいっぱいの園児たちとたくさん遊んで大変でしたが、
それ以上に楽しく、有意義な体験でした。私が担当したクラ
スの園児たちはとても活発でしたが、先生が話しているとき
は静かに聞いていて、メリハリがつけられる子たちでした。
使ったものの後片付けや箸の持ち方など、基本的な生活習
慣が身についていることにも感心しました。元気いっぱいの

子どもたちに、時には優しく、時には厳しく接している先生たちは輝いていました。
そんな輝く保育士さんたちをこれからも応援していきます！

1日保育を体験してみて…

園児たちとお別れの時間が来てしまいました。
一日中一緒に過ごしたので、お別れはとても
寂しいです。みんなもさよならする私に寄って
きてくれました。

16：30　お別れの時間
ま
た
遊
び
に
来
る
ね
！

夏の季節がやってきたので、自
分が好きな味のかき氷を思い思
いに工作！カップに盛りつけた
ら、ピンクはイチゴ、みどりは
メロン♪ふわふわ！とてもおいし
そう！
お迎えが来るまでは図書館で借
りてきた本を自分で読んだり、
先生から読んでもらったりして、
のんびりと過ごします。

16：00　室内遊び

毎日子どもたちと触れ合う時間はとても楽しいですし、日々の成長を間
近で見られることにとてもやりがいを感じています。逆にいろいろ子ど
もたちから学ぶことが多く、自分も日々成長できるとてもよい職業だと
思います。ぜひ、私たちと一緒に働きませんか?

保育士を目指す方へ
メッセージをお願いします！Q3.

グローバルキッズ東池袋園のいいところを教えてください！Q2.
アットホームな雰囲気なので子どもたちがの
びのびしています。また、園庭はなくても、
近くに公園があるので、園児たちと一緒に
体を動かせます！芝生で寝そべることもでき
るので、園児たちも気に入っているようです。

▲豊島区役所本庁舎をバックに
晴れた日のお散歩

（南池袋公園にて）

ぺりかん組・ふくろう組の先生にインタビュー！

私は小さい頃、親の転勤でいろいろな保育園を転々
としていました。そこで出会った人たちが優しく接
してくれたのが印象的でした。特に引っ越しでお別
れするときに、保育園の先生やお友達からプレゼン
トをもらったことはよく覚えています。保育園には0
歳～就学前までの子どもたちがいて、年齢を超え
た交流ができるのも魅力です。保育士の仕事は大
変そうに見えましたが、人に喜んでいただいたり、
楽しんでいただくことが好きなので、保育士を目指
しました。

なぜ保育士に
なろうと思いましたか？Q1.

財前 渚さん(保育士4年目)
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子どもを自転車に同乗させるときのポイント

子どもと一緒に乗る自転車は、毎日
の送り迎えや買い物に、とても便利
な乗り物です。とはいえ、子どもを
乗り降りさせる時に注意をしないと大
きな事故につながります。
5つのポイントを守って、安全に利用
しましょう。

　 安全性が認証された
　 自転車を使用する
子どもと一緒に乗る自転車は、SGマーク、
BAAマーク、幼児２人同乗基準適合車
マークなどの表示のある安全性を認証さ
れたものでなければなりません。

　 停車時は安定した場所に
不安定な場所で子どもが乗り降りすると、
転倒する恐れがあります。スタンドを立て
て、安定した状態で乗り降りさせましょう。

　 シートベルトをしっかり締める
走行中に子どもが座席から乗り出すと、
非常に危険です。

　 子どもには必ずヘルメットを
　 着用させる
自転車に乗ると、頭部は地面から高いと
ころに位置することになります。転倒時、
頭部のけがを防ぐためにヘルメットの着
用を習慣づけましょう。

　 子どもを自転車に乗せたまま
　 離れない
自転車が転倒したとしても、自転車乗車
中の子どもは身動きが取れません。非
常に危険です。少しの時間でも、離れ
るのはやめましょう。

  幼児・児童用自転車ヘルメットの
  購入を補助します
東京都自転車商協同組合豊島支部に加入
する自転車販売店で、店頭で配布している
割引券を利用し、購入してください。SG
マーク付きの自転車ヘルメットを、最高
2,000円を差し引いた金額で購入できます。
※子ども1名につき1個まで。
●対象…区内在住または区内の幼稚園、保育園、小学校な
どに在籍する満13歳未満の幼児、児童の保護者。

  親子自転車安全利用教室
9月18日㈷、11月3日㈷　いずれも午前10時30分～正午、
午後1時30分～ 3時※雨天決行　
豊島自動車練習所（東池袋３-17-１）
保護者が自転車に子どもを乗せて安全に運転するための親子
教室。警察官が講義と実技の指導をします。試乗用の自転車

（電動アシスト車あり）も用意しています。参加者には受講終
了証と幼児用ヘルメット購入割引券（3,000円）をお渡しします。
講義中保育あり。
●対象…区内在住の小学校就学前（おおむね２～5歳まで）の
子どもと保護者。
◇各回10組
■申 申込み方法など詳細は「広報としま情報版」や区ホームペー
ジでお知らせします。
■問交通安全グループ☎3981-4856

こども寺子屋入門編～大学生の放課後に潜入せよ！～
せん     にゅうへん

8月8日㈫　午前10時30分～正午　
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）
大正大学独特のサークル活動を体験してみたり、日本
文化としての仏教に触れてみよう！
●内容…仏教体験（写仏〈色塗り〉、鳴り物体験）、サー
クル体験（ダブルダッチ、ジャグリングなど）。
◇区内在住、在学の小学3～6年生◇50名程度
■申 Eメール（①郵便番号・住所、②氏名〈ふりがな〉、③学
校名・学年、④メールアドレス、⑤自宅電話番号と緊急
連絡先を記入）で8月5日までに当大学フィールド学習
センター■EMoudai-project@mail.tais.ac.jpへ※先着順。
■問 当大学フィールド学習センター☎5394-3062

他では

体験でき
ないこと

が

盛りだくさ
ん！

しゃ  ぶつ ぬ

1,000人以上の「踊り手」と「お囃子」が集結し、「ヤットサー」「ヤットヤット！」
の掛け声と鳴り物の響きがまちに溢れます。また、5月に完成した大塚駅南
口駅前広場（TRAMパル大塚）では「組おどり」が行なわれ、会場を大いに
盛り上げます！
趣向を凝らした各連の踊りを、ぜひお楽しみください。
■問東京大塚阿波おどり実行委員会☎3971-0324

8月25日㈮　午後5時30分から（午後5時開場）　
南大塚ホール

8月26日㈯　午後4時30分～ 8時　
大塚駅南口周辺　※荒天時中止

本祭

前夜祭
あふ

秩父市に移住してみませんか？ 区は、持続発展都市へ向けて「様々な地域との共生」を柱に、姉妹都市
の秩父市と「豊島区・秩父市版CCRC（生涯活躍のまち）構想」を進め
ています。今年度から秩父市では、移住を希望する方のために様々な
取組みを始めました。

①移住相談センターオープン！
秩父市が、移住相談窓口を開設しました。移住希望の方の“秩父に住んで
みたい”をお手伝いします。

●所在地…秩父市宮側町1－7
秩父地域地場産業振興センター
4階（秩父鉄道秩父駅直結）
●開設時間…午前10時～午後
３時（年末年始を除く）
■問☎・■FAX0494-26-7946、
■EMccbiju@bz04.plala.or.jp

③移住相談Café
Shu-Ha-Li（秩父市番場町11-5）
8月11日㈮・12日㈯　
午前10時～午後3時
秩父市内のカフェでおいしいコーヒーを飲み
ながら、秩父生活をデザインしてみましょう。
秩父への移住経験者が移住アドバイザーと
なって住宅やお仕事のお悩み相談を受け付け
ます。
■申②③とも詳細は移住相談センターへ問い合わせてください。

秩父お試し居住モニターツアー参加者募集中！
9月9日㈯～ 10日㈰　
◇秩父市への移住に興味のある区内在住、在勤、在学の方で、
2 ～ 4名1組での参加が可能な方◇30名◇1名8,000円（帰りの
交通費など除く）
■申 8月9日までに西武トラベル㈱ホームページ■HP http://www.
seibutravel.co.jp/で申込み※先着順。
■問当社☎6743-7173

②お試し居住スタート！
7月1日から「お試し居住」をスタートしています。移住
検討者を対象に、秩父産の杉を使用した住宅にお試し

居住ができます。

信州みのわまち「ほどほどの田舎暮らし」フェア～池袋の真ん中で信州みのわの自然を体感!! ～

交流都市である長野県箕輪町の魅力に触れることがで
きるイベント。箕輪町無形民俗文化財「古田人形芝居」
の上演のほか、箕輪産新鮮野菜などの販売、木工体
験（長野県産材使用）、インボディ測定会を開催します。
誰もが楽しめるイベントが盛りだくさん！ お楽しみ抽
選会もあり。夏休みの思い出をつくろう！
■申当日直接会場へ。
■問 箕輪町役場企画振興課☎0265－79－3111

8月19日㈯　午前10時30分（開場）～午後3時　としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

古田人形芝居 木工体験

区が誇るアニメ・マンガ文化と重要文化財がコラボレーションした、国際アート・
カルチャー都市としまの特別企画として、「手塚治虫文化賞（朝日新聞社主催）」を
受賞した著名なマンガ家の直筆サイン入りパネルの展示を、修理を終えたばかりの
重要文化財、自由学園明日館講堂でお楽しみいただけます。そのほか、ワークショッ
プやフォーラムなどのイベントがめじろ押し！ この夏休みにぜひ、マンガ・アニメ文
化や歴史が薫る身近な文化財に触れてみませんか。

国際アート・カルチャー都市としま2017
「夏のとしまで楽しむマンガと文化財」

8月13日㈰～ 20日㈰※19日を除く　自由学園明日館 講堂（西池袋2-31-3）

8月13日㈰～ 20日㈰ ※19日を除く
午前10時～午後5時（13日は午後２時から、20日は正午まで）

手塚治虫文化賞
受賞作品パネル展

◇生き物をよく観察して楽しくアニメー
ション作りを体験！ 講堂で完成作品の
発表会を行ないます！
◇小学３～６年生（保護者同伴）
◇小学生25名◇小学生1名500円
■申 TAAF 公式サイト■HP https://anime
festival.jp/ja/で申込み※先着順。

8月13日㈰　午後１～ 5時（午後０時30分受付開始）

東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）2018
こどもワークショップ「アニメ昆虫館」

◇『YAWARA!』『MONSTER』『20 世 紀 少 年』などで 有
名な日本を代表する漫画家／浦沢直樹氏が、マンガの神
様と言われる手塚治虫氏を語ります◇100名◇1,000円
■申ファクスかEメールで8月10日までに「としま国際アー
ト・カルチャーフォーラム実行委員会事務局（（公財）としま
未来文化財団内）■FAX 3984-0865、■EM art_culture@a.toshima.ne.jp」へ。1名
1 通のみ※応募者多数の場合は抽選。詳細は当財団ホームページ■HP http://
www.toshima-mirai.jp/course/artculture.html参照。
■問 当事務局☎3590-7119

8月20日㈰　午後２時から

平成29年度
としま国際アート・カルチャーフォーラム

「浦沢直樹、手塚治虫を語る」

■問 国際アート・カルチャー都市推進グループ☎4566-2753

◇今年、大賞を受賞したくらもちふさこ氏の『花に染む』や秋本治氏の『こちら葛飾
区亀有公園前派出所』など、歴代受賞作品のサイン入りパネルを展示。
■申当日直接会場へ。

◇東京音楽大学の学生によるアニメ、祝祭曲も含んだ演奏をお届けします。
■申当日直接会場へ。

第75回ホリデーコンサート  8月13日㈰　午後1 ～ 2時

『花に染む』Ⓒくらもちふさこ／集英社 『こちら葛飾区亀有公園前派出所』
Ⓒ秋本治・アトリエびーだま／集英社



期限内に納付が確認できない場合

納付方法のご案内
住民税（特別区民税・都民税）は、区民の皆さんの生活
を支える貴重な財源です。
また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各
制度は区民の皆さんの支え合いによって成り立っていま
す。様々な納付方法がありますので、ぜひご利用ください。

金融機関、区役所公金納付窓口、東・西区民事務所で納付できます。
また30万円以下であればコンビニエンスストアも利用できます。
利用できる制度　

住民税や各種保険料の
期限内納付をお願いします

納付書

住民税 国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料

口座振替依頼書を金融機関もしくは区担当課に提出するだけで申込み
ができ、納め忘れがありません。国民健康保険料を口座振替で納付さ
れていた方が、「後期高齢者医療制度に加入したとき」および「介護保
険の１号被保険者になったとき」は改めて申請が必要です。
利用できる制度　

督促状を送付し、「納付案内センター」から納付確認の電話を行ないます。
督促状を受け取ってから10日を過ぎても納付の確認ができない場合は、
財産調査をしたうえで、差押えや捜索などの滞納処分を執行する場合が
あります。すでに滞納している方や期限までの納付が難しい方は、早めに
相談してください。 

※住民税、国民健康保険料、介護保険料は区担当課窓口でキャッシュカードによる
口座振替受付サービスが利用できます。対象の金融機関は問い合わせてください。

口座振替

住民税 国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料

パソコン、携帯電話、スマートフォンから「Yahoo！公金支払い」を利
用してクレジットカード情報などを入力することで納付できます。
利用できる制度　

※住民税は申請が必要。
※納付金額に応じた決済手数料がかかります。納期限が過ぎた納付書は取扱い
できません。

クレジットカード

住民税 国民健康保険料

納付書に印字されたバーコードを携帯電話、スマートフォンなどの
カメラで撮影し、モバイルバンキングで納付できます。
利用できる制度　

モバイルレジ

住民税 国民健康保険料 介護保険料

原則第３日曜日の午前９時～午後５時に
開設します。
利用できる制度　

日曜窓口での納付相談

住民税 国民健康保険料

CREDIT CARD
BANK

※金融機関が限定されます。詳細は利用したい金融機関へ問い合わせてください。

平成28年度の東京都における殺処分（動物福祉などの観点から行なったものおよび引き取り・収容後に死亡
したものを除いた致死処分）は、犬0頭、猫94頭でその中には子猫も含まれます。
人と動物との調和のとれた共生社会を実現するため、飼い主のいない猫と、その猫から生まれる子猫を増や
さないことが大切です。

■問 生活衛生課庶務・動物管理グループ☎3987－4175

猫の世話をするボランティア、地域、行政が協力し、飼い主がいない猫も
命あるものとして、今いる猫一代限りを見守る活動です。「地域猫活動」に
より、フン尿被害、餌の放置、ゴミ荒らしなどの問題を解決し、子猫が増
えることを防ぎます。

「地域猫活動」のルール
①衛生面への配慮…トイレの設置・清掃を行ないます。
②日々の世話…時間を決めて餌を与え、食べ残しは片づけます。
③不妊去勢手術の実施…手術後は、もとの地域に戻します。

地域協議会、共生事業推進員の活動
区では、現在30か所で地域協議会による「地域猫活動」を実施しています。
また、「人と動物の共生事業推進員」は、「地域猫活動」の普及を図るため
の支援を行なっています。

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用を助成します
区は飼い主のいない猫の繁殖を避けるため、不妊
去勢手術費の一部を助成しています。
※助成を受けるためには事前申請が必要です。手
術済猫は耳をカットします。

「地域猫活動」とは
①室内で飼いましょう…交通事故や失踪、感染症の防止になります。
②マイクロチップ・首輪に身元の表示をしましょう…飼い主のいない猫になっ

てしまうことを防ぎます。
③不妊去勢手術をしましょう…発情期の鳴き声やマーキングによる強い臭気を

防ぎます。
④万が一の際の預け先を考えましょう…飼い主が急に入院するなど突然の出

来事があっても、飼い猫の世話ができるよう準備をしておきましょう。

猫を飼っている方へのお願い

動物を捨てたり、いじめる行為は
「動物の愛護及び管理に関する法
律」で禁止されています。
●動物虐待・遺棄… 100万円以

下の罰金
●動物殺傷… 2年以下の懲役ま

たは200万円以下の罰金

動物への
虐待や遺棄は犯罪です しつけで困っていることや、飼うための準

備について愛玩動物飼養管理士がお話を
伺います。
●相談日…毎月１回（「広報としま」毎月11
日号掲載「保健所カレンダー」参照）
■問当グループ
☎3987－4175

■問●住民税…税務課整理第１・第２グループ☎4566－2362
　●国民健康保険料…納付方法／国民健康保険課資格・保険料グループ☎4566－2377、納付相談／整理収納・特別整理グループ☎3981－1294 ～ 1295
　●後期高齢者医療保険料…納付方法／高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ☎3981－1937、納付相談／整理収納グループ☎3981－1459
　●介護保険料…介護保険課収納グループ☎3981－4715

犬・猫のしつけ相談 予約制
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