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一般会計
歳　 　　出
決　算　額

1,255億4,944万円
(100.0%）

（　）は構成比
諸支出金

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

小中学校、幼稚園、図書館
の運営などの経費

教育費

文化・芸術、商店街・中小企業の
振興などの経費

文化商工費

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
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

区議会の運営などの経費
総務費

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

各種健康対策、保健所の
運営などの経費

衛生費

まちづくり、区営区立住宅の管理などの経費

特別区債の元利償還な
どの経費

226億 613万円　(18.0%)

26億5,220万円　（2.1%）

158億4,468万円　(12.6%)

49億  937万円　(3.9%)

78億2,028万円　(6.2%）

環境清掃費　38億7,754万円　(3.1%)

6 億8,657万円　（0.5%）

129億5,857万円　(10.3%)

457億8,242万円　(36.5%)

35億2,952万円　(2.8%)

都市整備費　48億8,216万円　(3.9%）

一般会計
歳　 　　入
決　算　額 

1,281億5,143万円
(100.0%)

（　）は構成比その他

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

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

各種貸付金の元利収入、
受託事業収入など

都支出金

国庫支出金

使用料及び手数料 分担金及び負担金

特別区税

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

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

地方消費税交付金

129億1,734万円　（10.1%）

81億6,230万円　(6.4%)

38億6,213万円　(3.0%)

82億8,195万円　(6.5%)

206億2,567万円　（16.1%）

35億2,192万円　（2.7%） 9 億6,260万円　（0.8%）

314億6,815万円　（24.6%）

4億3,072万円　（0.3%）

304億 490万円　（23.7%）

75億1,377万円　(5.9%)

税・国保・年金税・国保・年金

健  康健  康

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等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（ただし末日
が土・日曜日、祝日、金融機関が休
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。納付書が届かない場合は、問い
合わせてください※国民健康保険料
は、総所得金額等を基に計算してい
るため、所得が判明した場合や変更
になった場合は再計算し、随時変更
通知を送付します。納付は口座振替

をご利用ください。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

ちょっと楽して栄養満点
メニュー～高齢者向けコ
ンビニ食材活用法～

11月29日㈬ 午後1時30分～3時
高田介護予防センター◇コンビニエ
ンスストアで購入できる食材を利用
した、高齢者向けのメニューと調理
法、高齢者に向けた栄養についての
講義。試食付き。講師…帝京平成大
学／野口律奈氏◇65歳以上の区民の
方◇20名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

精神科事業地域連携事業メンタ
ルヘルス公開講座「高齢者のメ
ンタルヘルスについて」

12月9日㈯ 午後2～4時 グリ
ーンホール1階（板橋区栄町36‐1）
◇高齢者のメンタルヘルスに関する
症状、治療方法、家族の対応方法。
講師…あしかりクリニック院長／芦
刈 伊世子氏◇豊島区、板橋区、練
馬区、北区民の方、関係各機関の方
◇300名█申当日先着順受付。
█問精神保健グループ☎3987‐4231

保育付きでホッと一息リラックス
すくすく子育てセミナー

12月5日、平成30年2月13日、4
月17日、6月12日、8月7日 火曜
日 午前10時～11時45分 男女平等
推進センター◇子育てや家庭生活の
ヒントを得る講話を聞き、参加者同
士で子育ての悩みや喜びを語り合う
◇小学生までの子どもと保護者、子
育てに関心のある方◇各10名◇各
300円█保6か月以上未就学児。定員
あり。要予約█申Ｅメールで家庭倫理
の会█EMkatei.rinri.toshima@gmail.
comへ※先着順。
█問当会☎070‐4350‐1204

離乳食講習会

12月5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3グループに分か
れて、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、む
し歯予防を学ぶ（保護者のみ試食あ
り）◇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。

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

12月7日㈭ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法などについて。講師…助産師／
高橋千砂氏◇区内在住で卒乳を考え
ている方◇30名
█申電話で保健指導グループ☎3987‐
4174へ※先着順。

住宅確保要配慮者用住宅（単身者）
入居者募集

◇募集世帯…3世帯
◇入居資格…区内に引き続き2年以
上居住している方※所得制限あり。
生活保護受給者不可。
█申はがきかファクスかEメールで11
月27日（必着）までに「住宅課相談グ
ループ█FAX3980‐5136、█EMA0022901
@city.toshima.lg.jp」へ※応募者多
数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐2683

※数値については、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。

◇ソメイヨシノ発祥の地豊島
区をアピールするため、交流都
市などの観光物産展、地元商店
の模擬店、地域の文化団体やゲ
ストアーティストなどによるア
トラクションをまじえた秋祭り
█申当日直接会場へ。
█問観光振興グループ☎5992‐
7018

◆平成28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27年度 ― ― ▲2．3％ ―
平成28年度 ― ― ▲3．0％ ―

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％

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字額がないため、「―」表示となっています。将来負担比率について
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。

保険料の納め忘れはありませんか？
１１月３０日が納期限です。

11/21 １１月期分の国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料、介護保険料の期限内納付をお
願いします。平成29年（2017年）

No.1762
〈毎月１・１１・２１日発行〉

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 �3981―1111
ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/

染井よしの桜のふる里秋祭り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
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

平成28年度 決算のあらまし
平成28年度一般会計の決算額及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29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

●「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。



保険給付費の推移
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平成12年度 26年度 27年度 28年度

3,1833,183

2,7852,785

2626

単位：百万円

計5,994

※地域密着型サービスは平成１８年４月から開始
※法改正により、平成２８年４月定員１８名以下の通所介護（居宅サー
ビス）が地域密着型通所介護（地域密着型サービス）に移行。

施設サービス 地域密着型サービス 居宅サービス その他
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第1号被保険者数 要支援・要介護認定者数 出現率

11,52311,523

11.5％11.5％

19.5％19.5％ 19.6％19.6％ 19.8％19.8％

くらし等くらし等

まちづくりまちづくり

募  集募  集
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

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

計量器定期検査のお知らせ

商店での取引や病院などが証明で
使用する計量器（はかり）は、長期間
保管していると磨耗などでその性能
が徐々に劣化するため、計量法で2
年に1度の定期検査が義務付けられ
ています。受検対象の事業所には事
前にはがきで通知してから訪問しま
す。詳細は問い合わせてください。
◇検査期間…11月27日～平成30年1
月26日
█問東京都計量検定所☎5617‐6638

平成29年度全国中学生人権作文
コンテスト東京都大会表彰式

11月26日㈰ 午後1～3時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇次代を担う中学生に人権問
題について作文を書いてもらい人権
の理解を深めてもらう。東京都大会
の優秀作品を表彰。城西大学附属城
西中学校放送部生徒によるナレーシ
ョン、ダンス部生徒によるダンス演
舞、表彰式、優秀作品の朗読█申当日
直接会場へ。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

区民活動支援講座
「ＮＰＯ法人会計セミナー」

12月9日㈯ 午前10時～午後4時
30分 としま南池袋ミーティングル
ーム◇地域活動に伴う会計処理・決
算に必要な基礎知識を学ぶ。講師…
安心資産税会計／門脇雅人氏◇40名
◇資料代1，000円█申ファクスで協働
推進グループ█FAX3981‐1213へ。区ホ
ームページから申込みも可※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

「東池袋四丁目2番街区地区」
市街地再開発事業について

都から市街地再開発組合の設立が
認可されました。

◇組合名称…東池袋四丁目2番街区
地区市街地再開発組合
◇所在地…東池袋5‐25‐11
◇設立認可の年月日…10月20日
◇事業年度…平成29～34年度
█問再開発グループ☎4566‐2637

「国民健康保険運営協議会」
被保険者代表委員の募集

区長の諮問に応じて、豊島区国民
健康保険に関する条例や規則、医療
の給付などについて審議します。当
協議会の適切な運営を図るため委員
を公募します。
◇対象…昭和20年1月31日～平成12
年1月31日生まれの豊島区国民健康
保険に加入している区内在住の方で、
年2回程度の運営協議会（原則平日
昼間開催）に出席できる方。
◇任期…平成30年1月30日～平成32
年1月29日
◇報酬…1回13，700円
◇人数…4名
◇選考…書類、面接（12月22日実施
予定）
█申申込書（国民健康保険課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）に応募の動機（400～500字）など
の必要事項を記入し、12月8日（必
着）までに当課へ郵送か持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1923

豊島区景観審議会委員の募集

景観形成に関する重要事項を調査
・審議します。
◇対象…区内在住の20歳以上で、平
日（おもに昼間）の審議会に出席でき
る方※国、地方公共団体の議員・常
勤の公務員は不可。
◇任期…平成30年4月1日～平成32
年3月31日
◇報酬…日額13，700円
◇人数…2名
◇選考…書類、面接
█申申込書（都市計画課で配布。区ホ
ームページからダウンロードも可）
と論文（テーマ「景観の現状と課題と

これからの豊島区のまちづくりにつ
いて」800字程度）を平成30年1月22
日（必着）までに当課都市計画グルー
プへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2633

豊島区行政情報公開・個人情報
保護審議会

12月6日㈬ 午後2時から 区役
所本庁舎9階第一委員会室█申当日直
接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第179回豊島区都市計画審議会

12月7日㈭ 午後1時30分から
区役所本庁舎9階第一委員会室█申当
日直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

『赤い鳥』を語り継ぐ、おばあち
ゃんのおはなし会

12月2日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「酔
っぱらひ星」、豊島與志雄「人形使の
話」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

大名庭園「六義園」の紅葉見学と
周辺地域のまち歩き

12月8日㈮、9日㈯ 午前9時30
分～11時30分 ＪＲ駒込駅北口「染
井吉野桜記念公園」集合◇ボランテ
ィアガイド「としま案内人駒込・巣
鴨」の案内による大名庭園「六義園」
の紅葉見学と周辺地域のまち歩き◇
各20名◇各300円※六義園入園料は
各自負担█申往復はがき（3面記入例
参照。参加希望日、複数参加の場合
は合計の参加人数と参加者全員の氏
名も記入）で12月1日（必着）までに
「〒170‐0003 駒込2‐2‐2 駒
込地域文化創造館内『としま案内人
駒込・巣鴨』ツアー係」へ※先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

ハーブ教室～心に届くお茶、
か ら だ

身体に届くお茶～

12月10日㈰ ①午前10時30分～正
午、②午後2時～3時30分（各開場
15分前受付開始） 赤鳥庵（目白庭園
内）◇①小さな子と暮らす母親、②
働く女性◇各10名◇各2，800円（ハー
ブティーつき）※キャンセル料2，000
円█申往復はがきかファクスかEメー
ル（3面記入例参照。希望時間、フ
ァクス番号、参加人数も記入）で「〒
171‐0031 目白3‐20‐18 目白
庭園、█FAX5996‐4886、█EM info-mejir
o-garden@seibu-la.co.jp」へ。直
接窓口申込みも
可。電話申込み
不可※先着順。
█問当庭園管理事
務所☎5996‐
4810

第37回赤鳥寄席

12月16日㈯ 午後2時～4時30分
（正午整理券配布、午後1時30分開
場） 赤鳥庵（目白庭園内）◇100名◇
1，200円█申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、参加人数も記入）で「〒171
‐0031 目白3‐20‐18 目白庭園、
█FAX5996‐4886、█EMinfo-mejiro-gard
en@seibu-la.co.jp」へ。直接窓口
申込みも可。電話申込み不可※先着
順。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

中央大学管弦楽団
第78回定期演奏会

12月22日㈮ 午後6時30分開演
（午後5時30分開場） 東京芸術劇場
◇曲目…S.ラフマニノフ「交響曲第
2番ホ短調Op27」、G.ホルスト「組
曲『惑星』より『火星』『木星』」、F.ス
ッペ「喜歌劇『軽騎兵』序曲」◇未就学
児不可◇約2，000名◇1，000円（全席
指定）█申当大学生協（多摩、後楽園）
で購入かチケットぴあ█HPhttp ://t.p
ia.jp/から申込み※先着順。
█問当団総務 田原☎080‐4913‐
7803

中央大学学友会文化連盟音楽研
究会吹奏楽部 創部75周年記念
「第60回定期演奏会」

12月25日㈪ 午後7時開演（午後
6時開場） 東京芸術劇場◇曲目…
ショスタコーヴィチ「祝典序曲」、ハ
チャトゥリアン「バレエ音楽『ガイー
ヌ』より」、チャイコフスキー「大序曲
『1812年』」◇約1，700名◇S席1，000
円、A席700円、B席500円
█申電話か Eメールで「当部演奏会実
行委員長 中村☎090‐4436‐6463、
█EMchuo_brass_kouhou@yahoo.c
o.jp」へ※先着順。

シルバー人材センター

①「着付け教室（袷の着方と帯結び）」
（全3回）…12月1日㈮・5日㈫・8
日㈮ 午後1時30分～3時◇女性の
方◇10名※先着順◇5，000円、②「入
会説明会」…12月15日㈮ 午前9時
30分～正午◇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、③「パソコン＆
iPad 教室」…�無料体験教室／ⓐ12
月14日㈭ 午後0時45分～2時15分、
�パソコン入門（全4回）／ⓑ11月27
日～12月18日 月曜日 午前10時～
11時30分◇5，500円、�ワードⅠ（全
4回）／ⓒ11月30日～12月21日 木
曜日 午前10時～11時30分、ⓓ12月
1～22日 金曜日 午後0時45分～
2時15分◇ⓒⓓとも5，700円、�
iPad 入門（全4回）／ⓔ12月1～22
日 金曜日 午後3時～4時30分◇
5，800円、�エクセル初級（全4回）
／ⓕ12月1～22日 金曜日 午前10
時～11時30分◇5，700円、�筆ぐる
め・年賀状（全4回）／ⓖ11月27日～
12月18日 月曜日 午後0時45分～
2時15分◇5，500円
█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。

家庭教育講座（椎名町小学校Ｐ
か ら だ

ＴＡ）「心と身体元気！親子でヨ
ガ体験」

12月9日㈯ 午後1～3時 当校
◇親子でヨガを体験することで、子
どもの創造性、自発性、集中力を育
む。講師…ＮＰＯ法人日本ヨガ連盟
ティーチャーインストラクター／山
口みゆき氏◇子どもと保護者◇20組
40名◇バスタオル、タオル、飲み物
（できればヨガマット、5本指ソッ
クスも）持参。
█申電話かファクスかＥメールで12月
1日までに「庶務課庶務グループ☎
3981‐1141、█FAX3980‐5163、█EMA00
24004@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

心とからだを癒す呼吸リラクゼ
ーション

12月15日㈮ 午後1時30分～3時
30分 心身障害者福祉センター仮施
設（目白5‐24‐12）◇心とからだを
和らげる効果的な呼吸法やストレッ
チなどを実技を交えて学ぶ。講師…
要町病院理学療法士／松村佑介氏◇
区内在住、在勤の障害者手帳所持者、
介護者、支援者など関心のある方◇
30名◇浴用タオル1枚持参。
█申電話かファクスで「当センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441」へ※先
着順。移動困難な方のバス送迎は11
月30日までに応相談。

豊島区若者支援事業クリスマス
特別企画「妖～クリスマスの中
くらいの朗読会～」

12月25日㈪ 午後6～8時 みら
い館大明◇映像に合わせて行なうア
テレコ形式の朗読会。特製ドリンク
販売もあり。出演…物の怪エンター
テイメント企画「妖～AYAKASHI～」
◇16歳以上◇20名◇500円
█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。

第70回豊島区民スキー競技大会

平成30年1月14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71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）◇1，500円※小・中学生
は1，000円█申ファクスかＥメールで
12月21日までに「豊島区スキー協会
担当 河内█FAX3935‐8543、█EMh-kaw
achi@pop02.odn.ne.jp」へ。
█問当協会 河内☎090‐7715‐5369

豊島区民スキースクール

①平成30年1月6日㈯～8日㈷、②
2月10日㈯～12日㈷、③3月2日㈮
～4日㈰ ①②は午後8時出発、③
は午後8時30分出発 東京芸術劇場
横集合◇尾瀬岩鞍（群馬県片品村）。
出発日の夜は宿舎到着後に就寝。詳
細は豊島区スキー協会ホームページ
█HPhttp ://toshimakuski.web.fc2.c
om/参照◇小学生以上（小学生は保
護者同伴）◇各回40名◇31，500円※
小学生は29，500円█申はがきかファク
スかＥメールで①は「〒175‐0082
板橋区高島平8‐12‐1‐707 河
内、█FAX3935‐8543、█EMh-kawachi@
pop02.odn.ne.jp」へ。②は「〒353
‐0004 志木市本町5‐9‐21 鎌
田、█FAX048‐473‐3449、█EMu2kama
nta@gmail.com」へ。③は「〒179
‐0085 練馬区早宮3‐12‐17‐
107 加藤、█FAX5848‐3100、█EMuin15
506@nifty.com」へ※いずれも先着
順。
█問当協会 河内☎090‐7715‐5369

災害ボランティア養成講座
（全2回）

大規模災害発生時に区内での支援

活動などを行なう災害ボランティア
を募集。本講座受講後に登録可。
12月8日㈮ 午前9時30分～午後
4時（昼休憩あり） 午前…としま産
業振興プラザ（IKE・Biz）、午後…池
袋防災館（西池袋2‐37‐8）◇午前
…災害ボランティアについて、活動
報告、区の現状と対策など、午後…
防災体験ツアー◇区内在住、在勤、
在学で全日参加できる方◇30名
█申電話で12月4日までに豊島ボラン
ティアセンター☎3984‐9375へ※先
着順。

ボランティア活動入門講座と
切手整理ボランティア体験

12月6日㈬ 午前10時～正午 区
役所東池袋分庁舎3階◇ボランティ
ア活動の基礎知識、活動の種類と選
び方、活動上の注意点、先輩の話な
ど◇15名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

●ハローワーク池袋
「労働保険の加入はお済みですか？」
11月は労働保険適用促進強化期間
正社員、パートタイマー、アルバ
イトなど名称や雇用形態を問わず、
一人でも労働者を雇用している事業
主は労働保険への加入義務がありま
す。失業給付、労災給付などを行な
います。「加入方法がわからない」
「社長が労働保険に加入してくれな
い」などは相談してください。
█問ハローワーク池袋雇用保険適用課
☎3987‐8609（部門コード22♯）、池
袋労働基準監督署労災課☎3971‐
1259

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28年度末の第1号
被保険者数は、約30％増加
し、要支援・要介護認定者
数は約2．2倍に増加してい
ます。また出現率（第1号
被保険者数に占める要支援
・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。

②保険給付費の推移…平成28
年度の保険給付費は約168億
3千万円であり、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、サービスを利用
するご本人やご家族などから
の相談・苦情を受け付けてお
り、平成28年度には介護保険
課に217件の相談・苦情が寄せられました。

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。

●エイズってどんな病気？
HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の感染で引き起こされます。体の免疫力が

低下し、健康な時には病気を起こさない弱い病原菌にも感染（日和見感染
症）したり、悪性腫瘍など様々な症状が現れる状態をいいます。感染した
後、未治療でいると、数年から十数年でエイズを発症するといわれていま
す。

●HIV／エイズはまだ終わっていない
日本では、1日あたり新たに4人の HIV／エイズ患者が報告されてい

ます。東京都の新規HIV感染者報告数は367件（平成28年）で、前年より増
加しています。また、感染に気づかずにエイズを発症し、報告された新規
エイズ患者報告数は97件で、新規 HIV 感染者・エイズ患者の2割程度で
す。年代別にみると新規 HIV 感染者は20～30代で6割を占めており、新
規エイズ患者報告数は30代以上に多くなっています。

●HIV／エイズは予防・治療ができます
HIV に感染しても長い間自覚症状がなく、気づかな

い場合もあります。感染しているかどうかは血液検査で
わかります。感染を早期に発見し、治療を開始すること
で、他者への感染を防ぐだけでなく、エイズの発症時期
を遅らせたり、症状を軽くすることができます。「死の
病」と思われていましたが、1996年以降の飛躍的な治療の進歩により「慢性
疾患」の一つとして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・治療が何より大切です。

●HIV検査を受けましょう（無料・匿名・予約制）
毎月HIV検査（血液検査）を実施しています。

「としま健康チャレンジ！対象事業」の目印は、このマークです。

介護保険事業の実施状況（平成28年度実績）介護保険事業の実施状況（平成28年度実績） 12月1日は世界エイズデーです
◀
レ
ッ
ド
リ
ボ
ン

～11月16日から12月15日は
「東京都エイズ予防月間」～

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
状況などの詳細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

12月は検査当日に結果がわかる即日検査を実施します
12月2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
█申電話で予約専用☎3987‐4244（平日午前8時30分～午後5時）へ。●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

ーか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 █問保健指導グループ☎3987‐4174

●区役所本庁舎・店舗の自転車駐輪場（駐車場を除く）は、3時間無料です。3時間を超えると原則有料です。█問庁舎運営課☎4566‐2731 健康チャレンジ！
マークのお知らせ

2 3広報としま情報版 平成29年（2017年）11月21日号 No.1762 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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区民ひろば
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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。
※詳細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

◆西巣鴨第二 「ちょっと早いク
リスマス」…12月2日㈯ 午前10
時30分～正午◇人形劇、歌など█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3915‐2379
◆要 「ひろばまつり」…12月2日
㈯ 午後1～3時◇千川中学校吹
奏楽部の演奏やゲーム・体験コー
ナー、食べ物など█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎3972‐6338
◆上池袋 「気軽にコーラス、優
雅な休日～クリスマスソングを歌
いましょう～」…12月10日㈰ 午
後1時30分～3時◇お茶を飲みな
がらミニコンサートとコーラスを
楽しむ。講師…「音大卒プロ集団」
おとみっく◇500円█申直接当ひろ
ば窓口で申込み。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆駒込 「おたのしみ会」…12月12
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
◆高南第一 「高南クリスマスコ
ンサート」…12月14日㈭ 午後1
時30分～2時30分◇地域の音楽家
による弦楽四重奏。出演…對馬哲
男氏（バイオリン）、對馬時男氏
（ビオラ）ほか█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎3988‐8601

◆清和第二 「冬のお楽しみ会」…
12月14日㈭ 午前10時30分～11時
30分◇クリスマスの行事を楽しむ
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆西巣鴨第一 「年末お楽しみ会」
…12月15日㈮ 午後1時30分～3
時◇マリオネットとフルート演奏
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆長崎 「クリスマスコンサート」
…12月16日㈯ 午後1時30分～3
時◇出演者…城西大学附属城西中
学・高等学校弦楽部、東京音楽大
学卒業生█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆さくら第二 「拡大版さくらん
ぼタイム～『劇団ぽけっと』とあそ
ぼ～」…12月19日㈫ 午前10時30
分～11時30分（午前10時受付開始）
◇劇団ぽけっとによる「大きなか
ぶ」「カラーファンタジー」ほか。
お土産あり◇乳幼児とその保護者
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3958‐8453

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

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆区民でつくる演奏会いっぽ・イ
ッポ・み・ら・い・へ13 世界へ
架ける祈りの歌～フォーレ・レク
イエム 陳越・大地の祈り～…12
月9日㈯ 午後2時から 東京芸
術劇場◇指揮…坂本和彦、出演…
豊島区民合唱団ほか、ゲスト…歌
手／ゴンユエほか█申としまチケッ
トセンター☎5391‐0516※発売中
█問プランセクション☎3590‐7118
◆第190回庁舎ランチタイムコン
サート…12月15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）◇東京音楽
大学によるサクソフォーン四重奏。
曲目…くるみ割り人形メドレーほ
か█申当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆第49回区民作品展…12月1日㈮
～3日㈰ 午前10時～午後7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）◇土・日曜日はワークショ
ップも開催█申当日直接会場へ。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●冬休み子ども自習室イン地域文
化創造館 12月25日㈪ 駒込…午
前9時～正午、千早…午後1時30
分～4時30分、12月26日㈫ 南大
塚…午前9時～正午、雑司が谷…
午後1時30分～4時30分◇「書き
初めお助け人」が各館を巡回。習
字道具・半紙などは持参。参加人
数により待ち時間あり◇区内在住、
在学の19歳以下█申当日直接会場へ。
●新春合同発表会2018 平成30年
1月13日㈯ 午後1時30分から
南大塚ホール◇出演…下げっ子連
大塚亭、地唄舞“池袋”、ウクレレ
「レインボーマヌ」、クボタ フィ
ロマンドリーネンオルケスター、
長谷川ジュニア・オーケストラ█申

当日直接会場へ。
●巣鴨 クリスマスチャリティコ
ンサート…12月10日㈰ 午後5時
から 南大塚ホール◇出演…合唱
団「大塚」・とげぬき地蔵通り合唱
団█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【114】春を待つ！季節
の和菓子講座…平成30年1月24・
31日 水曜日 午後7～9時◇16
名◇1，600円◇1月5日（必着）
●巣鴨 ②【215】すがも健康講座
高齢者の肺炎とその予防「あなた
の肺は大丈夫？」…12月4日㈪
午後2時～3時30分 南大塚地域
文化創造館◇60名※先着順。
●南大塚 ③【512】踊り手が語る
その魅力と祈り～日本の民俗舞踊
を体験してみよう～…平成30年1
月14日～2月4日 日曜日 午後
2～4時◇25名◇2，100円◇12月
14日（必着）
●千早 ④【416】古典文学講座～
源氏物語全巻を楽しく読む～…平
成30年1月31日～2月21日 水曜
日 午後2～4時◇30名◇2，200
円◇12月22日（必着）
いずれも区内在住、在勤、在学
の18歳以上（②はどなたでも）█申往
復はがき（3面記入例参照。講座
名前の番号も記入）で各館へ郵送
または返信用はがき持参で直接各
館窓口へ（巣鴨を除く）。当財団ホ
ームページから申込みも可。【215】
は巣鴨地域文化創造館の電話のみ。
█申駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、巣鴨☎070‐
6555‐6876（平日午前9時～午後
5時）、南大塚☎3946‐4301（〒
170‐0005 南大塚2‐36‐1）、
千早☎3974‐1335（〒171‐0044
千早2‐35‐12）、雑司が谷☎
3590‐1253（〒171‐0032 雑司が
谷3‐1‐7）

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）

12日 0．06 0．06 0．05

24日 0．07 0．06 0．05

※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 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。

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。

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。虐待を見かけたり、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。
█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、█EM
A0015702@city.toshima.lg.jp

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。

虐待の例
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。
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ファイル無害化サービス


ファイルは、無害化処理により削除されました。





