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よ へようこそ「caféふれあい」へ！
誰もが輝いて働ける場所、

詳しくは2･3面をご覧ください

わたしは騙されない
と思っていませんか？

主な内容
4・5面

12月3～9日は障害者週間です

だま

年末防犯特集
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区の福祉的就労事業について… ■問障害福祉課施設支援グループ☎3981-1786

池袋でゆったりできる、実は穴場のカフェ！土・日曜日も営業しています。ぜひお立ち寄りください。
・営業時間

現在は障害者8名を中心に、パートさんと支援者の皆
さんの協力で運営しています。ミーティングでは、皆
でメニューを考えたり、なんでも相談できる雰囲気を
大切にしています。カフェの仕事はお客様から「おい
しかった」「また来るよ」とすぐに反応をいただけます。
覚えることも多いのですが、そこが作業所とは違うや
りがいを感じられるところです。
私自身、もともと精神的な辛さを抱えていたのですが、
縁あってこの仕事に出会い10年になります。障害が
あっても道筋をつけてもらえば、ここまでできるという
お手本になれるようがんばっています。そしてこのカ
フェでの経験をもとに、障害のある人が一歩を踏み出
せるような働く場所をあちこちに作るのが夢です。

主に調理とホール全般を担当しています。
ひととおりの調理はできるのですが、毎日
変わるランチメニューに対応するのは大変
です。またコーヒーコーディネーターの資
格も持っているので、おいしいコーヒー
を飲んでいただけるよう工夫を重ねてい
ます。いくつかの職場を経験しました
が、ここは店長を中心にしたチーム
ワークがいいですね。メンバーの体調
に気をかけながら、いろいろな仕事を
まかせてくれる店長を目標にして、長
く続けたいと思っています。

12月3～9日は障害者週間です
「障害者週間」は、障害者の福祉について関心と理解を深めるとともに、
障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に
積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されています。
■問障害福祉課政策推進グループ☎3981-1766

障害者のための国際シンボルマーク
障害のある方が利用しやすい建築物や公共輸送機関で
あることを示す、世界共通のマーク。車いす利用者だけ
でなく、障害のあるすべての方のためのマークです。

盲人のための国際シンボルマーク
視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物・設
備・機器などにつけられている世界共通のマーク。信号や
音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに使
用されています。

身体障害者標識（身体障害者マーク）
肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付され
た方が車に表示するマーク。やむを得ない場合を除き、
このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行なった場
合には道路交通法違反となります。

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）
政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に運転免
許に条件を付された方が車に表示するマーク。やむを得
ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り
込みを行なった場合には道路交通法違反となります。

耳マーク
聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方
法に配慮を求める場合などに使用されているマーク。
自治体、病院、銀行などが、聴覚障害者に援助をす
ることを示すマークとしても使用されています。

ほじょ犬マーク
認定された補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を受け
入れる店の入口などに貼るマーク。不特定多数の方が
利用する施設（デパートや飲食店など）では補助犬の受
け入れが義務付けられています。

オストメイト用設備／オストメイト
オストメイト（人工肛門・人工膀胱を造設した方）を示
すシンボルマーク。オストメイト対応のトイレなどの設
備があることを示す場合などに使用されています。

ハート・プラスマーク
身体内部に障害のある方を表すマーク。心臓疾患など
の内部障害・内臓疾患は外見からは分かりにくいため、
理解と協力を広げるために作られたマークです。

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

21世紀は｢人権の世紀｣といわれています。人権週間を機に、人権について考えてみませんか。
■問総務課総務グループ☎3981-4451

●人権の花…区内の
小学校で小さな花
を種から育てて、
命の大切さや愛お
しさを育みます。
今年は区立小学校
全22校の児童が
参加しました。

●人権メッセージ・人権作文…人権尊重の大切さを身につ
けることを目的に、区内の小・中学生がメッセージや作
文を書いています。どれも心を揺さぶる作品ばかりです。

人権啓発の取組み
相談してください 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
毎月第2・4木曜日　午後1～ 4時　
区役所本庁舎4階面接・相談室401
◇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
◇予約不要。
■問広聴・相談グループ☎3981-4164

☎090-7206-2772
24時間365日受付◇小学生・中学生も相談できます。

●携帯電話人権相談
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平日…午前9時～午後5時（午後4時30分ラストオーダー）
土・日曜日…午前11時～午後5時（午後4時ラストオーダー） 　※区役所の閉庁日は休業

平日のランチタイムにはサラダバーもあり！

有名店「カフェ・
バッハ」の

コーヒー豆を使
用しています

紙田嘉人さんスタッフ
かみ   た  よし  ひと

私が焼いたベイクドチーズケーキです！ぜひ召し上
がってください。今の目標はおいしいコーヒーを
淹れられるようになること。合間に練習しています。

障害のある人も夢を持って働ける場所に

店長のような人を目指したい

caféふれあい 店長  斉藤 健さん

caféふれあい　社会福祉法人
豊芯会

区役所本庁舎4階　☎3980-5020

区役所本庁舎内にカフェがあることはご存知ですか？
この「caféふれあい」では、障害のある方もない方も
誰もが責任と誇りを持って働ける場所づくりを目指しています。
多様な人々が、ともに暮らすまちへ。お互いの個性を受け入れ、
自分の持てる力を発揮して、社会とふれあいながら活き活きと働く場、
そんな「caféふれあい」を紹介します。

い い

Y子さんスタッフ

い

12月4～10日は人権週間です

12月4日㈪～10日㈰　午前9時～午後5時(初日は午後1時から)
としまセンタースクエア(区役所本庁舎1階)

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。今年度は、性の多様性や
障害者の権利を考えるパネルなども展示します。
また、最近施行された｢本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取
組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)※1｣(平成28年6月3日施行)、｢部落差
別の解消の推進に関する法律※2｣(平成28年12月16日施行)についても解説します。

※1.

※2.

人権週間パネル展

街頭啓発活動　
12月7日㈭　午前11時頃から　池袋駅東口
◇街頭で啓発物品の配布や呼びかけをします。

夜間人権ホットライン(相談無料)　☎6722-0127
12月7日㈭　午後5～8時◇弁護士による人権相談、法律相談

▲マリーゴールド、日々草などの
　花を育てています

私た
ちにご

相談ください

区役所本庁舎4階上りエ
スカレーターの

先にあります。店内は明
るい日差しが降

り注ぎ、自然とほっこり
できる空間です。

知っていますか？障害に関するシンボルマーク これらのマークを見かけたら、ご理解・ご協力をお願いします

ヘイトスピーチ…特定の民族や国籍の人々を追い出そ
うとしたり危害をくわえようとしたりする差別的言動
部落差別(同和問題)…日本の歴史的な過程で生み出
され、特定の地域出身であることや、そこに住んでい
るというだけで差別を受ける、日本固有の人権問題
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区内の刑法犯認知件数は、町会・商店街による区・都連携
補助事業を活用した街頭防犯カメラの設置や、防犯パト
ロールなどの相乗効果で、平成15年の半分以下に減少し
ています。しかし、油断大敵です。外出中、在宅中でも甘い
話や不安にさせる話を持ちかけて騙す事例は後を絶ちま
せん。「わたしは騙されない」そう思っている方こそ、注意
が必要です。
■問防災危機管理課治安対策グループ☎3981-1433

●短時間でも留守にするときは家の戸締まりをしっかりと！
　ゴミ出しなど短時間の用事でもドアと窓の鍵をかけましょう。
●短時間でも自転車に施錠する習慣を！
　自転車に鍵を掛けずに買い物やATMを利用している隙に自転
車が盗まれる事件が発生しています。自転車から離れる際には
必ず施錠しましょう。

●自転車の後ろかごには「かごカバー」を！
　信号待ち中に、荷物を盗まれる事件が発生しています。後ろかご
に荷物を載せる場合はかごカバーを使用しましょう。

何かと忙しい時期には、「つい」「うっかり」が増え、そのスキを狙っ
た犯罪が発生します。日頃から防犯意識を高めて、新年を気持ち
良く迎えましょう！

わたしは
騙されない
と思っていませんか？

家の外でも中でも
危険はたくさん潜んでいます

平成

区内の刑法犯認知件数の推移（件）

（年）

特殊詐欺とは面識のない不特定の者に対し、電
話やメールなどの通信手段を用いて、銀行の預
貯金口座への振込みなどの方法により現金など
を騙し取る詐欺です。
今年は都内で特殊詐欺が急増し、区内でも9月
末現在の被害件数は49件で、昨年同期と比べ
17件も増加し、既に昨年1年間の被害件数を超
えています。被害金額も、昨年同期比70％増の
約1億3,515万円と急増しています。

高齢者だけでなく
若者もターゲットです

特殊詐欺

客引きとは不特定の通行人の中から特定の通行
人に呼びかけ、アピールなどをして積極的に客
となるように交渉をする行為です。
区では、「豊島区客引き行為等の防止に関する
条例」施行以降、繁華街警備隊による注意喚起
や指導・警告などの対策を実施し、警察の取締
まりも強化されたことにより、悪質な客引きグ
ループが減少しています。しかし、「空いている
個室を案内してもらえる」「安くしてもらえる」と勘
違いして客引きについていってしまう人がいるの
で、取締まりを強化しても根絶には至りません。

忘年会シーズンは
特に注意！

客引き

チェックリスト

1 自分は絶対に
騙されないと思っている

2 平日の昼間によくひとりでいる

3 最近、家族や友人と
連絡を取っていない

4 投資などの経験がある

こんな方は
要注意！

一つでも当てはまる方は、
犯人に狙われている可能性があります。

〇〇百貨店です。クレジットカードで〇〇
をお買い求めになりましたか？勝手にクレ
ジットカードを使われたかもしれないので、
すぐにカードと口座を止める必要がありま
す。今すぐ銀行協会へ連絡してください。

アダルトサイトの料金が未
納です。延滞金含めて〇〇
万円を振り込んでください。
連絡がない場合は、訴訟手
続きに入ります…

豊島区安全・安心メール

右記二次元コードから読み取ってください。
二次元コードの読み取りができない場合、
t-toshima@sg-m.jpに空メールを送信してください。
※迷惑メールの拒否設定をしている方は、
　送信元アドレスtoshima@sg-m.jpからのメールが
　受信できるように設定してください。

登録方法

ご利用ください

事例1

お店はお決まりですか？今なら
個室が取れますよ。店長のOK
がでましたので、2時間飲み放
題2,000円でいいですよ…

ご予約の方ですね。個室を系列店
の方で押さえてあります。料金も内
容も同じですよ！

〇〇様、予約時間が過ぎましたのでキャ
ンセルさせていただきます。キャンセル
料金が発生しますのでご了承ください。

事例1

電子メールでの架空請求は、一斉送信して、返信があった人に対して騙しますので、身に覚えがないなら無視するのが一番
です。それでも心配ならば、一人で考え込まずに家族や友人、公共の相談窓口に相談しましょう。また、万が一、被害に遭
った場合は最寄りの警察署へ連絡してください。

被害者の多くは、「特殊詐欺」について、事前にある程度の知識があります。しかし、身内のトラブルなどを告げる犯行電話
によって、緊張感や時間的切迫感のストレスから冷静さを失い、深く考えることなく騙されるケースがあります。詐欺に遭わ
ないためには、自宅の電話を在宅時であっても常に留守番電話に設定し、犯人と直接対応する機会を一旦遮断しましょう。

●

●

■問警視庁＃9110 ／消費生活センター☎3984-5515

2
3

1 騙しの小道具「インカム」「店のロゴが並んだプレート」「前掛け」を
身に着け、さも本当の店とつながっているかのように振る舞います

「満席」「貸切」「系列店」などのキーワードを使って
偽の店に勧誘します

店に雇われていないフリーの客引きは私服です

悪質客引きの特徴 対策1 店の勧誘などの声をかけられても無視しよう●

対策2 予約していた店が満席と言われたら、その店に予約の確認をしよう●

対策3 ステッカーが店舗に貼ってあるか確認しよう●

もし店の前にいる客引きに予約した店が満席と言われた場合は、必ず予約した
店に電話で確認するか店の中に入って、店内の従業員に声をかけましょう。

区に誓約書を提出し、客引き行為などを利用せずに営業している店舗は
「環境浄化推進店舗」ステッカーを店舗に貼っています。安全な店を利用しましょう。

安いし、
ここに
しようか！

別途サービス料と
個室料金と深夜料金
がかかります。

そういう
システムなのか… 系列店じゃない

じゃないか！

このほか、区役所や警察官、銀行員など様々な登場人物から電話が入り、「今日中に手続きすれば間に合います」「返事がない場合は、訴訟手続きをします」などと焦らされ、家族や知人に相談させな
いようにして騙してきます。3つの事例のほかにも巧妙な手口を使った詐欺が多発しており、詐欺グループは電話の受け手を混乱させた状態で「お金を振り込ませよう」と企んでいます。

ちょっと待った！大切な財産を守るためにいまできること！！

！

ほかにも注意！年末年始に気をつけるべきこと！

おいしいと評判の良い店、グルメサイトの社員は客引き行為をしません。客引きをしている店やフリーの客引きを使って客集め
をしている店は、提供するお酒や料理がおいしくなかったり、色々な名目で料金の上乗せをし、高額料金を請求し客を騙します。
さらに、客を取られてしまったお店は用意していた料理が無駄になったり、売り上げが下がってしまいます。

事例2

え～、
聞いてないよー！

あれ？
一人2,000円
じゃないの？

防犯情報など､暮らしの安全･安心に役立つ情報をお届けしています｡
ぜひ登録してください。

口座からお金が引き
落とされないように
暗証番号を変える
必要があります。今

の暗証番号を教えてください。
カードも必要なので職員が自
宅へ伺います。

コンビニでプリベイト
型電子マネーを購入
してその番号を教えて
ください。

カードを渡した後、口座から現金を引き出されてしまった…カードを渡した後、口座から現金を引き出されてしまった…

事例2 事例3

連絡すると…

豊島区役所〇〇保険課です。
保険料をお返しできる書類を
郵送したのですが、まだお手
続きが済んでいないようです
ので、お電話しました。手続

きを銀行に委託しましたので、後ほど銀
行から電話が入ります…

しばらく後に…

電話連絡をすると…

年末防犯特集

ちょっと待った！お酒や料理を快く楽しむためにできること

〇〇百貨店です。クレジットカードで〇〇
をお買い求めになりましたか？勝手にクレ
ジットカードを使われたかもしれないので、
すぐにカードと口座を止める必要がありま
す。今すぐ銀行協会へ連絡してください

の暗証番号を教えてください。

豊島区役所
保険料をお返しできる書類を
郵送したのですが、まだお手
続きが済んでいないようです
ので、お電話しました。手続

対策1 在宅中も常に留守番電話の設定をしましょう！

対策2 身に覚えのない請求のメールは無視しましょう！

だま

だま

だま

だま

だま

だま だま

だま

だま

だま

だま

だ ま

ATMで言われた通りに操作すると、
自分の口座への振込ボタンを押したつもりが相手の口座への
振込ボタンを押して現金を騙し取られてしまった…

ATMで言われた通りに操作すると、
自分の口座への振込ボタンを押したつもりが相手の口座への
振込ボタンを押して現金を騙し取られてしまった…

だま
後日相談機関に連絡してみると、
騙されていたことが判明！取り戻すことは困難です。
後日相談機関に連絡してみると、
騙されていたことが判明！取り戻すことは困難です。
だま

ATMに携帯電話を持
って行って手続きをし
てください。こちらで
指示をします。



子育て中のママや子どもが主役となって行なわれ
るフェスタです。会場はママ同士で交流したり、
育児に関する最新情報が得られたりするブースや
イベントで盛りだくさん！ 毎日の子育てのなかで
抱える疑問や不安を解消するヒントであふれる２
日間です！
■申特設サイト■HPhttp://tokyo.l-ma.jp/l-mafesta
/2017winter/（下記二次元コードから読み取り
も可）から入場チケットを入手して
当日直接会場へ。

●募集期間
平成30年1月31日㈬まで
申込み方法や利用条
件など詳細は区ホー
ムページ参照。

76 広報としま特集版  平成29年（2017年）  12月号  No.1763 豊島区役所  〒171-8422  豊島区南池袋2-45-1　 ホームページ  http://www.city.toshima.lg.jp/ 問い合わせ先　 申込み先　 ホームページ　 Eメール　 ファクス 　 フリーダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です問 申 HP EM FAX 保

子どももおとなも一緒になって、歌
にダンスに絵本にお芝居に夢中にな
ることができるスペース。それが「ぞ
うしがや こどもステーション」です。
赤ちゃんから小学生までの子どもと
家族へ向けて、プロのアーティスト
による様々なジャンルのワークショッ
プが、土・日曜日に行なわれています。
詳細はNPO法人芸術
家と子どもたちホーム
ページ参照。
■問当法人☎5906-5705

保育コンシェルジュは、保育士資格や豊富な相談経験に基づき、保護者
の皆さんが子どもを保育園に預けるにあたって感じている不安を少しで
も和らげられるよう、相談に応じています。
「入園手続きはどうしたらいいの？」「区にはどんな保育園があるの？」な
ど、入園に関する質問や疑問
などがありましたら、どうぞ
気軽にご相談ください。
●相談時間など…平日　午前
８時30分～午後５時　保育
課窓口(区役所本庁舎4階)
■申当日直接窓口へ。

●所在地…長崎1-10-8  ネクスト
ワン椎名町1階
●定員…38名（0歳児6名、1歳児
10名、2歳児11名、3歳児11名）
※0歳児は生後57日経過後受入れ。
※来年度以降は、4・5歳児も受入
れ予定。

親子・家族向けワークショップ
参加者募集！

保育課からのお知らせです

●ノロウイルス
強い感染力をもつウイルスで、ごく少
量でも手指や食品などを介して口か
ら入ると、腸内で増殖し１～２日後
におう吐、下痢、発熱などを起こし
ます。発症後２～３日で回復します
が、小さな子どもや高齢者などは脱
水症状やおう吐物をのどに詰まらせ
る心配があります。感染者のおう吐
物、便には大量のノロウイルスが含
まれ１～３週間ほど排泄される場合
があります。症状がおさまった後も
感染を広げないよう注意が必要です。
◇発生事例…餅つきの返し水の管理
不足、調理パンや手作りジュース調
理時の手洗い不足など。

●腸管出血性大腸菌O157
強力な毒素を作り出し、大腸を傷め
ます。感染しても無症状の方もいま
すが、小児や基礎疾患のある高齢者
では３～５日後に血性の下痢、激し
い腹痛など重症化する例もあり、早
期の受診が必要です。

冬季は、感染性胃腸炎の流行に伴い、ノロウイルスによる集団食中毒の罹患者が急増し、12～１月にピークとなる
傾向があります。また、今年増加傾向の腸管出血性大腸菌O157も重症化する場合があり、要注意です。
■問食品衛生グループ☎3987-4177

①手、調理器具をよく洗おう　
トイレの後、調理の前、食事の前に必ず手を洗いましょう。アルコールス
プレーはO157の殺菌はできますが、ノロウイルスには効果がありません。
加熱前の食材を扱った調理器具（まな板、ボウル、トングなど）は、よく洗
浄し、調理後の食品用とは使い分けしましょう。

②二枚貝や肉類はよく加熱しよう　
加熱用カキ、アサリ、シジミなど「生食用」の表示がない二枚貝は、海や
河の水から取り込んだノロウイルスを体内に保有していることがあります。
中心部まで加熱(85～90℃で90秒以上)して食べましょう。半開きの貝
では加熱不足です。
牛などの家畜もO157などを保菌している場合があるので、肉類も中心部
まで十分加熱してから食べましょう。

③さらなる二次感染を防ごう〈おう吐物の処理方法〉

20歳になったとき
20歳になると国民年金第1号の加入手続きが必要です。
区役所で手続きしてください。
※厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはそ
の配偶者に扶養されている人を除く。国内に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付け

られています。みなさんの保険料は現在の年金にあてられ、将来は現
役世代の保険料に支えられて、「基礎年金」という共通の年金が受け
られる仕組みです。

ノロウイルス・O157食中毒を予防しましょうノロウイルス・O157食中毒を予防しましょう

国民年金国民年金

■問リトル・ママフェスタ実行委員会
☎6453-8903

■問地域保健課管理グループ
☎3987-4203

池袋保健所1階の　子母神plus
では、健康や結婚、妊娠、出産、
子育てなどのライフプランニング
に役立つ情報を発信しています。
平成30年度にイベントや情報発
信を実施するサークルや団体の
募集を行ないます。

区では不妊治療に伴う経済的負担を軽減するため、
体外受精・顕微授精（以下「特定不妊治療」）と男性
不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
●対象…次の①～③すべてを満たす方。
①平成29年4月1日以降に治療が終了し、東京都
特定不妊治療費助成の承認決定を受けている。
②申請時に法律上の婚姻をしており、かつ夫婦のど
ちらかが区に住民登録している（申請者は区内在住
に限る）。
③他の区市町村から同一の特定不妊治療に対して助
成を受けていない。
申請方法や助成額など詳細は区ホームページ参照。
■問健康推進課管理・事業グループ
☎3987-4173

保育時間や休園日、欠員状況など詳細は
区ホームページ参照。
■問①は当課入園グループ☎3981-2140
　②は当課保育計画グループ☎4566-2490

特定不妊治療費の
一部を助成します

❷おう吐物の外側からペー
パータオルで覆い、0.1％次
亜塩素酸ナトリウム溶液（塩
素系漂白剤）をふりかける。

❶窓を開放し、換気を
よくして、手袋、マスク、
エプロンを着用。

❸ウイルスが飛び散らないように外側から内側に向け
て拭き取り、ポリ袋などに入れてしっかり縛る。おう
吐物が付着していた床とその周辺を❷の溶液に浸し
たペーパータオルで10分間覆い、その後水拭きする。

❹手袋、マスク、エプロン、
使用したペーパータオルを
さらにポリ袋などに入れる。
処理後はしっかり手を洗う。

12月12日㈫・13日㈬　午前10時～午後4時30分（入場無料・入退場自由）　
池袋サンシャインシティ文化会館4階　展示ホールB（東池袋3-1-4）

①保育コンシェルジュが入園の相談をお受けします

②認可保育所「ゆらりん椎名町保育園」が新規開園します

私たちがお答えします私たちがお答えします

12月1日オープン12月1日オープン

テーブル
席

（3台）

オープン

スペース

ハイハイ
レース

カタカタ
レース

ハイハイ
レース

カタカタ
レースママサークルのパワーが結集！

大人気！

被保険者（国民年金加入者）の種類  

年金受給資格期間が10年に短縮されました

第１号被保険者 自営業・学生など

第2号被保険者 会社員・公務員

第3号被保険者 会社員・公務員に扶養されている配偶者

平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が
25年から10年に短縮されました。平成29年2月から対象となった方
に日本年金機構から黄色い封筒（年金請求書）を送付しています。未提
出の方は、早めに手続きをしてください。平成29年8月以降に対象と
なる方には、支給開始年齢に到達する3か月前に「年金請求書」が送付
されます。支給開始年齢に到達してから池袋年金事務所に「年金請求
書」を提出してください。加入履歴が国民年金第1号のみの方は区役
所でも手続きができます。

■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

引越しをした（する）とき
第1号被保険者は、手続きの必要はありません。第2号被保険者は勤務先に変
更届を提出してください。第3号被保険者は、配偶者の勤務先を経由して提出し
てください。年金受給者は原則手続き不要ですが、届出が必要な場合もあります
ので池袋年金事務所へ確認してください。

会社を退職したとき
退職後、すぐに次の会社に入らない場合は、国民年金第1号の加入手続きが必
要です。本人確認書類、年金手帳、退職日が分かる書類（離職票など）を持参し、
区役所か池袋年金事務所で手続きしてください。期間を空けずに次の会社に入る
場合は手続き不要です。

障害年金を受けるとき
「年齢」「初診日」「保険料の納付」などの要件を満たし、障害年金の等
級に該当する場合、障害年金を受けられます（障害年金の等級は障害
者手帳または愛の手帳の等級とは異なります）。障害年金の種類によ
り相談窓口が異なります。詳細は問い合わせてください。

年金受給中の家族が亡くなったとき
年金上の死亡届は原則不要です。ただし、亡くなられ
た方の未払い年金（未支給年金）を遺族が受け取れる
場合があります。国民年金・厚生年金は池袋年金事
務所、共済年金は各共済組合に問い合わせてください。

保険料の納付が難しいとき
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に難し
い場合は、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納
付猶予制度」の手続きをしてください。所得が一定以下
の場合、保険料が免除（全額または一部）または猶予に
なります。学生の方には「学生納付特例制度」があります。

こんなとき

どうする？
知っておき

たい

「　子母神plus（健康情報スペース）」の
使用団体募集

リトル・ママフェスタTOKYO 2017冬

ほかと違う食中毒の特徴 予防のポイント

冬季も注意
が

必要です！

楽しいプログラムがいっぱい！

リピータ
ーも

初めての
方も

大歓迎！

リピータ
ーも

初めての
方も

大歓迎！

楽しいプログラムがいっぱい！

はい せつ

❶石けんをつけ、手
のひらをよくこする

❹指の間を洗う ❺親指と手のひら
をねじり洗いする

❻手首も忘れず
に洗う

❷手の甲を伸ば
すようにこする

❸指先・爪の間を
念入りにこする

手洗いの仕方



●インターナショナルセーフスクール認証
　現地調査（池袋第一小学校、池袋中学校）
●学校施設の長寿命化改修検討スタート
●「気軽にお出かけ」をかなえる「としまパブ
リックトイレマップ」完成

●区内の公園トイレ、公衆トイレを平成31年度までに全面改修する「公
園トイレ等改修事業」発表

●都内初、㈱ファミリーマートと「災害支援物資の供給等に関する協定」
締結

●民間調査「住みたい街ラ
ンキング」で池袋が1位
獲得

●「東京2020オリンピック・
パラリンピックフラッグ
ツアー」歓迎セレモニー
開催

●1年前倒しで「待機児童ゼロ」達成
●全国初！自治体庁舎同一施設内に認可保育園オープン
●区内初の介護予防センター 「高田介護予防センター」オープン
●総合教育会議で子どもスキップ事業の充実、学校トイレ改修の前倒

し実施（10年計画を平成28～
30年度までの3年に短縮）など
を内容とする「平成29年度豊
島区教育大綱」策定

●副都心移動システム候補車両
（低速電動バス）の試乗会開催

●ワークスタイル変革の推進「豊島区役所は19時一斉消灯」
●池袋第三小学校新校舎落成

●豊島区が2019年「東アジ
ア文化都市」の国内候補
都市に決定

●区立小中学校で最大面積の
池袋中学校グラウンド落成

●「としま産業振興プラザ（IKE・Biz）」オープ
ン
●トキワ荘復元施設「（仮称）マンガの聖地とし
まミュージアム整備基本計画」策定
●としまエコミューゼタウンが「日本都市計画
学会賞（計画設計賞）」受賞

●南大塚駅前地下駐輪場および駅前広場
「TRAMパル大塚」オープン

●国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェ
スティバル2017」池袋で開催
●区内初、㈱そごう・西武 西武池袋本店と「FFパー
トナーシップ協定」締結（以降年内に、㈱東武百貨
店 池袋本店、㈱サンシャインシティ、㈱ルミネ池袋店、
㈱良品計画と締結）

●庁舎跡地エリアの愛称
　「Hareza（ハレザ）池袋」
　に決定

●巣鴨地蔵通り来街者へのサービスに一役担う
巣鴨地域文化創造館（中山道待夢）の前庭に新
設するトイレ工事着工

●都内初！立教大学と「2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック事業における連携協力に
関する協定」締結（障害者スポーツの推進／
スポーツボランティア育成で連携）

●区内最大定員となる介護老人保健施設「南池袋アバンセ」オープン
●池袋駅前に劇場公園を創出する「池袋西口公園整備事業」発表
●区内警察署と初の合同テロ対策訓練実施
●秩父との移住交流事業「お試
し居住モニターツアー」実施
●世界最大級のクラシック音
楽祭「ラ･フォル･ジュルネ
TOKYO 2018」池袋エリア
を会場に加えゴールデン
ウィーク開催決定

●ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、豊島区で23区初となる「時
差勤務」本格実施

●みんなの道路を誰もが安全に安心して歩ける通行空間を確保する
「豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例」施行
●2019年「東アジア文化都市」の国内候補都市決定報告会開催
●「大田楽 いけぶくろ絵巻」開催
●池袋のまちを舞台に「池袋オータムカルチャーフェスティバル」開催

●映像・音楽・アニメの国際見本市
「JCS（Japan Content Showcase）
2017」池袋で開催

●区の新たなワークスタイルのモデルとなる取組みが評価され、都知
事から「時差Biz推進賞（ワークスタイル部門）」受賞

●セーフコミュニティ再認証に向け現地審査開催
●「2017アジア・パラアート－書－TOKYO国際交流展」開催
●としまエコミューゼタウンが「BCS賞2017」受賞

今年周年行事をむかえた小・中学校
●駒込小学校100周年　 ●巣鴨小学校70周年　●千早小学校80周年　
●西巣鴨中学校70周年　●池袋中学校70周年　●千川中学校70周年

●「選択的介護モデル事業に関する有識者会議」スタート
●民生委員制度創設100周年豊島区記念大会開催
●第2回国際芸術コンペティション「アートオリンピア2017」
　区役所本庁舎で開催

▲第2回国際芸術コンペティション「アートオリンピア2017」
　一般部門1位　Alpha MASON　「Neglect Inc.」　フランス

▲近隣の小学生も参加、としまセンタースクエアを
満員にし、熱気につつまれたフラッグツアー

▲としまスポーツ応援団
ガイドブックを立教大
学松尾教授監修で作成

▶8つの劇場による文化にぎわい
拠点「Hareza池袋」2020年夏、
グランドオープン

▲時差Biz推進賞表彰式

▲平成27年度「トキワ荘等に関する
　基礎調査」で作成したトキワ荘
　復元模型（1/50）

き     ごう
▲パラアート展ではオープニングで書家の
　金澤翔子氏ほか4名が揮毫を披露

　「豊島区路上障害物による通行の障害の
防止に関する条例」施行により、警察署や
地元環境浄化推進委員会などと連携協力
し、合同でパトロールを定期的に実施

▶コンパクトで持ち歩きに
便利なトイレマップ

▲屋外の劇場と憩いの空間、池袋西口公園
2019年秋オープン

たい　む

　1年前倒しで「待機児童ゼロ」達成、引き
続き質の高い保育を目指します

▶2019年「東アジア文化都市」の国内
　候補都市に決定 文化庁同時発表
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