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「豊島区健康プラン（案）」を
まとめました

区民の健康づくりの行動計画とし
て策定した「豊島区健康プラン」を改
定します。今回から「豊島区歯と口
腔の健康づくり推進計画」を合冊し、
併せて改定します。改定にあたって
は、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
原案の全文は平成30年1月10日ま
で、地域保健課、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。
●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・担
当者）を記入し、郵送かファクスか
E メールで1月10日（必着）までに
「地域保健課がん対策・健康計画グ
ループ█FAX3987‐4110、█EMA0016901
@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☎3987‐4243

「（仮称）子どもを受動喫煙から
守る条例（案）」のパブリックコ
メント結果について

自分の意思で受動喫煙を避けるこ
とが難しい子どものため、6月に
「（仮称）子どもを受動喫煙から守る
条例（案）」の概要をまとめ、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
聴きしました※その後東京都で「子
どもを受動喫煙から守る条例」が可

決されたため、豊島区での議会への
上程は見送りました。このため皆さ
んからいただいたご意見の概要のみ
公表します。
●閲覧できます
条例の概要案とお寄せいただいた

ご意見は平成30年1月10日まで、地
域保健課、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。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

口座振替済のお知らせを
発送します

平成29年1～12月に指定口座から
引き落とした国民健康保険料の内訳
を、12月21日に圧着はがきで世帯主

宛てに発送します。納付書や年金天
引きで支払った分、および引き落と
し後の還付金額は含まれませんので、
ご注意ください。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

後期高齢者医療保険料の催告書
を12月中旬に送付します

◇対象者…平成29年9月までに未納
がある方。
◇納付期限…平成30年1月4日まで
◇納付方法…金融機関、コンビ二エ
ンスストア、区役所、東・西区民事
務所窓口でお支払いください。
※納付が困難な場合は、早めに相談
してください。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

年末・年始の資源回収・ごみ収集日は右表のほか、各集積所でもお知らせし
ます。区ホームページからダウンロードもできます。

█問ごみ減量推進課☎3981‐1142、豊島清掃事務所☎3984‐9681
●資源回収・ごみ収集
◇休止期間…12月31日㈰～平成30年1月3日㈬
◇注意…収集最終日を避けて早めに出してください。必ず朝8時までに出して
ください。
◇スプレー缶、カセットボンベ、ライターなど…なるべく使い切ってから別の
袋に入れ、「スプレー缶」などとわかるように大きく書いて「金属・陶器・ガラ
スごみ」の日に出してください※穴はあけないでください。
●粗大ごみ
◇粗大ごみ受付センター…①電話☎5296‐7000（午前8時～午後7時。日曜日
と12月29日～1月3日を除く）※休日明けや午前中は電話が繋がりにくく、年
末年始は大変混み合います。早めに申し込んでください。②ホームページ█HPht
tp ://sodai.tokyokankyo.or.jp/（24時間対応。12月29日～1月3日を除く）
●家電（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）
不用になった上記の家電製品は、購入した小売店か買い替えをする小売店へ
直接問い合わせてください。小売店が不明な場合は電話で家電リサイクル受付
センター☎5296‐7200（午前8時～午後5時。日曜日と12月29日～1月3日を
除く）へ。

ゆずの香り漂うお風呂でポッカポカ。
1年の疲れを癒しましょう。営業時間な
ど詳細は各銭湯に問い合わせてください
◇100円（12歳未満は無料）█申当日直接各
銭湯へ。
█問生活産業課管理グループ☎4566‐2741

浴場名 所在地 電話番号
山の湯温泉
健康ランド
末 広 湯

要町1‐47‐12

千早2‐14‐13

3957‐2679

3957‐6274

広 の 湯 南長崎3‐36‐14 090‐
8460‐2010

妙 法 湯 西池袋4‐32‐4 3957‐8433
湯～ゆランド
あ ず ま 西池袋4‐13‐9 3986‐6997

前 田 湯 池袋4‐12‐25 3971‐2261

五 色 湯 目白5‐21‐4 3952‐7237

平 和 湯 池袋2‐64‐11 3971‐7820
小 松 湯 池袋本町3‐1‐3 3983‐0540
新 月 湯 池袋本町4‐25‐1 3982‐5991
ゆラックス 上池袋2‐10‐6 3915‐4553

浴場名 所在地 電話番号

千 代 田 湯 北大塚3‐7‐7 3915‐1009

巣 鴨 湯 巣鴨4‐13‐9 3917‐5773
銀 泉 湯 西巣鴨1‐23‐7 3576‐5731

宮 下 湯 巣鴨1‐30‐2 3941‐0379
え び す 湯 駒込7‐15‐9 3918‐0258
香 取 湯 駒込6‐16‐6 3917‐5582
金 春 湯 南大塚1‐50‐15 3944‐5742
玉 の 湯 南大塚2‐31‐3 3947‐4126
大塚記念湯 南大塚3‐38‐15 3986‐0126
高 砂 湯 雑司が谷1‐5‐3 3981‐2374

やすらぎの湯
ニュー椿 巣鴨5‐20‐3 3918‐1720

稲 荷 湯 上池袋1‐9‐17 3918‐6712

マイナンバーカードなら
コンビニで証明書が発行できます

12/11 マイナンバーカードで住民票の写し、印鑑登録証
明書、税証明書をコンビニエンスストアで取得できま
す。自動交付機は平成３０年１２月末で撤去予定ですの
で、ぜひご利用ください（申請方法などは４面参照）。
�問証明グループ�３９８１‐４７６６
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冬至 は銭湯のゆず湯に行こう！12月22日（金）
● ● ● ゆ ず 湯 実 施 浴 場 一 覧 ● ● ●

年末年始の資源回収とごみ収集のお知らせ

●「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。

◎燃やすごみ

収集曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月・木地区 28日㈭ 4日㈭
火・金地区 29日㈮ 5日㈮
水・土地区 30日㈯ 6日㈯

◎金属・陶器・ガラスごみ

収集曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

第1・3月曜地区 18日㈪ 15日㈪
第2・4月曜地区 25日㈪ 8日㈪
第1・3火曜地区 19日㈫ 16日㈫
第2・4火曜地区 26日㈫ 9日㈫
第1・3水曜地区 20日㈬ 17日㈬
第2・4水曜地区 27日㈬ 10日㈬
第1・3木曜地区 21日㈭ 4日㈭
第2・4木曜地区 28日㈭ 11日㈭
第1・3金曜地区 15日㈮ 5日㈮
第2・4金曜地区 22日㈮ 12日㈮
第1・3土曜地区 16日㈯ 6日㈯
第2・4土曜地区 23日㈯ 13日㈯

◎資源回収
（びん・かん・ペットボトル類）

回収曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月曜地区 25日㈪ 8日㈪
火曜地区 26日㈫ 9日㈫
水曜地区 27日㈬ 10日㈬
木曜地区 28日㈭ 4日㈭
金曜地区 29日㈮ 5日㈮
土曜地区 30日㈯ 6日㈯

◎資源回収（紙・布類）

回収曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月曜地区 25日㈪ 8日㈪
火曜地区 26日㈫ 9日㈫
水曜地区 27日㈬ 10日㈬
木曜地区 28日㈭ 4日㈭
金曜地区 29日㈮ 5日㈮
土曜地区 30日㈯ 6日㈯



子育て・教育子育て・教育

所得制限額
扶養人数 本人 配偶者および

扶養義務者
0人 200万円 244万円
1人 238万円 282万円
2人 276万円 320万円
3人 314万円 358万円

以降1人
増すごとに 38万円加算 38万円加算
※上記の表には社会保険料控除分として一律8万円
を加算してあります。
扶養義務者とは、同居の直系親族および兄弟姉妹で
す。住民票上の世帯の同別は問いません。
対象者の平成28年中の所得が上記の所得制限額以下
の場合対象となります。
所得の計算方法：［税法上の所得金額］＋［養育費の
80％］‐［社会保険料控除を除く規程の控除額］
規程の控除額については当グループに問い合わせて
ください。

くらし等くらし等

福  祉福  祉

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

傍聴できます傍聴できます

イベントイベント

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用職員採用ひとり親家庭等
医療費助成医療証の更新

医療証は毎年1月1日に更新しま
す。現在この助成の対象者で、平成
30年1月からも対象となる方の医療
証は、12月19日頃発送予定です。一
部負担額が変更になる方もいるので、
同封の「利用の手引き」を確認してく
ださい。以前この助成を受けていて、
平成27年中の所得が制限額を超えた
ために対象外になっていた方も、平
成28年中の所得が制限内の場合（下
表参照）は、平成30年1月から再び
対象となります。1月から助成を受
けるためには、平成29年12月中に申
請が必要です。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

男女共同参画苦情処理委員から
意見表明書がでました

豊島区男女共同参画推進条例に基
づき設置されている男女共同参画苦
情処理委員に、「国民健康保険の書
類の送付先」についての苦情の申出
がありました。これについて、苦情
処理委員から区に対し、次のとおり

意見表明書が出されました。平成30
年2月28日までに改善などの措置に
ついての報告を求められており、今
後区は改善に向けて取り組んでまい
ります。◇「意見表明書」…区は、擬
制世帯における世帯主変更制度およ
びその手続きについて、積極的に区
民に広く周知すべきである。また、
通知書などの名宛人に、同世帯の加
入者（被保険者）を併記することは、
上記世帯主変更制度への区民の反響
を見つつ、将来的な課題としてその
実現可能性について検討すべきであ
る。
█問男女平等推進センター庶務・計画
調整グループ☎5952‐9501

平成30年度豊島区日曜教室（つ
ばさＣＬＵＢ）の受講生の募集

平成30年4月から月2回程度 日
曜日 西巣鴨中学校、南大塚地域文
化創造館など◇仲間とともに学び、
交流を深めながら余暇活動の充実を
目指す◇区内在住、在勤で18歳以上
の中・軽度知的障害のある方（愛の
手帳3・4度）◇年間6，000円
█申電話かＥメールで平成30年2月5
日までに「生涯学習振興グループ☎
4566‐2762、█EMA0014606@city.tos
hima.lg.jp」へ。

みらい館大明「いのちの森」開放日

12月24日、平成30年1月28日、2
月25日、3月25日 日曜日 午後1
～5時◇区の植樹事業で誕生した
「いのちの森」を自由に見学。校庭で
遊ぶことも可█申当日直接当館へ。
�「いのちの森」を見守り育てる運営
ボランティア募集中…詳細は問い合

わせてください。
█問当館☎3986‐7186

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

平成30年1月14日㈰ 午前10時30
分～午後2時 池袋第二公園 駐車
場なし※雨天中止◇区内在住、在勤、
在学の個人またはグループ※営業目
的不可◇20店舗（1店舗面積2ｍ×
2ｍ）◇1，000円█申ファクスかＥメー
ルで「みんなのえんがわ池袋事務局
█FAX6659‐6776、█EMengawa@toshi
ma-npo.org」へ。1名（1グループ）
1通のみ※先着順。
█問当会 楢原☎6659‐6777（午後1
～5時）

「からだバランス測定＆
かんたん姿勢改善」

平成30年1月22日㈪ 午前の部…
午前10時～正午、午後の部…午後1
～3時 デサントフィットネスラウ
ンジ目白椿の坂スタジオ（目白1‐
4‐8）◇体のバランスを測り講習
会で健康的な体バランスを身につけ
る◇区内在住の方◇各20名◇測定時
間は予約時に決定。動きやすい服装、
室内用運動靴、飲料水、タオル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

「かんたんステップ」

平成30年1月31日㈬ 午後3時30
分～4時30分 池袋スポーツセンタ
ー◇ステップの基本動作を中心とし
た初心者向け講座◇40名◇動きやす
い服装。室内用運動靴、飲料水、タ
オル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

ま っ こ う ほ う

「真向法でストレッチ2」

平成30年2月3日㈯ 午前10時～
11時30分 上池袋コミュニティセン
ター◇たった4つの動きで転倒防止。
歩行能力と代謝をアップ◇40名◇動
きやすい服装、飲料水、タオル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第1回子ども・子育て会議

12月20日㈬ 午後2時から 区役
所本庁舎8階807・808会議室◇10名
█申当日10分前までに先着順受付。
█問子ども課管理グループ☎4566‐
2471

第5回豊島区景観審議会

12月20日㈬ 午後5～7時 区役
所本庁舎9階第1委員会室█申当日直
接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2633

巣鴨図書館 本の福袋
～中は借りてからのお楽しみ！

12月16日㈯～28日㈭ 午前9時～
午後7時 巣鴨図書館◇普段、自分
では選ばない本と出会ってみません
か◇福袋がなくなり次第終了█申当日
直接会場へ。
█問当館☎3910‐3608

東京芸術劇場パイプオルガンコ
ンサート～聖夜に贈るクリスマ
ス・オラトリオ～

12月19日㈫ 午後7時開演（午後
6時開場） 東京芸術劇場◇オルガ
ンに合唱・ハープ・管弦楽が加わり、

降誕を祝う物語を美しい旋律にのせ
て歌うサン＝サーンスの「クリスマ
ス・オラトリオ」のほか、J.S.バッ
ハの作品を演奏◇未就学児不可◇約
1，800名◇一般3，000円、ペア券
5，000円、25歳以下2，000円（全席指
定、ペア券と25歳以下は前売のみ）
█申電話で東京芸術劇場ボックスオフ
ィス☎0570‐010‐296（休館日を除
く午前10時～午後7時）へ※先着順。

東京音楽大学Ｊ館ロビーコンサ
ート「Viola Concert」

12月21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…シ
ベリウス「ヴァイオリンとヴィオラ
のための二重奏曲 JS66」、シューマ
ン「おとぎの絵本 Op.113」。出演…
和田泰平、伊東翔太、宮阪優奈█申当
日直接会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

「110番の日」の集い

平成30年1月10日㈬ 午後1～3
時 サンシャインシティ噴水広場◇
イメージキャラクターのＡＫＢ48／
横山由依さんによるトークショー、
110番広報用オリジナルソングや110
番ダンス、110番クイズ、警視庁音
楽隊による演奏█申当日直接会場へ。
█問警視庁通信指令本部「110番の日」
事務局☎3581‐4321

区民活動支援講座「ＮＰＯ法人
設立準備セミナー（全3回）」

平成30年1月11・18・25日 木曜
日 午後7～9時 としま産業振興
プラザ（IKE・Biz）◇NPO 法の概要
やＮＰＯ法人の設立手続き、法人設
立後の団体運営などを学ぶ◇区内で
の地域活動に興味のある方◇40名◇

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

みらい館大明

①「暮らしを彩るカリグラフィー講
座」（全2回）…平成30年1月12・26
日 金曜日 午後1～3時◇冬をテ
ーマにカリグラフィーの基礎から応
用まで。講師…カリグラフィーネッ
トワーク協会会員／牧 幸子氏◇15
名◇2，000円、②「仕事に役立てよう
！エクセル2日間講座」（全2回）…
平成30年1月18・25日 木曜日 午
前10時～午後5時◇18日…「基礎編
入力ポイントやきれいな表の作成」、
25日…「計算式の入力方法・印刷の
ポイント・グラフ作成など」◇エク
セル2013使用◇パソコン経験者◇8
名◇6，000円（2回）
█申いずれも電話か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78回区民グラウンド・ゴルフ
新春大会

平成30年1月7日㈰※雨天時1月
21日㈰ 午後0時30分受付 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
の貸出あり。
█申電話で12月20日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

区民歩こう会「池袋周辺七社巡り」

平成30年1月14日㈰ 午前9時50
分 西武池袋線椎名町駅北口駅前広
場集合◇長崎神社、御岳神社、子安
稲荷神社など散策（約9㎞）◇300円

█申当日集合場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

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。

学校看護師（非常勤職員）

児童の学校生活における医療的ケ
アに関することや教職員などに対す
る研修、学校教育の補助など◇任期
…平成30年4月1日～平成31年3月
31日（更新あり）█申履歴書（写真貼付）、
資格書（写し・裏面に記載がある場
合は両面の写し）、自己申告書、作
文を12月20日までに学務課学事グル
ープ窓口へ本人が持参※募集要項、

自己申告書、作文は当課で配布。区
ホームページからダウンロードも可。
█問当グループ☎3981‐1174

教育センター（非常勤職員）

Ⓐ教育相談員、Ⓑ特別支援教育巡
回相談員、Ⓒ日本語指導員◇任期…
平成30年4月1日～平成31年3月31
日█申①履歴書（市販のもの、写真貼
付、自筆）、②Ⓐは臨床経歴書（Ａ4
版1枚、書式自由、右上に氏名を記
入）、Ⓑは自己申告書（区ホームペー
ジからダウンロード。自筆）、Ⓒは
選考申込書（区ホームページからダ
ウンロード。自筆）、③資格要件を
証明する書類の写しを、12月25日午
後5時（必着）までに当センター庶務
グループへ簡易書留で郵送か持参。
█問当グループ☎3590‐1251

12月26日㈫ 午後6時30分～8時30分 区役所本庁舎8階807・808会議室█申電話で12月22日午後5時までに介護保険課特命グル
ープ☎4566‐2468へ※定員あり。先着順。案件事項の内容により、会議の決定をもって一部非公開となる場合があります。

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。

12月22日㈮ 午後2時から 区役所本庁舎5階会議室507～510█申当日直接会場へ。
█問防災計画グループ☎4566‐2578

※上記は一般料金です。学生料金は管理員に問い合わせてください。
※開業時間…Ａ／午前4時～翌日午前1時30分、Ｂ／午前5時～翌日午前1時15分、Ｃ
／午前6時～翌日午前0時45分、Ｄ／午前4時45分～翌日午前1時、Ｅ／24時間開業
※受付時間は各自転車駐車場に問い合わせてください。上記に関するお問い合わせは、
自転車コールセンター☎5986‐2400でも受け付けます。
※★印の自転車駐車場は、指定管理者が運営しています。
（注1）巣鴨駅北自転車駐車場は立体機械式のため、新規申込の場合には事前に自転車の
規格審査があります。

◇対象車種…自転車・原動機付自転車（50㏄以下）※団体・法人は不可。現
在定期利用の方の利用期限は、平成30年3月末です。自動継続にはなりま
せんので、再度申し込んでください◇利用期間…平成30年4月1日～平成
31年3月31日◇料金…別表参照█申自転車駐車場（無人の施設を除く）にある
申請用紙に必要事項を記入し、返信先を記入したはがき（62円の通常はが
き）を添えて、平成30年1月31日までに各自転車駐車場へ提出※利用は申
込み者本人のみ。1人1台・1か所の利用に限る。応募者多数の場合は抽
選。当選結果は3月中旬発送予定。
※池袋駅北自転車駐車場は平成30年4月から31年度途中まで池袋大橋橋脚
工事が行なわれるため、閉鎖となる予定です。それに伴い、池袋駅西自転
車駐車場の定期利用エリアを拡張します。ご理解・ご協力をお願いします。

自転車駐車場および定期利用料金（1か月・単位/円）

自転車駐車場名 所在地 電話番号
開
業
時
間

自転車 原動機付自転
車（50㏄以下）

区内（区外） 区内（区外）
★駒込駅北 駒込2‐2‐2 5974‐4469 A

2，500
（3，000） 3，750（4，500）

★巣鴨駅北（注1）巣鴨2‐7‐11
3576‐0165
（巣鴨駅北）

A
★巣鴨駅南 巣鴨1‐13‐8 A
★巣鴨駅第三 巣鴨2‐9 E
池袋駅西 西池袋3‐20‐1 3590‐3837 A 1，250

（1，500）池袋駅南 南池袋2‐21‐6 5944‐8687 A
池袋駅東 東池袋1‐50‐23 5951‐5751 A

2，500
（3，000）

大塚駅北口第一 北大塚2‐27先

6912‐5071
（大塚駅南
自転車駐車
場管理室）

E
大塚駅北口第二 北大塚2‐4～6先 E
大塚駅北口第三 北大塚2‐4先、8先 E
大塚駅北口第四 南大塚3‐33‐4 E
空蝉橋 北大塚2‐3先 E 3，750（4，500）
大塚駅南 南大塚3‐33‐3 A

2，500
（3，000）

新大塚 南大塚2‐8先 E
★目白駅東 目白1‐4‐1

3986‐5681
（目白駅東）

A
★目白駅西 目白3‐4‐3 A

★目白駅北 目白3‐16 E 1，400
（1，500） 2，800（3，000）

★千登世橋 雑司が谷3‐1‐7 E 2，000
（2，250）

要町駅南 要町1‐4‐11 5995‐1107
（要町駅南）

C
2，500
（3，000）

要町駅北 要町1‐10‐8 E 3，750（4，500）
千川駅南 要町3‐9‐16 3955‐4440 C
千川駅北第一 要町3‐44‐8

3972‐4220
（千川駅北
第一）

C 3，750（4，500）

千川駅西 要町3‐22‐11 E 2，000
（2，250）

千川駅北第二 要町3‐55 C 1，250
（1，500） 1，750（2，100）

★南長崎 南長崎4‐13‐5 3953‐0795 B
2，500
（3，000）

3，750（4，500）
椎名橋北 長崎1‐9‐30 3974‐4577

（椎名橋北）
E

椎名橋南 南長崎1‐25先 E
★西巣鴨駅 西巣鴨3‐26‐1 3918‐5778 D

◆第7次豊島区定員管理計画の数値目標および実績
計画年度 基準（28年度） 29年度 目標（38年度）
職員数 1，971人 1，970人 1，800人
削減実績
（累計） ― △1人 △171人

◆職員給与費 （各年度普通会計決算）

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）

27年度 1，864人 72億円 28億円 33億円 133億円 7，135千円
28年度 1，866人 71億円 27億円 33億円 130億円 6，966千円
（注）職員手当には退職手当を含みません。

◆職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額 （平成29年4月1日現在）
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 42．6歳 317，000円 436，500円
技能労務職 52．2歳 309，300円 410，200円

教育職（幼稚園） 37．7歳 316，700円 450，935円
（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29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。

◆職員の初任給月額
（平成29年4月1日現在）

◆期末手当・勤勉手当
（平成29年4月1日現在）

一般行政職 Ⅰ類 182，700円
支給割合

期末手当 勤勉手当
Ⅲ類 146，100円 2．60月分

（1．45月分）
1．80月分
（0．85月分）技能労務職 138，000円

（注）1．平成29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。

◆人件費 （各年度普通会計決算）
区分 住民基本台帳人口（各年度末） 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費比率 B/A
27年度 281，540人 1，356億円 29億円 212億円 15．6％ （注）19．5％
28年度 284，921人 1，255億円 25億円 218億円 17．3％
（注） 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です。

◆各種手当の支給実績
地域手当 1，589，911千円
超過勤務手当 543，328千円

特殊勤務手当（3種類） 26，038千円 ※支給職員の割合…10．5%

◆その他の手当 （平成29年4月1日現在）

区分 内容および支給単価
国の

制度との
異同

支給実績
支給職員1人当たり
平均支給額（28年度決算）
年額 月額

扶養
手当

配偶者 13，700円

異なる 127，248千円 199，068円 16，589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（注1） 27，000円（最高）
異なる 86，778千円 77，968円 6，497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 同じ 287，255千円 160，209円 13，351円

（注）1．月額２７，０００円以上の家賃を支払っている職員が対象となります。
2．平成２９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。

◆特別職の報酬など （平成29年4月1日現在）
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

◆退職手当 （平成29年4月1日現在）
区分 自己都合 勧奨・定年

（
支
給
率
）

勤 続20年
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 4，975千円 21，982千円
（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成28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。

◆職員の採用と退職の状況
採用

（29年度）
事務 福祉 一般技術 医療技術 技能 教員 計
36人 16人 5人 6人 0人 0人 63人

退職
（28年度）

定年 勧奨 普通 死亡 計
53人 10人 16人 2人 81人

◆主な休暇などの状況
年次有給休暇 平均取得日数は12．7日
育児休業 28年度の新規取得者数は22人（うち、男性職員2人）、平均取

得日数は462日

平成30年度区立自転車駐車場の定期利用者の募集
█問駐輪場管理グループ☎3981‐4847

給与の状況人
事
行
政
の
運
営
と

給
与
・
定
員
管
理
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

「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

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、法律に基づき設置された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、民間従業員の実態と合うように、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。

人事行政の運営の状況

◆勤務成績の評定
平成28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。

定員の状況
平成29年度の職員数は、1，970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年～38年度）」の基準となる職員数で、平成38年
度までに1，800名体制を目標とした定員管理計画を進めていきます。

第4回選択的介護モデル
事業に関する有識者会議 豊島区国民保護協議会

2 3広報としま情報版 平成29年（2017年）12月11日号 No.1765 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1



予約制等の事業は随時受け付けて
いるため、定員に達していることが
ありますのでご了承ください。

保健所カレンダー月
11

○申込みは、前日までに各施設へ
○詳細は直接施設へ問い合わせてください体育施設へ行こう

職員採用職員採用

官公署だより

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。

子どもスキップ職員（非常勤職員）

児童指導業務◇任期…平成30年4
月1日から平成31年3月31日まで█申
申込書、自己申告書、論文（放課後対
策課、各子どもスキップで配布。区
ホームページからダウンロードも可）
を当課管理グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2786

区民ひろば臨時職員（登録制）

子育て支援、高齢者福祉に熱意を
有する方。面接後、決定します◇任
期…最長6か月（更新あり）█申履歴書
（写真貼付）を地域区民ひろば課窓口
へ直接本人が持参※要事前連絡。郵
送不可。
█問当課管理グループ☎3981‐1479

●東京都福祉保健局
保育士就職支援研修・相談会（北区
会場）
平成30年1月7日㈰ ①午前10時
～午後2時30分…就職支援研修会、

②午後2時30分～4時…就職相談会
北とぴあ（北区王子1‐11‐1）◇①
今日求められる保育士像の講義や先
輩保育士の体験談など、就職に役立
つ話、②民間保育園がブースを出し
ます。北区、新宿区、文京区、江東
区、中野区、豊島区、荒川区、練馬
区が出展予定。採用担当者に直接、
話が聞けるチャンスです。※履歴書
不要・服装自由・入退場自由※相談
会からの参加も可◇保育士資格をお
持ちの方、資格取得見込みの方█申当
日直接会場へ。
█問東京都保育人材・保育所支援セン
ター☎5211‐2912

マイナンバーカード（個人番号カード）は、身分証明書として利用できるほか、e-
Tax（国税電子申告・納税システム）の電子申請、コンビニでの住民票などの証明書取
得に利用できます。
●総合窓口課の窓口で申請
無料で写真撮影も行います。ぜひご利用ください。
◇期間…平成30年1月4日～2月28日
◇通知カードと本人確認書類を持参。詳細は問い合わせてください。
●その他の申請方法
①郵送申請／通知カードから申請書を切りはなし顔写真（6か月以内に撮影したもの）
を貼り、署名押印のうえ、同封の返信用封筒で送付※差出有効期間が切れても平成31
年5月31日まで使用可。
②WEB申請／スマートフォンなどのカメラで顔写真を撮影。申
請用WEBサイト█HPhttps ://www.kojinbango-card.go.jp/kof
ushinse/pc.html で必要事項を入力、顔写真を添付して送信。
※申請書の氏名、住所などに変更がある場合は、窓口にて最新の
情報が記載された申請書を請求してください。
█問豊島区マイナンバーコールセンター☎3981‐1122

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆冬休みイベント ①運動あそび
広場…12月25日㈪ 午前9時30分
～午後4時◇幼児と保護者、小・
中学生
～1月開催プログラム～
◆初めての方も安心 ②初めての
ベリーダンス…月曜日（全3回）◇
午前11時～正午◇3，000円、③初
めてのフラダンス…木曜日（全4
回） 午後1時30分～2時45分◇
4，000円
◆年配の方にもおすすめ ④のび
のび体操～おおむね60歳以上対象
…水曜日（全4回） 午前9時30分
～10時30分◇4，000円、⑤健康ヨ
ガ…土曜日（全4回）10時45分～
正午◇4，000円
※②③④1回参加料金1300円
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆1～3月コース型教室 月曜日
（全9回）①ヨガ…午前9時40分～
10時40分◇9，720円、②姿勢良く
なれ体操（全7回）…午前11時15分
～午後0時15分◇7，560円、③バ
ドミントン教室（初級）（全8回）…
午後1時40分～3時◇8，640円
◆水曜日（全12回）④フラメンコ…
午後3時10分～4時10分◇12，960
円 ◆木曜日（全13回）⑤ZUMBA
GOLD45・ストレッチ15…午後
0時30分～1時30分◇14，040円
◆金曜日（全13回）⑥リズムエクサ
サイズ…午後0時20分～1時20分

◇14，040円、⑦ヘルスケア体操…
午後2時45分～3時30分◇8，430
円、⑧キッズダンス（年長～小学
6年生）…午後4時15分～5時15
分◇14，040円、⑨大人バレエ（入
門）…午後6時30分～7時30分◇
16，850円 ◆土曜日（全13回）⑩ヨ
ガ…午後0時10分～1時10分◇
14，040円
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆1月開始（3か月教室）のご案内
●産後のママ対象…骨盤矯正ピラ
ティス、ママヨガ ●幼児対象…
遊び教室、水遊び教室、水泳教室、
幼児ダンス教室 ●小学生対象…
水泳教室（初心者～初級者、中級
者、平泳ぎ特訓）、小学生ダンス
教室、体操教室 ●シニア（65歳
以上）対象…シニア体操、シニア
体操プラス、ウォーキングエクサ
サイズ ●16歳以上対象…アクア
ビクス、水中歩行プラス、水中ト
レーニング、ヨガ、椅子ヨガ、新
日本舞踊エクササイズ、ピラティ
ス、太極拳（24式・48式）、シェイ
プアップ、健康づくり、水泳教室
（泳力別多種、リズム&スイム）※
各教室詳細は問合せてください。
█申往復はがきで12月20日（必着）ま
でに「〒170‐0012
上池袋2‐5‐1
池袋スポーツセンタ
ー」へ※当施設へ直
接申込みも可。

1月 母子健康相談
10日㈬ 池袋保健所 午後1時30分～2時
30日㈫ 区民ひろば高南第二 午前10時～10時30分
█問池袋保健所☎3987‐4174

22日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～2時30分
24日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
█問長崎健康相談所☎3957‐1191

事業名 池袋保健所
☎3987‐4172～4

長崎健康相談所
☎3957‐1191

子
ど
も
の
健
康

1歳児歯科健診・総合相談
対象〈1歳～1歳3か月児〉〔予約制〕

11・25日㈭
午前9時～9時30分

こども歯科健診 対象〈2歳・2歳6か
月・3歳6か月～4歳児〉〔予約制〕

18日㈭
午前9～10時

9・23日㈫
午前9～10時

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
13日㈯
①午前9時20分～11時30分
②午後1時20分～4時

お
と
な
の
健
康

生活習慣病予防健診（男性）〔予約制〕※対
象…平成29年度20歳～40歳未満の男性

12日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕※対象…平成29
年度20歳～40歳未満の女性

10日㈬
①午前8時50分～9時
②午前9時30分～9時40分

健康（保健・栄養）相談〔予約制〕 12日㈮
午後1時15分～2時30分

24日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 11日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 10日㈬
午後1時15分～2時30分

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査〔予約制〕
※結果は約1か月後に郵送

12日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ
の

健
康

こころの相談〔予約制〕 16日㈫ 午後2～4時

家族相談〔予約制〕 22日㈪ 午後2～4時

そ
の
他

随時相談
思春期・不妊症・更年期・難病・エイズ・感染症な
ど、健康に関する相談を受けています。
平日 午前9時～正午、午後1～5時

ぜん息相談（呼吸器全般） 電話相談は随時 面接相談は要予約
█問公害保健グループ☎3987‐4220

飼い犬・飼い猫のしつけ相談〔予約制〕 25日㈭ 午後1時30分～4時
█問庶務・動物管理グループ☎3987‐4175

母親学級〔予約制〕 12・19・26日㈮
午後0時40分～3時30分

10・17・24日㈬
午後0時40分～3時30分

ＨＩＶ（エイズ）検査〔予約制〕
※結果は検査の1週間後

15日㈪
午後1時30分～2時30分

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）マイナンバーカード（個人番号カード）を作りませんか？

4 広報としま情報版 平成29年（2017年）12月11日号 No.1765 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1





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。





