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個人住民税賦課徴収に関する
事務の「特定個人情報保護評価書」
を一部修正しました

情報提供ネットワークシステムに
よる情報連携の本格運用開始に伴い、
個人住民税賦課徴収に関する事務の
「特定個人情報保護評価書」を一部修
正しました。一部修正にあたりパブ
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
お聴きしましたが、修正案に対する
ご意見はありませんでした。
●閲覧できます…当評価書は8月10
日まで、税務課、行政情報コーナー、
区ホームページで閲覧できます。ま
た、個人情報保護委員会（内閣府）の
マイナンバー保護評価 Web█HP htt
p ://www.ppc.go.jp/mynumber
から検索・閲覧もできます。
█問税務課庶務グループ☎4566‐2351

高齢受給者証をお持ちの方へ

7月23日㈪に新しい高齢受給者証
を送付します。高齢受給者証の更新
は、毎年8月に行ないます。該当世

帯の前年（平成29年中）の所得状況に
基づき一部負担割合を再度判定し、
新しい高齢受給者証を黄色い封筒の
普通郵便で送付します。詳細は問い
合わせてください。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

海外居住の方も
国民年金に加入できます

海外に転出する方、または転出し
た方は、国民年金の強制加入の対象
ではなくなりますが、20歳以上65歳
未満の公的年金に加入していない日
本国籍の方は、国民年金に任意加入
できます。加入時に国内協力者の登
録が必要です。
◇加入手続き窓口…①出国直前の住
民登録地が豊島区の場合／当区国民
年金窓口、②出国直前の住民登録地
が区外の場合／住所地の区市町村の
国民年金窓口。
◇持参するもの…年金手帳、本人確
認書類、マイナンバーのわかるもの、
国内協力者の氏名と住所がわかるも
の、口座振替の通帳、通帳届出印。
本人が手続きできない場合は、委任
状、認印、代理人の本人確認書類も
必要。詳細は問い合わせてください。
█問国民年金グループ☎3981‐1954、
池袋年金事務所☎3988‐6011

「介護保険料納入決定通知書（本
算定）」を7月中旬に送付します

平成30年度の住民税の確定を受け
て、年間保険料額を再計算し、65歳
以上の方に「介護保険料納入決定通
知書（本算定）」を送付します。4月
に「介護保険料納入決定通知書（仮算
定）」が届いた方にも、改めて保険料
額を計算して送付します。支払い方
法は、特別徴収（年金からの差し引
き）または普通徴収（納付書または口
座振替）です。特別徴収、口座振替
利用者以外の方には7～9月期分の
納付書が同封されます。期限内に納
付をお願いします※生活困窮により
納付が困難な方には介護保険料を減
額する特例減額制度があります。詳
細は問い合わせてください。
█問資格賦課グループ☎3981‐6376

「後期高齢者医療保険料額決定
（変更）通知書（本算定）」を
7月中旬に発送します

平成29年中の所得に基づき計算さ
れた平成30年度分保険料額のお知ら

せです。4月に「後期高齢者医療保
険料額通知書（仮算定）」が届いた方
にも、改めて保険料額を計算して送
付します。特別徴収（年金天引き）、
口座振替利用者以外の方には7～9
月期分の納付書が同封されます。10
～12月期分の納付書は10月中旬、1
～3月期分の納付書は1月中旬に発
送予定です。これまで特別徴収だっ
た方でも、普通徴収になる場合があ
ります。その場合は同封の納付書で
期限内に納付してください。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

新規開設認可保育施設の
入園児童を募集します

◇名称…（仮称）かみいけぶくろさく
らさくほいくえん※名称変更の可能
性あり
◇所在地…上池袋4‐47（号未定）
◇定員…38名（0歳児6名、1歳児10
名、2歳児10名、3歳児12名※平成
31年度から4・5歳児を受入れ予定）
◇開園日…10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／8月10日
まで、第2次選考（第1次選考の欠
員がある場合のみ実施）／9月10日
まで※11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。
█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、10月入園まで書類
の有効期限がある場合は希望園変更
の届出で申込み可。詳細は各認可保
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30
年度豊島区認可保育施設入園・転園
・延長保育のしおり」を参照。区ホ
ームページ閲覧も可。
█問入園第一・第二グループ☎3981‐2140

◇大気汚染物質…池袋、巣鴨、長崎の3か所で大気汚染5物質、気象4項目
を常時測定。光化学オキシダントが環境基準を非達成（下表1参照）。
◇ダイオキシン類濃度
�大気…年平均値は、大気1㎥あたり0．021ピコグラム―TEQで、大気環境
基準値（0．6以下）を下回る（右表2参照）。
�土壌…測定値は、土壌1ｇあたり0．017～11ピコグラム―TEQの範囲内で、
全地点において土壌環境基準値（1，000以下）を下回る（右表3参照）。
◇騒音…幹線道路を中心として道路交通騒音を測定（右表4参照）。区では騒
音低減に向けて関係機関への要望活動を行なっています。

�前夜祭…7月20日㈮ 正午～午後7時30分（模擬店・物産展は午
前11時から） 池袋西口公園
�本祭…7月21日㈯・22日㈰ 午前11時～午後8時（22日は午後7
時15分まで）※会場により異なる
�会場…池袋西口公園、池袋駅西口駅前広場、東武百貨店8階屋上
「スカイデッキ広場」、サンシャインシティ地下1階噴水広場、東池

ト ラ ン

袋中央公園、としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）、大塚駅南口駅前広場「TRAMパル大塚」
◇日本最大級のフライベントが今年も池袋で開催！181チーム約4，000名によるダンスステージのほか、ハワイか
らの講師による特別演舞やワークショップなど。区交流都市の物産展や飲食店などもあり█申当日直接会場へ。
█問当フェスタ実行委員会☎3981‐5849

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 一酸化
炭素

光化学
オキシ
ダント

二酸化
硫黄

測定場所 池袋 巣鴨 長崎 池袋 巣鴨 長崎 池袋 巣鴨 長崎
環境基準適否 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

調査地点 環境基準
適否

区民ひろば清和第二（巣鴨） ○
長崎健康相談所（長崎） ○
豊島清掃工場内（上池袋）※ ○
区民ひろば池袋本町（池袋本町）※ ○
千登世橋教育文化センター
（雑司が谷）※ ○

※は東京二十三区清掃一部事務組合調査

調査地点 環境基準
適否

西巣鴨二丁目公園（西巣鴨） ○
豊島清掃工場内（上池袋）※ ○
学習院大学（目白）※ ○
池袋本町公園（池袋本町）※ ○
巣鴨公園（北大塚）※ ○
千早公園（千早）※ ○
※は東京二十三区清掃一部事務組合調査

道路名 測定地点 車線数
騒音

昼 夜
首都高速道路5号線（北） 池袋本町1‐7‐3 4 ○ ○

通知カードの受け取りはお早めに！
通知カードの窓口交付は、通知カードが区に戻った日から６か月経

過後の月末で順次終了します。受け取っていない方は、早めに総合窓
口課へお越しください（平成２９年１２月３１日までに区に戻った通知カー
ドの窓口交付は、６月末に終了しました）。
�問区マイナンバーコールセンター�３９８１‐１１２２（日曜日、祝日を除く）
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第16回東京フラフェスタ in 池袋2018

▲昨年度の様子

平成29年度 環境調査結果報告 詳しい調査結果は、区ホームページ参照。 █問公害対策グループ☎3981‐2405

表2 大気中のダイオキシン類測定結果 表3 土壌中のダイオキシン類測定結果

表1 主な大気汚染物質の環境基準適否

表4 道路交通騒音・振動の要請限度適否

●「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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イベントイベント

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

シェアオフィス「としまスター
トアップオフィス」利用者募集

区内で創業する方、創業後3年以
内の方のための施設。月額1万円で、
シェアデスク、会議室、メールボッ
クスなどが利用可（事業所、本店登
記地として登録も可）。
◇所在地…としま産業振興プラザ
（IKE・Biz）
◇対象…次のいずれかに該当し、9
月3日か10月1日から利用開始する
方。①開業後3年以内の個人事業主、
②設立後3年以内の会社代表者、③
区内で開業または会社設立を予定し
ている方。
◇人数…若干名
◇選考…書類・面接。詳細はとしま
スタビズホームページ█HPhttp ://w
ww.toshima-biz.com/00_sogyo_
startup.html 参照。
█申申請書類（上記ホームページでダ
ウンロード可）を8月8日（必着）ま
でに生活産業課へ郵送か持参。
█問当課商工グループ☎4566‐2742

ミューズの相談会

7月18日㈬ 午後1～4時 とし

まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇国家資格を持つ女性専門家
が合同で、区民からの暮らしや事業
に関する相談をお受けします。
█申電話で（弁）パートナーズ法律事務
所☎5911‐3216へ。

第2回空き家と住まいの勉強会

7月20日㈮ 午後6時～7時30分
西部区民事務所◇知っておきたい税
金の知識～相続税のしくみ～◇80名
█申電話かＥメールで「マンショング
ループ☎3981‐1385、█EMA0022901@
city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

ふくしのしごとGO!DO!
合同就職面接会

8月8日㈬ 午後1時30分～4時
（午後3時30分受付終了） ハローワ
ーク池袋サンシャイン庁舎2階会議
室（東池袋3‐1‐1）◇池袋近辺の
8事業所による事業説明会の後、施
設の方と直接面談・相談ができる就
職面接相談会を開催。詳細はハロー
ワーク池袋ホームページ█HPhttps :/
/jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellow
ork/list/ikebukuro.html 参照◇介
護や看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 人材確保・就

職支援コーナー（ハートフル）☎3987
‐4367

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

8月5日㈰ 午前10時30分～午後
2時 池袋第二公園※駐車場なし◇
区内在住、在勤、在学の個人または
グループ※営業目的は不可◇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█FAX5951‐1508、
█EMengawa@toshima-npo.org」へ。
1名（1グループ）1通のみ※先着順。
█問当事務局 楢原☎5951‐1508（午
後1～5時）

「東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針中間の
まとめ」について

東京都と特別区および26市2町は
協働で、「東京における都市計画道
路の在り方に関する基本方針 中間
のまとめ」を発表しました。中間の
まとめは、東京都と特別区および26

市2町のホームページ、都民情報ル
ーム（都庁第一本庁舎3階）、各区市
町の窓口でも閲覧可。中間のまとめ
に対する皆さんのご意見・ご提案は、
8月10日（必着）までに、郵送かファ
クスかＥメールで「〒163‐8001 新
宿区西新宿2‐8‐1 東京都都市
整備局都市基盤部街路計画課、█FAX
5388‐1354、█EMS0000179@section.
metro.tokyo.jp」へ。直接窓口持参
も可。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

景観まちづくり連続講座
in染井地区（駒込・巣鴨）（全4回）

①9月9日◇「景観について」講師…
早稲田大学大学院創造理工学研究科
教授／後藤春彦氏、②10月14日◇
「景観と建築物」講師…芝浦工業大学
工学部建築学科教授／志村秀明氏、
③11月11日◇「景観とみどり」講師…
東京農業大学地域環境科学部造園科
学科准教授／荒井 歩氏、④平成31
年1月20日◇「景観と色彩」講師…㈲
クリマ取締役／加藤幸枝氏
◇いずれも日曜日 午前10時～正午
駒込地域文化創造館◇重点的に景観
まちづくりを行なう「景観形成特別
地区」の指定に向けて、講座を通し
て「景観」についての知識を深め、
「染井地区の景観」を考える◇区内在

住、在勤、在学の方で、原則すべて
の回に出席できる方◇30名程度█保6
か月以上未就学児。
█申電話かファクスかEメールで8月
10日までに「都市計画グループ☎4566
‐2633、█FAX3980‐5135、█EMA0022603
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

第24回ＳＳＴ全国経験交流ワーク
ショップ in 東京 市民公開講座

7月29日㈰ 午前10時～正午 帝
京平成大学池袋キャンパス612教室
（東池袋2‐51‐4）◇市民公開講座
「人生を生ききる」。講師…経王寺／
互井観章住職、北里大学北里研究所
病院／髙橋 恵医師◇100名█申当日直
接会場へ。
█問当大会運営事務局☎3547‐9664

心身のメンテナンス授業
か ら だ

「身体のゆがみ測定と改
善法」

7月29日㈰ 午前9時～正午 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇小
学生以上の方（健康チャレンジ！ポ
イントは20歳以上の方が対象）◇100
名◇1，300円（小・中学生は300円）
█申電話で7月25日までにアゼリアダ
ンスステップ 平尾☎3944‐0919、
横尾☎090‐4174‐6933へ※先着順。

としま健康長寿2018

10月13日㈯ 午後2～4時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇80歳以上でご自身の歯が20
本以上ある元気な方を、健康長寿の
お手本として表彰します█申8月31日
までに豊島区歯科医師会会員歯科医
院で無料検診を受診のうえ申込み。
詳細は問い合わせてください。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

第2回豊島区税制度調査検討会議

7月24日㈫ 午後4～6時 区役
所本庁舎9階第2委員会室█申当日直
接会場へ。
█問税務課庶務グループ☎4566‐2351

第1回男女共同参画推進会議・
女性活躍推進協議会

7月25日㈬ 午後6時30分から

としま産業振興プラザ（IKE・Biz）█申
当日開始10分前までに直接会場へ。
█問男女平等推進センター庶務・計画
調整グループ☎5952‐9501

お と な

大人の心を癒す「絵本広場」
～児童文学雑誌『赤い鳥』創刊
100周年を記念して～

7月18日㈬ 午前10時30分（午前
10時15分受付開始） 赤鳥庵（目白庭
園内）◇赤鳥庵の名の由来となった
日本初の児童文学雑誌『赤い鳥』に掲
載されたお話や歌を楽しむ◇30名◇
300円█申当日先着順受付。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

郷土資料館 第2回収蔵資料展
「江戸園芸資料コレクション」

7月20日㈮～10月14日㈰（毎週月
曜日※祝日の場合はその翌日も。第
3日曜日、祝日を除く） 午前9時
～午後4時30分◇当館で所蔵する江
戸時代の園芸文化に関係する資料を
展示█申当日直接会場へ。
█問当館管理運営グループ☎3980‐
2351

はんこペタペタ！
暑中見舞いはがきを作ろう!!

7月21日㈯ 午後1～3時 郷土
資料館◇草花をモチーフにした消し
ゴムはんこをおして夏の思い出を作
りませんか█申当日直接会場へ。
█問当館管理運営グループ☎3980‐
2351

竹の水鉄砲をつくろう

7月22日、8月26日 日曜日 午
後3～5時 目白庭園◇親子で水鉄
砲をつくって遊ぼう。未就学児も参
加可（保護者同伴）◇20名◇800円█申
当日先着順受付。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

としまグリーンキッズプロジェクト
～豊島の自然を図かんにしよう～

7月23日㈪ 午前9時30分～午後
3時30分 池袋の森（池袋1‐7‐
10）◇としまに住む生き物の特徴や
生活、スケッチの方法について学ぶ。
としまの生き物を探して、世界で一
つのマイ図鑑を作ろう！◇小学生◇
20名◇1，000円（材料費・昼食代）█申
当プロジェクト申込み専用フォーム

█HPhttps://bit.ly/2LnhgLI から申込
み※先着順。
█問立教大学ESD研究所☎3985‐2686

池袋図書館

①夏休みおたすけ隊2018…7月23日
㈪／読書感想文「準備編」、7月30日
㈪／自由研究「準備編」 小学1～3
年生／午後2時～2時45分、小学4
～6年生／午後3時～3時45分◇夏
休みの宿題の「自由研究」と「読書感
想文」を図書館でお手伝い※8月に
は「実施編」を予定◇各回10名
②アジアを知ろう「中国」…7月29日
㈰ 午後2時30分～3時30分◇中国
文化について、日本で働く中国出身
の方からのお話◇中学生以上◇20名
いずれも池袋第三区民集会室█申当日
先着順受付。
█問当館☎3985‐7981

みらい館大明
懐かしの～幻灯上映会

8月5日㈰ 午後3時～4時20分
◇長谷川 町子作『サザエさんのにち
よう日』『サザエさんのしくじり日
記』『月夜の迷子』（3作品）、『東京の
観光』。進行…鷲谷 花氏、朗読…
JOKO演劇学校学生有志
█申電話かＥメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

東京音楽大学

①第9回声楽教員によるコンサート
…9月15日㈯ 午後5時開演◇出演
…中村恵理、岸波愛学、佐野成宏、
小森輝彦、高橋洋介、谷池 重紬子
②第11回ピアノ教員によるコンサー
ト…9月29日㈯ 午後5時開演◇出
演…浜野 与志男、智内威雄、江澤
聖子、御邊典一、佐藤 俊、東 誠三
③弦楽アンサンブル第18回演奏会…
10月2日㈫ 午後5時30分開演◇指
揮・ヴァイオリン…木野雅之、演奏
…アンサンブル・エンドレス
いずれも◇806名（全席指定）
█申7月16日から電話かEメールで「当
大学演奏課☎3982‐2044、█EMensou
ka@tokyo-ondai.ac.jp」へ※先着順。

豊島区民講座「遺言書の書き方」

7月28日㈯ 午後2時～4時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz)◇

遺言書について知っておくべきこと、
書き方など、事例を含めてわかりや
すく説明◇区民の方◇40名◇500円
█申電話で東京都行政書士会豊島支部
事務局�0120‐959‐193へ※先着順。

簿記講座「日商簿記3級」（全16回）

9月13日～11月6日 火・木曜日
午後6時30分～8時30分 としま産
業振興プラザ（IKE・Biz）◇日商簿記
3級の全範囲を学習します。講師…
東京税理士会豊島支部所属税理士／
神田 哲氏◇区内在住、在勤の初め
て簿記を勉強する方◇50名◇13，000
円（東京広域勤労者サービスセンタ
ー会員は10，000円。教材費込み）
█申電話かファクスか E メール（4面
はがき記入例参照。勤務先と昼間の
連絡先電話番号も記入。Eメールの
場合、ファイル添付不可）で「東京広
域勤労者サービスセンター☎5961‐
0520、█FAX5961‐0522、█EMinfo@toky
o-kinrou.jp」へ。8月上旬に受講案
内を送付※先着順。

家庭教育講座「母親だからでき
ること」（高南小学校）

9月20日㈭ 午前10時30分～午後
0時30分 当校体育館◇安心して子
育てをするための環境についてとも
に考える。講師…花まる学習会代表
／高濱正伸氏◇子どもの保護者◇
250名◇筆記用具、上履き、下足袋
持参█保6か月以上未就学児。7名。
要予約。
█申電話かファクスかＥメールで7月
20日までに「庶務課庶務グループ☎
3981‐1141、
█FAX3980‐5163、
█EMA0024004@
city.toshima.
lg.jp」へ※先
着順。

第45回青少年相撲大会

�学校別対抗試合…7月14日㈯ 午
前10時から◇池袋第一小学校、池袋
本町小学校、池袋第三小学校、池袋
小学校の児童（総当たり戦）
�個人戦…7月15日㈰ 午前10時か
ら（30分前受付開始）◇幼児、小学生、
中学生の取組
いずれも氷川神社境内（池袋本町3
‐14‐1）█申当日直接会場へ。
█問池袋本町宮元青年会 加古☎090
‐3134‐8504

第80回
夏季グラウンド・ゴルフ大会

8月4日㈯※雨天時は18日㈯ 午
後4時30分から 総合体育場◇区内
在住、在勤の方◇1，000円◇運動で
きる服装、運動靴持参（用具の貸出
しあり）。
█申電話で7月15日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

1 大阪北部地震
お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災者の皆
様に心よりお見舞いを申し上げます。区立の小・中学校などのブロック塀
の緊急点検を指示しました。今会期中に安全対策について報告いたします。
2 国際アート・カルチャー都市の推進
世界有数のクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO2018」は、

6万4千人の来場者を迎え、成功裏に終えることができました。またこの
秋、東京都交響楽団の「サラダ音楽祭」が開催されます。
「東アジア文化都市2019」は、各分野の関係者による準備委員会を立ち上
げていますが、開催都市としての正式決定後には、実行委員会へ改組し、
オールとしまによる実施体制で取り組んでいきます。
トキワ荘再現施設「（仮称）マンガの聖地としまミュージアム」については、

「トキワ荘関連施設整備基金」を設置し、寄附金の募集を開始しました。ご
協賛に対し心から御礼を申し上げます。法人向けに新たな仕組みを設け、
私自ら呼びかけていきます。
3 子どもと女性にやさしいまちづくり
2年連続で待機児童ゼロを達成しました。具体的な需要を地域ごとに把
握し、安心して子育てできるまちの実現に向け、取り組んでいきます。
7月より、「子ども若者総合相談窓口（愛称：アシスとしま）」を開設しま
す。庁舎内に常設される相談窓口としては23区初で、他の専門相談窓口と
も連携が取れるようにしていきます。
公園内のトイレ改修を契機に、週に5～6日のトイレ清掃を毎日行なう
こととし、状況によっては、1日に複数回、清掃することといたします。
10月からの公園の全面禁煙にあわせ、繁華街などのパトロールを公園ま
で拡大し、清潔できれいな公園の維持・管理に取り組んでいきます。
4 まちづくり

ハ レ ザ

Hareza 池袋の整備は、エリアロゴも決定し、2020年夏のグランドオー
プンに向けて順調に進んでいます。今後は公民連携したエリア全体の運営
体制づくりを、積極的に構築していきます。芸術文化劇場のネーミングラ
イツについては、来年度に決定したいと思います。
ウイロード改修は、美術作家の植田志保氏による内壁の装飾デザインで、
女性が安心して通行できる歩行空間を創出していきます。
大塚駅北口の駅前整備は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック
までの整備を目指し、歩行者空間の拡幅とともに夜間照明の工夫など、夜
のまちが映えるようにしていきます。巣鴨地区では、「第一回巣鴨フォー
ラム」が開催され、商店街入り口前の歩道橋撤去とこれに替わる横断歩道

の新設事業など、新たなまちづくりを進めます。目白地区では、学習院椿
の坂の無電柱化工事が、来年度末を目途に工事が完了する見込みです。8
月下旬から、目白駅西側の銀鈴の坂わきのエレベータ新設工事が始まり、
完成は平成32年度末を予定しています。長崎四丁目地区では、「長崎四丁
目地区まちづくり協議会」会長から、「まちづくり提言」をいただきました。
計画に反映できるよう、最大限努力していきます。
「としまセーフシティ作戦」については、路上看板の取締りを特に強化し、

「東アジア文化都市2019」開催までに、安全で安心できる快適な通行空間を
確保します。来年には巣鴨地区まで拡げていきます。
5 福祉・健康
選択的介護は、8月1日からモデル事業がスタートします。利用者の利

便性向上、中小事業者のビジネスチャンスの拡大、人材難の解消など持続
いしずえ

可能な介護保険制度の礎となるよう、最大限の努力をしてまいります。
池袋保健所の移転について、将来に向けた保健所機能の充実のためには、

造幣局跡地に仮移転し、その後、「南池袋二丁目Ｃ地区」に本移転するとい
う、二段階の計画を進めることが最善の策であると考えています。
住宅宿泊事業法は今月15日に施行され、「民泊」がスタートしました。3

警察署との緊密な連携のもと、違法民泊の取締りに取り組んでいきます。
6 教育
「豊島区教育大綱2018」を策定しました。「教育都市としま」の一層の飛躍
を支援する事業展開となっています。「教員の働き方改革」では、長時間勤
務軽減にも取り組んできましたが、本年度、外部有識者を交えて検討を加
え、「新教育ビジョン2020」に位置付けるとの報告を受けております。
雑司が谷の並木ハウスおよび砂金家長屋が、国の有形文化財に登録され、

雑司が谷未来遺産推進事業の展開に、できる限りの支援を行なっていきま
す。
新たに策定する「教育ビジョン2020」は、当初の計画を1年前倒しして、

本年度から策定作業を始めるとの報告を受けています。
7 内部統制
区民の個人情報が、職員や受託事業者の研修の参考事例に使用されるな

ど、目的外利用にあたる行為が判明しました。区民の皆様に対し、深くお
詫びを申し上げます。全庁的な再発防止策を取りまとめ、区議会並びに区
民の皆様へご報告いたします。
公文書の適正な管理のあり方については、平成30年度内に、23区で初と

なる、公文書管理条例を制定したいと考えています。

7月22日㈰ 午前10時～午後4時 池袋保健所◇体内の筋肉量や脂肪量を部位別に測定◇200名█申当日先着順受付。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

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。

◇夏の終わりに“都会のオアシス”でトロンボーンの涼やかな音色をお楽しみ
ください。出演…東京SLIDING倶楽部◇各回80名程度
█申8月15日までに（公財）としま未来文化財団ホームページ█HPhttps ://www.
toshima-mirai.or.jpから申込み。応募1回につき2名まで（お子様が席で鑑賞される場合は1名扱い。膝上で鑑賞
の場合はその旨を明記）※応募者多数の場合は抽選。結果は8月20日頃に通知。

█問プランセクション☎3590‐7118

7月25日㈬ 午後2時から 区役所本庁舎5階510会議室
█申電話で前日午後5時までに総務課法務・文書グループ☎4566‐2553へ。

第2回区議会定例会区長招集あいさつ 6月20日、高野区長が行なった、招集あいさつの抜粋・要約です。

豊島の森 夕涼みコンサート
8月30日㈭、31日㈮
①午後4時開演、②午後6時開演（各回30分前開場）
豊島の森（区役所本庁舎10階）
※雨天・強風時は、としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

インボディ測定会に
参加しよう！

第3回豊島区公文書管理の
あり方検討委員会
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保健所カレンダー月
88 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。

○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

スポーツスポーツ 職員採用職員採用 社会福祉協議会
官公署だより

区民ハゼ釣大会

8月19日㈰ 午前5時45分 旧豊
島公会堂前集合。木更津周辺◇ハゼ
の総重量で競う（竿などの制限あり）
◇区内在住、在勤の方とその家族◇
100名◇5，500円（女性と高校生まで
の方は3，500円）◇竿（3．6～4．5ｍ）、
仕掛け、えさ、弁当、水筒、雨具な
ど持参（希望者には貸竿あり）。
█申電話で8月8日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

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。

社会教育指導員（非常勤職員）

◇放課後子供教室事業の企画・調整
・運営、地域コーディネーターへの
指導や助言、教室指導員・安全管理
員の補助█申申込書、資格確認書類、
小論文（区のホームページからダウ
ンロードも可）を7月23日（消印有効）
までに放課後対策課管理グループへ
郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2786

親族のための成年後見実践講座

8月9日㈭・10日㈮ 午後2～4
時 としま南池袋ミーティングルー
ム◇申立時の書類作成方法や後見人
業務などの実務について。成年後見
制度の説明ではありません。講師…
弁護士／弘中 章氏◇区内在住・在
勤の両日参加可能な方で、実際に親
族の法定後見申立を予定している方
◇30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。

●自衛隊豊島出張所
「自衛官募集」
◇種目…①航空学生、②一般曹候補
生、③自衛官候補生◇資格…日本国
籍で、①は高卒（見込含む）18歳以上
23歳未満の方、②③は18歳以上27歳
未満の方◇受付期間…①②は9月7
日まで、③は随時。詳細は問い合わ
せてください。
█問当出張所☎3982‐7075

多数応募の中から入賞者が決定しました。作品は南大塚地域文化創造館で8月中
旬ごろ展示予定です。
最優秀賞1名…丹羽 由美子様
優秀賞2名…鈴木藤男様、小林 繁様
入賞3名…中野公人様、井出 充様、
内山 茂様
特別賞5名…早川聡子様、細田邦昭様、
原田恵一様、橋本昌利様、津布久 郁夫様
豊島区長賞1名…増田和也様
JR 大塚駅賞1名…飯塚道雄様
東京都交通局長賞1名…中楯 潔様
南大塚ネットワーク賞1名…岩上行得様
パナホーム賞…吉田広正様
█問南大塚都電沿線協議会 小山☎3982‐3500

豊島体育館 ☎3973‐1701
～8月開催プログラム～
◆小学生対象教室 ①ジュニア
HIPHOP ダンス（全2回）…月曜
日 午後6～7時、②キッズHIP
HOP ダンス（全3回）…土曜日
午後0時10分～0時55分◇各回1
回1，050円
③キッズジャズダンス～未経験の
方歓迎～（全3回）…火曜日 午後
6～7時◇小学生◇3，000円。1
回1，300円で参加も可。
◆年配の方にもおすすめ ④健康
ヨガ（全3回）…土曜日 午前9時
20分～10時35分、午前10時45分～
正午◇3，000円
◇各日時については問い合わせて
ください。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
～8～9月コース型教室～
◆月曜日（全6回）①骨盤からダイ
エット…午後3時20分～4時20分
◇6，810円、木曜日（全9回）②ZU
MBA®GOLD45・ストレッチ15
（ダンス＆ストレッチ）…午後0時
30分～1時30分◇10，210円、③ヨ
ガ＆ストレッチ…午後1時45分～
2時45分◇10，210円、金曜日（全
7回）④リズムエクササイズ…午
後0時20分～1時20分◇7，940円
◆プールプログラム 月曜日（全
6回）⑤はじめて水泳教室…午後
1時15分～2時45分、午後7時～

8時30分◇各10，050円、木曜日
（全9回）⑥脂肪スッキリ（水中歩
行・トレーニング）…午後1時40
分～2時40分◇6，320円、金曜日
（全9回）⑦水中運動…午後1時30
分～2時15分◇6，320円、土曜日
（全9回）⑧アクアビクス…午後1
時40分～2時40分◇8，270円
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆小学1～3年生初心者水泳教室
（全4回） 8月10日㈮・13日㈪・
14日㈫・16日㈭ ①午後3時～3
時55分、②午後4時～4時55分
◇水に慣れていない小学生を対象
に水慣れから始め、一人で泳ぐこ
とができるよう練習する◇各8名
（最少遂行人数4名）◇4，800円█申
往復はがきで7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※応募者多
数の場合は抽選。
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆フリーパス会員受付中！
プール、トレーニングジムを好き
な時に好きなだけ利用でき、一部
有料レッスンも無料になります。
◇区内在住の方3，500円、区外の
方4，000円（毎月1日から月末まで）
◇高校生以上█申印鑑・本人確認用
証明書・写真を持参し、直接当館
窓口へ※詳細は問い合わせてくだ
さい。

8月 母子健康相談

1日㈬ 池袋保健所 午後1時30分～2時
7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㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
27日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～2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〕

2・16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〕

9・23日㈭
午前9～10時

7・21日㈫
午前9～10時

母親学級〔予約制〕 10・17・24日㈮
午後0時40分～3時30分

パパ・ママ準備教室〔予約制〕 4日㈯
午前9時20分～11時30分

お
と
な
の
健
康

生活習慣病予防健診（男性）〔予約制〕
※対象…平成30年度20～40歳未満の男性

10日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕
※対象…平成30年度20～40歳未満の女性

1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〕 10日㈮
午後1時15分～2時30分

22日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 9日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 1日㈬
午後1時15分～2時30分

ＨＩＶ（エイズ）即日検査〔予約制〕
※結果は2時30分から

13日㈪
午後1時30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

10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 1日㈬ 午後2～4時
家族相談〔予約制〕 7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

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成
一般申請受付

8日㈬ 午前9時30分～10時
場所…池袋保健所3階講堂
対象…飼い主のいない猫の管
理をされている区民（助成に
は要件があります）。
█問生活衛生グループ☎3987‐
4175

飼い犬・飼い猫のしつけ相談〔予約制〕
23日㈭ 午後1時30分～4時
█問生活衛生グループ☎3987‐
4175

広告
第13回大塚バラまつり

「第7回フォトコンテスト入賞者発表」

▲最優秀賞「バラの香りの沿線」丹羽 由美子様
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