
2019年
「東アジア文化都市」

国内都市

（　）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・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

一般会計
歳　 　　出
決　算　額

1,172億8,633万円
(100.0%）

環境清掃費　39億3,477万円 (3.4％)

都市整備費　49億268万円 (4.2%）

175億1,015万円 (14.9％)

46億466万円 (3.9％)

97億4,723万円 (8.3％)

40億3,896万円 (3.4％)

68億3,411万円 (5.8％)

6億7,338万円(0.6％)

124億3,704万円 (10.6％)

490億1,691万円　(41.8%)

35億8,643万円 (3.1%)

（　）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
一般会計
歳　 　　入
決　算　額 

1,201億1,425万円
(100.0%)

93億641万円 (7.7％)

32億640万円 (2.7％)

36億7,571万円(3.1％)

95億7,739万円 (8.0％)

206億9,072万円 (17.2％)

34億98万円　（2.8%） 11億8,520万円 (1.0％)

321億6,654万円　(26.8%）

4億2,898万円　(0.4%）

287億9,912万円 (24.0％)

76億7,680万円 (6.4％)

パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金 福  祉福  祉

「豊島区住宅マスタープラン（素
案）」をまとめました

今後の住宅・住環境整備の基本的
方向を定め、地域特性に応じた具体
的な住宅政策の展開を図るため、新
たな「豊島区住宅マスタープラン（素
案）」をまとめました。この素案につ
いて、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
んにご意見をお聴きします。
●閲覧できます…素案の全文は11月

28日～12月27日の間、住宅課、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郵便番号・住所③
氏名または団体名（代表者名・担当
者名）を記入し、郵送かファクスか
Eメールで12月27日（必着）までに
「住宅課施策推進グループ█FAX3980‐
5136、█EMA0022901@city.toshima.l
g.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☎3981‐2655

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…納付書をご利用の方◇納付
方法…毎月末日（ただし末日が土・
日曜日、祝日、金融機関の休業日の
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、東・
西区民事務所の窓口でお支払いくだ
さい。納付書がお手元に届かない場
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

生活再建相談会を開催します

12月20日㈭ 午前10時～正午 と
しま南池袋ミーティングルーム◇債
務整理に関する講演。当日配布する
自己点検シートをもとに、当日午後
または後日、弁護士に個別相談が可
能◇区民の方◇50名█申当日先着順受
付。
█問（弁）ブレインハート法律事務所六
本木オフィス☎6434‐9874

第2回認知症支援講座「認知症の
人のシーティング（座り方）講座」

12月19日㈬ 午後2～4時 上池
袋コミュニティセンター◇認知症の
ケア力向上のための技術支援講座。
認知症の方の安定した心の状態をも
たらす座り方や、安心して過ごせる
生活の継続を目指す。講師…作業療
法士／木之瀬 隆氏◇区内在住、在
勤、在学の方◇50名
█申電話で中央高齢者総合相談センタ
ー☎5985‐2850へ※先着順。

わかばパソコンクラブ第Ⅱ期
「エクセル初級編」（全7回）

平成31年1月9日～2月20日 水
曜日 午後1時20分～3時20分 心
身障害者福祉センター◇エクセルの
基礎を学ぶ◇区内在住、在勤で18～
64歳の身体障害者手帳、愛の手帳、
精神保健福祉手帳をお持ちか、高次
脳機能障害と診断されている方◇4
名※初めて受講される方優先。再受
講も可。送迎バス希望の方は要事前
相談。テキスト代などは実費。
█申電話かファクスで12月7日までに
「当センター☎3953‐2811、█FAX3953
‐9441」へ。直接窓口申込みも可※
先着順。

◇「私達が考える、
大塚まちづくり」ト
ークセッション、講
演（大塚駅北口整備
計画ほか）█保11月22
日までに要予約█申当
日直接会場へ。
█問拠点まちづくりグ
ループ☎4566‐2640

※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。

◆平成29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28年度 ― ― ▲3．0％ ―
平成29年度 ― ― ▲2．8％ ―

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。

２０１８年
１１月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保険
料、介護保険料は期限内に納付をお願いします。11／21
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大塚まちづくりシンポジウム
～大塚から始まる、未来のまちづくり～
大塚まちづくりシンポジウム
～大塚から始まる、未来のまちづくり～
12月2日㈰ 午後7時～8時30分（午後6時30分開場）
南大塚ホール

平成29年度 決算のあらまし
平成29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30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
平成29年度決算分から、複式簿記に基づく国の統一的な基準により
作成した財務書類（貸借対照表等）、固定資産台帳をホームページで
公表しています。

█問会計課☎3981‐0803

●「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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※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月から定員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。

単位：百万円
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子育て・教育子育て・教育 くらし等くらし等

店舗名 電話
山岸モータース
（北大塚2‐13‐3） 3917‐3984

久保木サイクル
（上池袋2‐40‐14） 3916‐2063

玉井モーターサイクル
（池袋本町4‐25‐8） 3983‐4944

茂野サイクル
（池袋3‐69‐7） 3983‐1207

サイクルショップコバヤシ
（池袋4‐36‐5） 3982‐1541

飯箸自転車商会
（要町1‐7‐1） 3957‐0398

小崎サイクル商会
（要町2‐10‐7） 3957‐0693

マツダサイクル
（南長崎5‐16‐6） 3951‐8386

英輪社
（高田2‐10‐9） 3983‐6884

※価格は店舗により異なる。

募  集募  集

講演・講習講演・講習

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8日㈯ 午後1時30分～2時30分受付 池袋保健所
█申電話で予約専用☎3987‐4244へ（平日午前9時～午後
5時）。携帯電話予約サイト█HPhttp : //www.e-reserva
tion.jp/mobile/toshima-hiv/（右記二次元コードから
読み取りも可）から申込みも可。

離乳食講習会

12月4日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、
後期以降の3グループに分かれて、
お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（保護者
のみ試食あり）、むし歯予防を学ぶ
◇離乳食の開始（5～6か月）から完
了期食の乳児の保護者◇25組
█申電話で当相談所☎3957‐1191へ※
先着順。

ファミリー・サポート事業
「利用会員登録会」

12月14日㈮・27日㈭ 午前10時か
ら 区役所本庁舎5階507会議室◇
当事業の利用を希望する方◇各回20
名※予約制◇保護者の写真2枚（縦
2．5×横2㎝）、子どもの写真1枚
（縦5×横5㎝）持参※ともに正面向
きのもの。詳細は区ホームページ参
照か問い合わせてください。
█申各回前日までに電話で子育て支援
課ファミリー・サポート・センター
事務局☎3981‐2146へ※先着順。

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

12月17日㈪ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法について◇区内在住で卒乳を考
えている保護者◇30名
█申電話で保健指導グループ☎3987‐
4174へ※先着順。

わくわくドキドキ・パパべビマ

平成31年1月4日㈮ 午後2時～
3時30分 西部子ども家庭支援セン
ター◇パパがベビーマッサージに挑
戦。その後、パパ同士で育児の話を
してみませんか。赤ちゃんと一緒に
楽しい時間を過ごしましょう◇生後
3～6か月児とパパ◇10組
█申区内在住の方は11月21日、区外の
方は12月5日いずれも午前10時から
電話で当センター☎5966‐3131へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

60歳以上の高齢者向け
優良賃貸住宅の入居者募集

現在1室空きがあります。入居者
は抽選で決定します。抽選に漏れた
方は待機者として順位を決め登録し、
今後空きが発生した場合、順位に従
いあっせんします◇物件概要…レジ
ディアタワー上池袋（パーク棟）、所
在地／上池袋1‐37‐5、間取り／
1K、家賃／92，000円（家賃助成制度
あり）、共益費／12，000円、敷金／
家賃の2か月分█申電話で12月5日ま
でに伊藤忠アーバンコミュニティ㈱
☎3662‐5710（平日午前10時～午後
5時）へ。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐
2655

12月1日㈯から
リサイクル自転車を販売します

◇販売店舗…1店舗5台程度販売

◇実施…東京都自転車商協同組合豊
島支部
█問自転車計画グループ☎4566‐2691

低速電気バスの愛称募集！

池袋駅周辺を中心に回遊する真っ
赤な電気バスの、わかりやすく、親

しみやすい愛称を募集します。詳細
は区ホームページ参照。
◇募集期間…12月14日㈮まで※必着
◇応募資格…区内在住、在勤、在学
の方※1名1点まで。
◇応募方法…愛称とその意味を郵送
かファクスか Eメール（4面記入例
参照。勤務先または学校名も記入）
で「都市計画課交通政策グループ█FAX
3980‐5135、█EMA0022603@city.tos
hima.lg.jp」へ。
◇選考…区の選考委員会で決定。採
用者には記念品を贈呈。結果は「広
報としま」や区ホームページで公表。
█問当グループ☎4566‐2635

第12回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」作品募集

平成31年3月にとしまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）で開催す
る、障害者による美術展「ときめき
想造展」の出品作品を募集します◇
募集期間…12月3日㈪～平成31年1
月31日㈭※必着◇対象…区内在住、
在勤、在学または区内の施設に通所
・入所する障害のある方、難病・発
達障害などの方が制作した個人作品
や、区内の障害者施設で制作した団
体作品◇募集作品…①絵画・書・写
真／縦1辺＋横1辺が200㎝以内※
会場のパネルにつりさげられるもの
に限る、②造形／縦1辺＋横1辺＋
高さ1辺が200㎝以内、重量が10㎏
以内で自立した状態で展示できるも
の◇表彰…美術関係者による審査。
最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞ほ
か█申所定の応募用紙（障害福祉課、
心身障害者福祉センター、東・西障
害支援センターで配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）に作品
の写真を添えて、障害福祉課窓口へ
持参。
█問当課管理・政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

豊島区がん対策推進会議委員

区のがん対策に関する取組みなど
について専門的な見地から検討し、
豊島区がん対策推進計画の進捗状況
管理などを行なう◇対象…区内在住

で4月1日現在20歳以上の方◇任期
…平成31年3月31日まで◇謝礼…1
回11，700円◇人数…3名以内◇選考
…書類選考のうえ面接█申申込書（800
字程度の作文あり。地域保健課で配
布。区ホームページからダウンロー
ドも可）に必要事項を記入し、12月
14日（必着）までに当課がん対策・健
康計画グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3987‐4243

第30回池袋演劇祭
「演劇祭賞」受賞団体

多数参加の中から受賞団体が決定
しました。
◇大賞…劇団 SHOW 特急「旋風峠
の仇討ち」、◇優秀賞…劇団現代古
典主義「同時進響劇版シェイクスピ
ア“ヴェニスの商人”『アントーニオ
とシャイロック』」、ラビット番長「ギ
ンノベースボール」、◇豊島区長賞
…演劇企画ハッピー圏外「第30回公
演『陽だまりのカンバス』」
█問当祭実行委員会事務局☎3985‐
0960

第6回
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◇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交えた秋祭り
を開催█申当日直接会場へ。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

「国がちがえば文化もちがう
だから面白い世界の仲間たち」

11月28日㈬ 正午～午後8時、29
日㈭ 午前10時～午後4時 としま
センタースクエア（区役所本庁舎1
階）◇区民と定住外国人などとの交
流を通して、東アジア文化都市2019
豊島、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会の成功に向けた

情報発信や多文化理解の促進を図る。
外国籍区民による座談会、講演会、
の だ て

野点、着物散歩、参加団体のパネル
展示など█申当日直接会場へ。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

鈴木信太郎記念館開館記念事業
第6回「〈体験教室〉クリスマス
オーナメントづくり」

12月9日㈰ 午後2～4時 当館
◇当館のデザインを使って、クリス
マスオーナメントを制作◇小学生以
上（小学生は保護者同伴）◇5組█申往
復はがき（4面記入例参照。「鈴木信
太郎記念館開館記念事業参加申込み」
も記入）で11月30日（必着）までに「〒
170‐0013 東池袋5‐52‐3 鈴
木信太郎記念館」へ※応募者多数の
場合は抽選。
█問当館☎5950‐1737

池袋図書館絵手紙に挑戦
～すてきな年賀状を送ろう～

12月9日㈰ 午後2～4時 池袋
第三区民集会室◇絵手紙づくりに挑
戦。新年の挨拶に、心のこもった年
賀状を送りませんか？◇15名
█申電話で当館☎3985‐7981へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

赤鳥庵（目白庭園内）

①第40回赤鳥寄席…12月15日㈯ 午
後2時～4時30分（正午から整理券
配布、午後1時30分開場）◇100名◇
1，200円
②Mr.ロニー＆エジソンクリスマス
コンサート…12月22日㈯ 午後1時
30分～3時30分（午後1時10分受付）
◇70名◇1，000円
█申往復はがきかファクスかＥメール
（4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、█EM info-mejiro-garden@s
eibu-la.co.jp」へ。
直接窓口申込みも
可。電話申込み不
可※先着順。
█問当園管理事務所
☎5996‐4810

風土かふぇ Part7
～としまで快適に暮らすには～

12月16日㈰ 正午～午後4時 立
教大学太刀川記念館3階（西池袋3
‐34‐1）◇You-Yu Bounce によ
るミニコンサート、多文化共生に関
するシンポジウム、まちづくり団体
による活動紹介、展示など。フェア
トレードの飲み物やお菓子も楽しめ
ます█申当日直接会場へ。
█問当大学 ESD研究所☎3985‐2686

講談師／神田 松之丞
新春連続読み「慶安太平記」
完全通し公演2019

平成31年1月4日㈮～14日㈷※4
日前夜祭、A・B日程あり いずれ
も午後7時から あうるすぽっと
◇豊島区出身の二ツ目講談師／神田
松之丞が、幕府転覆をはかる由井正

は ら ん

雪の波瀾万丈な生涯を語る「慶安太
平記」（全19席）を5日間連続上演◇
前夜祭…一般3，000円、U24（24歳以
下）1，500円ほか、5日間通し券…一
般14，000円、U24（24歳以下）7，000
円ほか
█申11月23日から電話でとしまチケッ
トセンター☎5391‐0516へ。ホーム
ページ█HPhttps://www.owlspot.jp、
チケットぴあから申込みも可。

いけびず演芸シリーズ
第5回いけびず落語会

平成31年1月26日㈯ 午後1時30
分開場、2時開演 としま産業振興
プラザ（IKE・Biz）◇150名◇前売
1，500円、当日1，800円
█申電話で当館☎3980‐3131（午前10
時～午後8時）へ。直接窓口申込み
も可※先着順。

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…12月14日、平成31年
1月18日 金曜日 午前9時30分か
ら◇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
②着付け教室（袷の着方と帯結び）～
お正月は、ぜひ着物で～（全3回）…
12月4日㈫・7日㈮・11日㈫ 午後
1時30分～3時◇女性◇5，000円◇
10名※先着順◇着物、帯、必要な小
物は各自持参。
③パソコン＆iPad 教室…ⓐ無料体
験教室／12月13日㈭ 午後0時45分
～2時15分、ⓑパソコン入門（全4
回）／11月29日～12月20日 木曜日
午前10時～11時30分◇5，500円、ⓒ
初級ワードⅠ（全4回）／11月28日～
12月19日 水曜日 午前10時～11時
30分、ⓓ初級エクセルⅠ（全4回）／
12月1～22日 土曜日 午後0時45
分～2時15分◇ⓒⓓとも5，700円、
ⓔiPad 入門Ⅰ（全4回）／11月26日
～12月17日 月曜日 午前10時～11
時30分◇5，500円、ⓕ筆ぐるめ（全4
回）／12月1～22日 土曜日 午後
3時～4時30分◇5，500円、ⓖワー
ド年賀状文面／11月30日㈮ 午後3
時～4時30分、ⓗワード年賀状宛名
／12月7日㈮ 午後3時～4時30分
◇ⓖⓗとも2，500円、ⓘ夜間エクセ
ル講座（全8回）／11月28日～平成31
年1月30日 水曜日 午後7時～8
時30分◇14，000円※各講座ともテキ
スト代を含む。
█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。

楠木新・神戸松陰女子学院大教
授講演会（毎日メトロポリタン
アカデミー）

11月27日㈫ 午前11時30分～午後
1時 ホテルメトロポリタン3階「カ
シオペア」（西池袋1‐6‐1）◇人
生の後半戦の貴重な自由時間をどう
過ごすか、ビジネス評論家も務める
楠木教授が「人生100年時代定年後の
生き方」と題し講演（終了後ランチあ
り）◇100名◇6，000円（ランチ代含む）
█申電話で毎日企画サービス☎6265‐
6817（平日午前10時～午後5時）へ※
先着順。

豊島区若者支援事業
コラボ公開相談室

12月9日㈰ 午後2～4時 みら
い館大明ブックカフェ◇弁護士、心
理カウンセラーなどの専門家が人生
相談、進路相談などに公開で答えま
す◇相談5名、観覧15名█申いずれも
Ｅメールで当館ブックカフェ█EMtai
mei.bookcafe@gmail.comへ※先
着順。
█問当館ブックカフェ☎080‐4796‐
3693（月～木曜日午後4～8時、土
・日曜日、祝日午後1～6時）

消費生活講座「老後の暮らし、
高齢者住宅の選び方」

12月14日㈮ 午後2時～3時30分
南大塚地域文化創造館◇老後は自宅
で暮らす？高齢者住宅に住み替える
？高齢者住宅の見極め方をプロから
学ぶ◇区内在住、在勤、在学の方◇
50名█申はがきかファクスで消費生活
グループ█FAX5992‐7024へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2416

みらい館大明
「世界とつながる料理教室vol.1」

12月15日㈯ 午後5～8時 当館
◇中央アジアのうどん「ラグマン」を
生地からこねて手打ち体験。講師…
おいしい中央アジア協会代表理事／
山田 有佐子氏◇10歳以上◇25名◇
2，500円（区民割引2，000円）◇手拭き
用タオル、エプロン持参。
█申専用フォーム█HP https://worldc
ooking-toshima-1.peatix.com/か
ら申込み※先着順。

発達障害者支援事業講演会
「青年期における発達障害の理解」

12月19日㈬ 午前10時～正午 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇青
年期にある発達障害者の特性と生き
づらさを理解する。講師…大正大学
教授／玉井邦夫氏◇70名
█申電話かファクスで12月11日までに
「発達障害者相談グループ☎4566‐
2445、█FAX3981‐4303」へ※先着順。

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29年度末の第1号
被保険者数は、約1．3倍に
増加し、要支援・要介護認
定者数は約2．3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1．8倍
増となりました。

②保険給付費の推移…平成29
年度の保険給付費は約170億
6千万円であり、平成12年度
の約2．8倍増となりました。
高齢化が進む中、保険給付費
は今後も増加していく見込み
です。
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
するご本人やそのご家族など
からの相談・苦情を受け付け
ており、平成29年度には介護
保険課に282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？
エイズとは、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、健康なとき
には体内に入っても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。平成29年の東京都の新規HIV感染者報告数は367件で昨年と同数で
した。また、感染に気付かずにエイズを発症して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・エイズ患者総数の約2割を占めて
います。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。

しかし、感染しているかどうかは血液検査を受ければわかります。感染を
早期に発見し、治療を開始することができれば他者への感染を防ぐだけで
なく、エイズを発症する時期を遅らせたり、症状を軽くしたりすることが
できます。エイズは「死の病」と思われてきましたが、1996年以降の飛躍的
な治療方法の進歩により「慢性疾患」の一つと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・早期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）
池袋保健所では、毎月HIV検査（血液検査）を実施しています。

介護保険事業の実施状況（平成29年度実績）介護保険事業の実施状況（平成29年度実績） 12月1日は世界エイズデーです
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

～11月16日から12月15日は「東京都エイズ予防月間」～

◀
レ
ッ
ド
リ
ボ
ン

●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
ーまたは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

2 3広報としま情報版 平成30年（2018年）11月21日号 No.1809 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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講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ
職員採用

出張講座「悪質商法にご用心」

12月21日㈮ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば清和第一◇最近の
事例などを紹介し、だまされないた
めの注意点や対処方法を学ぶ█申当日
直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

ふくのわプロジェクトがはじま
ります～衣類のリユースでパラ
スポーツを応援しませんか？～

11月29日から豊島区スポーツ応援

団のプログラムとして、ふくのわプ
ロジェクトと共同で豊島体育館と池
袋スポーツセンターに古着回収ボッ
クスを設置します。収益金はパラス
ポーツ競技団体、パラアスリートに
寄付します。回収対象など詳細は、
ホームページ█HPhttps://www.fuku
nowa.com参照。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

ボルダリング初心者講習会

12月22日㈯ こども（親子）向け講
習…①午後1時から、②午後3時か
ら、おとな向け講習…③午後2時か
ら、④午後4時から※各回講習50分
入替10分 としま産業振興プラザ
（IKE・Biz）◇ボルダリングの楽しさ
が分かる講習会◇①②小学2年生か

ら18歳未満の方、③④18歳以上の方
◇各回10名◇1名1回500円◇運動
のできる服装、上履き持参。
█申各回前日まで
に電話で当館☎
3980‐3131（午
前10時～午後8
時）へ。直接窓
口申込みも可※
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。

区民ひろば推進員（非常勤職員）

区民ひろば施設の運営業務◇任期

…平成31年4月1日～平成32年3月
31日█申所定の申込書（写真貼付）、自
己申告書、論文（地域区民ひろば課
窓口で配付。区ホームページからダ
ウンロードも可）を12月14日（消印有
効）までに簡易書留で当課へ郵送か
当課窓口（平日午前9時～午後4時）
へ本人が持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1479

◆南大塚 「ひろばまつり」…①舞
台発表／11月30日㈮ 午前10時か
ら、②お楽しみパーク／12月1日
㈯ 午後1時～3時30分◇リサイ
クル、ビンゴ大会など。
█問当ひろば☎5976‐4399
◆西巣鴨第二 「ちょっと早いク
リスマス」…12月1日㈯ 午前10
時30分～11時45分◇クリスマス気
分でコンサート。サンタさん登場
!?出演…染谷妃波氏
█問当ひろば☎3915‐2379
◆西巣鴨第一 「お楽しみ会」…12
月11日㈫ 午後1時30分～3時◇
マリオネットとマリンバ演奏。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆清和第二 「冬のお楽しみ会」…
12月13日㈭ 午前10時30分～正午
◇キャンドル隊やベルの演奏を楽
しめる乳幼児向け冬のお楽しみ会。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆朝日 「クリスマスハッピーコ
ンサート」…12月15日㈯ 午前10
時～11時10分◇クラシックカルテ
ットによるクリスマスの調べ。前
半は親子向け。後半はどなたでも。
█問当ひろば☎5974‐0566
◆池袋本町 「クリスマス会」…12
月15日㈯ 午前10時～11時30分◇
家族で楽しめるエディ氏によるパ
ントマイムやアートバルーンのシ
ョー。サンタさんも登場。
█問当ひろば☎3986‐0041
◆長崎 「クリスマスコンサート」
…12月15日㈯ 午後1時30分から
◇親子デュオ大澤ファミリーによ
る歌と城西大学附属城西中学・高
等学校弦楽部による演奏ほか。
█問当ひろば☎3554‐4411

◆豊成 「日曜コンサート『クリス
マスを津軽三味線の音色ととも
に』」…12月16日㈰ 午後2時から
◇早稲田大学津軽三味線愛好会に
よる演奏。
█問当ひろば☎5961‐3494
◆上池袋 「クリスマス会」…12月
16日㈰ 午後1時30分～2時30分
◇劇団ムジカフォンテによる、歌
と踊りの楽しいクリスマス会◇乳
幼児～小学生、保護者。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆さくら第二 「拡大版さくらん
ぼタイム『音で遊ぼう！みんな一
緒にわいわいわい♪』」…12月18日
㈫ 午前10時30分～11時30分◇わ
いわい音楽隊とクリスマスソング
で遊びましょう♪◇3歳以下の子
どもと保護者。
█問当ひろば☎3958‐8453
◆千早 「クリスマス会」…12月21
日㈮ 午前10時30分～正午◇クリ
スマスソング、紙芝居「赤い鼻の
トナカイ」などを楽しむ。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆池袋 「おやこ体操」（全2回）…
平成31年1月15日、2月19日 火
曜日 午前10時30分～正午◇おや
このふれあい体操、遊具を使う運
動あそび。講師…増宮貴志氏◇パ
ンダクラス（1歳）15組、キリンク
ラス（2～3歳）20組
█申12月12日から電話で当ひろば☎
3982‐9658へ。直接窓口申込みも
可※先着順。

█申いずれも（区民ひろば池袋を除
く）当日直接各ひろばへ。

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参照。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆第39回豊島区文化祭器楽演奏会
…12月9日㈰ 午後1時 としま
センタースクエア（区役所本庁舎
1階）█申当日直接会場へ。
◆第197回庁舎ランチタイムコン
サート…12月17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）◇サクソフ
ォーン四重奏。出演…東京音楽大
学。曲目…ピアソラ「リベルタン
ゴ」、J.S.バッハ「イタリア協奏曲
より」ほか█申当日直接会場へ。

は つ は る

◆としま初春寄席…平成31年1月
13日㈰ 午後2時開演（30分前開
場） 南大塚ホール◇落語…桂文
治、柳亭小痴楽、太神楽曲芸…丸
一小助・小時※全席指定◇前売
2，500円、当日3，000円、区民割引
2，300円█申電話でとしまチケット
センター☎5391‐0516へ。
█問いずれもプランセクション☎
3590‐7118
◆Echika 池袋ギャラリー「豊島区
美術家協会作品展」…12月1日㈯
～25日㈫◇昭和29年に創立された
美術家組織「豊島区美術家協会」会
員の作品を展示█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…雑司が谷／12月25日㈫
午前9時～11時30分、千早／25日
㈫ 午後1時30分～4時、駒込／
26日㈬ 午前9時～11時30分、南
大塚／26日㈬ 午後1時30分～4
時、巣鴨／27日㈭ 午前9時～11
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
各自持参。参加人数により待ち時
間あり◇区内在住、在学の19歳以
下の方。
●巣鴨 ①クリスマスチャリティ
コンサート…12月22日㈯ 午後5
時開演◇出演…合唱団「大塚」・と
げぬき地蔵通り合唱団、②すがも
クリスマスコンサート…12月23日
㈷ 午後2時開演◇出演…すがも
児童合唱団。

●雑司が谷 ①パソコン講座「エ
クセル2013集中講座〈中級〉」…平
成31年1月9日～2月1日 水・
金曜日 午前10時～正午◇15名█申
往復はがきで当館へ郵送。返信用
はがき持参で当館窓口申込みも可、
②第16回 ベビーカーコンサート
…平成31年1月30日㈬ 午前11時
開演◇50組█申当館窓口か電話で申
込み※先着順。
●雑司が谷案内処 親子写真ワー
クショップ「雑司が谷を写そう」修
了作品展…11月23日㈷～12月24日
（振休） 午前10時30分～午後4時
30分（木曜日休館）
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【113】新春を祝う和菓
子講座…平成31年1月24・31日
木曜日 午後7～9時◇16名◇
1，600円◇1月7日（必着）
●巣鴨 ②【212】すがも健康講座
脳卒中最新の治療～突然の症状を
見逃すな～…12月4日㈫ 午後2
時～3時30分◇60名※先着順、③
【213】脳が目覚めるけん玉体験2019
…平成31年1月15～29日 火曜日
午後2時～3時30分◇20名◇
1，600円◇12月17日（必着）
●千早 ④【413】古典文学講座「源
氏物語を読む」…平成31年1月23
日～2月20日 水曜日 午後2～
4時◇30名◇2，700円◇12月20日
（必着）
いずれも◇区内在住、在勤、在学
の18歳以上、【212】はどなたでも
█申往復はがき（上記記入例参照。
講座名前の番号も記入）で各館へ
郵送。返信用はがき持参で直接各
館窓口申込みも可。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、巣鴨☎3576‐2637
（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐11）、
南大塚☎3946‐4301（〒170‐0005
南大塚2‐36‐1）、雑司が谷☎
3590‐1253（〒171‐0032 雑司が谷
3‐1‐7）、千早☎3974‐1335
（〒171‐0044 千早2‐35‐12）、
雑司が谷案内処☎6912‐5026（〒
171‐0032 雑司が谷3‐19‐5）

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）

11日 0．06 0．06 0．06

25日 0．07 0．06 0．06
※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。
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