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特集
主な内容

2・3面

4・5面 「ありのまま」が「あたりまえ」

CSWを紹介します

人と人、人と地域をつなぐ

●

●

世界人権宣言70周年・人権擁護委員制度70周年

12月3～9日は障害者週間です

「東アジア文化都市2019豊島」

国際アート・カルチャー都市としま
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人と人、人と地域をつなぐ
コミュニティソーシャルワーカー（以下、CSW）は、一人ひとりの生活や思いに寄り添い、
みなさんと一緒に地域の課題解決に取り組みながら、誰もが暮らしやすい地域をつく
るために日々、区内を奔走しています。
■問福祉総務課計画グループ☎4566-2422

地域と人、
思いと行動をつなぐ
CSWを紹介します。

生活のなかでの悩みや困りごと、地域のなかで感じていること。自分だけではなく、
お知り合いの方のことでも結構です。誰に話をしたらいいんだろう？ということがあ
れば、ぜひCSWに声をかけてください。
必要なサービスや地域の活動につないだり、地域のみなさんや関係機関と一緒に
考え、解決に向けたお手伝いをします！

コミュニティソーシャルワーカー

ommunityC ocialS  orkerW
地域住民から寄せられた相談などをきっかけに、個別に必要
な支援につなげたり、地域のネットワークづくりなどに取り
組む専門職（豊島区民社会福祉協議会所属）のことです。

みな
さんの

お話を聴かせてください 

▶CSWは民生委
員・児童委員など
との連携により、
地域の課題解決
に向けた取組み
を行ないます。

◀地域の高齢者サ
ロンや子ども食堂
などに参加して、
お話を聴き、活動
のサポートなどを
行ないます。

日々、子どもやその保護者、高齢者など様々
な世代が区民ひろば内で交流しています。そ
の中から、多種多様な地域の課題・ニーズを
把握できる区民ひろばは、CSWの活動拠点
となっています。

「区民ひろば」を拠点に活動しています！

▲事業の企画などをとおして、顔の見える関係づくりを
　行なっています。

減災についてみんなで考えよう（しゃべり場朋有）

相談の内容は
大きなことから、

小さなことまで何でも
受け付けます！

外出が難しいよう
であれば、ご自宅で
お話を聴くことも
できます。

ＣＳＷは
8か所の区民ひろばに
常駐しています。

まずはお電話ください！

区民ひろば（CSW常駐） 担当の地域 電話（CSW直通※）
① 区民ひろば西巣鴨第一

② 区民ひろば南大塚

③ 区民ひろば朋有

④ 区民ひろば高南第二　

⑤ 区民ひろば西池袋

⑥ 区民ひろば池袋

⑦ 区民ひろば富士見台

⑧ 区民ひろば千早

巣鴨3～5丁目、西巣鴨1～4丁目、北大塚1～2丁目

駒込1～7丁目、巣鴨1～2丁目、南大塚1～3丁目

北大塚3丁目、上池袋1～4丁目、東池袋1～5丁目

南池袋1～4丁目、雑司が谷1～3丁目、高田1～3丁目、
目白1～2丁目

西池袋1～5丁目、池袋3丁目、目白3～5丁目

池袋1・2・4丁目、池袋本町1～4丁目

南長崎1～6丁目、長崎2～6丁目

長崎1丁目、千早1～4丁目、要町1～3丁目、
髙松1～3丁目、千川1～2丁目

☎6845-0148

☎6861-2930

☎6844-3643

☎6890-2950　

☎6866-2950

☎6864-2930

☎6843-2930

☎6685-9930

※午前8時30分～午後5時15分（土日祝日、年末年始を除く）
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例えば、こんなことありませんか？

●近所に元気がないひとり暮らしの人がいる。

●親の介護で離職してしまい、将来が不安。

●地域の活動に参加してみたい。　　など

◆多様で複雑化した課題は区の対応だけでは解決が困難な場合もあることから、区と区民や
　民生委員・児童委員、活動団体など地域の力を結集することが重要になります。
◆区はＣＳＷを配置することにより、地域における支え合いや連携体制づくりを推進するととも
に、制度の狭間の課題や複合的課題を抱えた方々への相談支援体制の充実を図っていきます。

区の考え方

CSWが求められている理由

●少子高齢化やプライバシー意識の高まり
などを背景に地域のつながりが希薄化。
●ごみ屋敷、虐待、孤立死、貧困の連鎖など
様々な社会問題が表面化。

社会を取り巻く状況
●単身世帯(特に一人暮らし高齢者)の割合
が高くなっている。
●ご近所付き合いの希薄化など、コミュニ
ティによる支え合いが難しくなっている。

区の特性

わ　　け

豊島区地域保健福祉計画（平成30年3月発行）は
上記2次元コードからご覧いただけます。

「子どもたちのために」という
思いで、みなさんが自分の
持てる力を発揮しています。
それがきんぎょサロンの
良いところです！

川口さん
リタイア後の人生、私は特に人と人との縁というものを大切にし
たいと考えています。ずっと仕事をしてきたなかで多くの方とお
会いしてきましたが、これからは仕事以外のところで人と会って
お話をしたかったんですよね。人と出会える場所として区民ひろ
ばを利用するなかできんぎょサロンを知り、参加しました。

地域のみなさんと一緒に、課題解決に
向けた取組みを考え、実践します。

つくる
新たにできたサロン活動などを通し
て、人と人、人と地域がつながります。

つなぐ
CSWがみなさんから話を聴くなか
で、地域の課題や状況を把握します。

聴く解決のステ
ップ

CSW松里さん
区民ひろば上池袋が工事のため一時的に使用できなくなっ
たことがきっかけです。利用者のなかには慣れ親しんだ地域
の居場所が無くなると困る方もいたので、日常
的に集まれる場所の確保が必要だと考えまし
た。そこで、区民ひろばと相談して、利用者の
趣味・特技を活かせる集いの場をつくりまし
た。やがて、工事も終わり区民ひろばも通
常どおりに開館しましたが、参加者から
「活動を続けたい」「子どもたちの力にな
りたい」という声が上がり、いまのサロ
ン活動に至っています。

サロン立ち上げのきっかけ
参加のきっかけは使わなくなった布や糸などを持ち込んだと
きに誘われて…でしょうか。それまで手芸はやったことがな
かったんですよ。でも、今は家にいるときだって、夜も寝ずに
夢中になって縫うことがあるくらい！サロンに参加したことで
ひとつ趣味を持つことができたのはうれしい収穫でした。

大橋さん

い

毎週水曜日　午後2～4時　区民ひろば上池袋
編み物などの手芸を中心とした活動を行なっています。作った
小物はフリーマーケットなどで販売し、得られた収益の全額を
子どもを支援するNPO法人に寄付しています。

（共催…区民ひろば上池袋）

地域課題の解決に向けた取組み　

きんぎょサロン

ケーススタディ

▲終始、和気あいあいとした雰囲気で作業に取り組んでいます。
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義足や内部障害の方、妊娠初期の方など、外見
からはわからなくても、配慮や手助けを必要とし
ている方がいます。このマークを見かけたら、思
いやりのある行動をお願いします。

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～

■問総務課総務グループ　☎3981－4451

知っていますか？ヘルプマーク

12月4～10日は人権週間です

今年は世界人権宣言70周年・人権擁護委員制度70周年

障害者週間は、障害者の福祉についての関心と理解を深
めるともに、障害者の社会参加を促進するため、障害者
基本法に定められています。
■問障害福祉課管理・政策推進グループ☎3981-1766

12月3～9日は障害者週間です

▶イエローリボンは障害者の社会参加 と
　障害者権利条約の推進のシンボルです

「ありのまま」が「あたりまえ」 人の“性”は単純な女性と男性の２種類だけではないと考えたことはありますか。
それは虹のグラデーションのように微妙な違いを持って存在しています。
性のあり方は、その人自身の個性です。

区内でLGBTに関する取組みを行なっている和田さんと小吹さんにお話を聞いてみました。

区議会第2回定例会で、パートナーシップ制度の創設にかかる請願が採択されたことを受け、当制度創設に向け
検討しています。当制度は「男女共同参画推進条例」を改正する形で導入する予定です。また上記条例の改正に
伴い、親族同等とみなして区営住宅等の使用を認めることができるよう入居要件を緩和する予定です。この条例
改正(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、区民の皆さんのご意見をお聴きします。

●閲覧できます…条例改正（案）は12月6日～平成31年1月3日まで、男女平等推進センター、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・担当者）を
記入し、郵送かファクスかEメールで1月3日（消印有効）までに「〒171-0021　西池袋2-37-4　としま産業振
興プラザ3階　男女平等推進センター、■FAX 5391-1015、■EMA0011400＠city.toshima.lg.jp」へ。直接当センター
窓口へ持参も可※個別に直接回答はしません。

私たちの性のあり方は、大きく分けて４つの要素から成り立っています。
その組み合わせは様々です。どんな服が着たい？どんな人が好き？
４つの要素のラインに丸を付けてみましょう。
気づかなかった“自分らしさ”が見つかるかもしれません。

①性自認（心の性）
自分の性別をどのように思うか

②身体的性別（体の性）
外性器・内性器などがどのようになっているか

③性的指向（好きになる性）
どんな性別の相手に恋愛感情を持つか、持たないか

④性表現（表現する性）
言葉遣いや服装などにより、外部に向けて
自分の性をどのように表現するか

男 女

男 女

男 女

男 女

■問男女平等推進センター（エポック10）☎5952－9501

LGBT Lesbian（レズビアン）、Gay（ゲイ）、Bisexual（バイセクシュアル）、Transgender（トランスジェンダー）の
頭文字を取った言葉です。現時点では、多様な性自認・性的指向の人々を包括的に表す言葉として用いら
れています。「LGBT」を含む多様な性自認・性的指向の人は、日本では約13人に1人と言われています。
●レズビアン（Lesbian）…性自認が女性で、女性に対して恋愛感情を抱く人
●ゲイ（Gay）…性自認が男性で、男性に対して恋愛感情を抱く人
●バイセクシュアル（Bisexual）…女性と男性の両方に恋愛感情を抱く人
●トランスジェンダー（Transgender）… 出生時の性別と性自認が一致しない人

LGBT法連合会監修

多様な性自認・性的指向を知ろう！～SOGIとLGBTってなに？～

SOGI 「SOGI（ソジ・ソギ）」は「性的指向（Sexual Orientation＝SO）」と「性自認（Gender Identity＝GI）」を略
した「属性」を表す言葉です。「自分の性別をどのように思うか（性自認）」や「どんな性別の相手に恋愛感情
を持つか、持たないか（性的指向）」は人によって様々ですが、身長や血液型のように、だれもが持っている
特徴の一部です。

「男女共同参画推進条例」の改正に関する
パブリックコメントを募集します！

――ご自身の性を意識したのはいつごろですか。
和田●中学生の頃から女性を守りたいという気持
ちは強かったのですが、女性と居る方がしっくりく
ることに気づいたのは、二十歳過ぎです。パート
ナーと共に家族にも受け入れてもらえました。
小吹●私は結婚の経験もあり、高校生の息子もい
ます。ただ、今は自分が男性、女性、どの性に属
するのかわかりません。
――これまで不自由を感じた経験はありますか。
和田●母が入院した時、パートナーと母は親子の
ような関係であったにもかかわらず、パートナーは
集中治療室への入室を断られました。同性という
だけでこれは理不尽だと感じました。
小吹●別に不自由はないと思っていましたが、昨
年、パートナーが同性でも配偶者と認める損害保
険会社の改定を知ったとき、実は見えないところで
ストレスがあったことに気付きました。制度として
認める姿勢が確立されることで“すっきりするんだ”
という感覚がありました。行政が動くことで、環境

が変わり、気持
ちが軽くなる人は
多いでしょう。
―― 創設が予定
されるパートナー
シップ制度は、
その一助となる
わけですね。
小吹●制度創設
にあたっては、権
利を勝ち取ろう！
というわけではな

く、子育てや文化などの施策と同様に、豊島区が
住みやすいまちになるための取組みの一つだと考え
てもらえればいいと思います。また、パートナー
シップ制度は、様々なマイノリティ（少数者）という
存在について考えるきっかけになるかもしれませ
ん。
――周囲の人の理解は必要ですね。
和田●巣鴨で40人
ぐらいが参加するま
ちあるきイベントを
主催したのですが、
商店街はじめ皆さん
がとても自然に受け
入れてくれました。
一方で性の問題に
限らず、コンプレッ
クスや持病に関する
ことを面白半分、あ
るいは不用意に言い
ふらすようなことは
避けてほしいです。また特に誰にも相談できず、性
の問題で悩んでいる中高生の皆さんには、決して自
殺など考えないでと言いたいです。
小吹●大切なのは家族でも友人でも恋人でも相手
に寄り添うことだと思います。ひいては、それが住
みやすいまちにつながるのではないでしょうか。
和田●好きな人を守りたいという気持ちは性別に
関係ありません。一緒にいて幸せで、それだけで
いいよねと言える人がどんどん増えてくれるとうれ
しいです。そして、いつかパートナーシップ制度な
ど必要のない社会になることが理想です。小吹文紀さん

和田えりかさん

※この図はすべての方を表せるものではありません。

男 女

男 女

男 女

男 女

Aさん（30代/会社員）

①私は男性だと思っています。

②体は男性で、戸籍上も男性です。

③どちらかと言えば男性が好きです。

④男らしさ女らしさにこだわらず、好きな服装をしています。

男 女

男 女

男 女

男 女

Bさん（10代/高校生）

①私は男性だと思っています。

②体は女性です。

③男性も女性も好きになります。

④制服のスカートをはくのがつらいので
　ズボンをはいています。

＼Interview／＼性のあり方は十人十色／

自分の中の「多様性」を見つけてみよう！

パートナーシップ制度とは…一方または双方が多様な性自認・性的指向の2人がパートナーであると意思表示した
ことに対して、自治体が証明書や宣誓に対する受領証を交付する制度です(12月1日時点／全国９自治体で施行)。

相談してください

毎月第2・4木曜日　
午後1～ 4時(予約不要)　
区役所本庁舎4階面接・相談室401

●人権身の上相談

●携帯電話人権相談

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。
■問広聴・相談グループ☎3981-4164

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

▲法務大臣から委嘱さ
れている人権擁護委員
が相談に乗ります

「東京都障害者への理解促進及び差別解消の
推進に関する条例」が制定されました
行政機関などと同様に、事業者による不当な差
別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務
とします。詳細は都ホームページ（右記2次元
コード）参照。

10月1日施行

例えば、自分のことをはっきり女性だと思う方と、男女どち
らかと言えば女性と思う方では、○の付く位置が異なります。

「男女共同参画に関する自治体調査」都内区市No.1！
「女性管理職比率」や職員向けの「多様な性自認・性的指向に関する対応指針」策定などが評価されました。

●パネル展　
①12月4日㈫～ 7日㈮　午前9時～午後5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)
◇人権の大切さや人権問題を身近に感じてもらうパネル展。性の多様
性や障害者、高齢者、女性、子どもの権利を考えるパネルも同時展示。
②12月27日㈭まで　午前10時～午後10時（土・日曜日、祝日は午
後6時まで）　中央図書館
◇幼児～中学生向けの人権をテーマにした本を展示。

●弁護士による電話人権・法律相談
夜間人権ホットライン　☎6722-0127
12月6日㈭　午後5～ 8時

【小・中学校での人権啓発の取組み】
人権尊重の大切さを身に付けるため、人権の花運動、作文やメッセー
ジの作成、人権擁護委員による授業を行なっています。

●街頭啓発活動
12月4日㈫　午前11時頃から　JR池袋駅東口
◇人権意識を高めるため、啓発グッズの配布や呼びかけをします。

いしょく
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冬は夏に比べてウイルス性の食中毒の集団感染が多
くなります。特に高齢者や乳幼児は重症化しやすい
ので、注意が必要です。平成25～29年の国内にお
ける原因別の食中毒事件数（年間平均）について上
位３位の原因物質の特徴と予防法を確認しましょう。
■問食品衛生グループ☎3987-4177

食中毒は夏だけじゃない！

冬季も食中毒予防を
徹底しよう！

❸アニサキス  寄生虫（長さ約1～２cm）
海の魚類（サバ、アジ、サンマ、カツオ、タラ、イカなど150種以上）に付いている寄生虫（線虫）で、
肉眼で見えます。酢やわさびをかけても死滅しません。
●主な症状…胃にたどり着くと、アレルギー反応を起こし、激しい腹痛や吐き気を伴います。
●予防のポイント
　⑴生魚を刺身にする時は一度冷凍にするか、速やかに内臓を取り除く。
　⑵肉眼で見える場合はアニサキス幼虫もよく見て取り除く。

❷カンピロバクター  細菌（大きさ約1000分の1mm）
家畜（牛、豚、鶏など）の腸内に潜伏し、最近は加熱が不十分な鶏肉による食中毒が増えています。また、
生焼け肉や肉類を扱った後、洗浄不足の調理器具混用などから生野菜に付着することもあります。
●主な症状…おう吐、下痢、腹痛、発熱、頭痛など。感染して数週間後に手足の麻痺、顔面神経麻痺、
呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症することもあります。
●予防のポイント
　⑴生肉を扱った後の手指や調理器具はよく洗浄・消毒をする。
　⑵加熱を要する食肉は中心部まで十分に（75℃で1分間以上）加熱する。

❶ノロウイルス  ウイルス（大きさ約1万分の１mm）
ノロウイルスに汚染された食品を介して経口で感染し、人の腸内で増殖します。
●主な症状…おう吐、下痢、腹痛、微熱など。
●予防のポイント
　⑴症状があるときは食品を直接取り扱う作業をさける。
　⑵トイレの後、調理前の手指は石けんでよく洗う。
　⑶加熱して食べる食材は中心部までしっかり火を通す。
　⑷調理器具（さいばし、ボウル、ザルなど）は加熱前後で使い分ける。
　⑸二次汚染防止のため、おう吐物を処理する際は直接触れないようにする。

　豊男  65歳  
　年金受給開始

65歳になった豊男は、老
齢基礎年金・老齢厚生年金
を受け取る手続きを行ない
ます。なお、遺族厚生年金
を受給している場合は老齢
厚生年金に相当する額の支
給が停止となります。

第1子　大学卒業を目前に交通事故

必死の看病もあり、無事退院。保険料の納
付要件や一定の障害の状態などを満たしてい
ないと、重度の障害が残った場合でも、障害
基礎年金を受け取ることができません。

ゴール

スタート

皆さんは「年金」についてどのくらいご存じですか？
今回は区内在住の大学生の豊男のライフステージを
たどりながら、国民年金制度についてご紹介します。

豊男  10年勤めた会社を退職  
小料理屋を始める（自営業）

退職日の翌日付で厚生年金の資格が喪失とな
り、国民年金加入の手続きが必要です。島子は
第3号から第1号の切り替えの手続きをします。
保険料免除（退職者特例制度）
第1号被保険者で本人・世帯主・配偶者の前
年所得が一定額以下の場合は、国民年金保
険料の納付免除・納付猶予制度が利用でき
ます（納付猶予は50歳未満の方が対象です）。
退職した方は、一般の免除制度に加えて、
退職者特例制度が利用できます。

豊男  20歳・大学生  国民年金加入

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、
国民年金加入の義務があり、自営業や
学生、無職の方は国民年金第1号被保
険者となります。

学生納付特例制度
学生で、本人所得が一定額以下で保険料の支払いが困難な
場合に利用でき、在学中の保険料の納付が猶予されます。

第1子が生まれる

産前産後免除制度
※平成31年4月から開始

第1号被保険者（島子）
が出産する場合、出産
予定日または出産日の
属する月の前月（双子など多胎妊娠の場合
は3か月前）から出産予定月の翌々月までの
期間に係る保険料が免除されます。

知っておきたい国民年金
ライフステージ編

■問国民年金グループ　加入・免除…☎3981-1954、受給…☎3981-1952
　池袋年金事務所　年金の記録、支払い状況、年金全般…☎3988-6011

豊男  帰国

転入日から国民年金加
入の手続きが必要です。

豊男  就職

厚生年金に加入
すると、第2号被
保険者となりま
す。厚生年金加
入の手続きは会
社が行ないます。

豊男  海外留学・海外転出

第1号被保険者が海外転出すると、
転出日の翌日付で国民年金被保
険者の資格が喪失します。なお、
海外に転出する方でも任意で国
民年金に加入できます。

 
豊男  島子と結婚

島子が豊男(第2号被
保険者)の被扶養者と
なった場合、島子は
第3号被保険者となり
ます。第3号被保険者
は保険料を納める必
要はありません。豊男
の会社を通して第3号
加入の手続きをします。

平成31年度学童クラブ利用申請

放課後も楽
しく、

遊んで学ぼ
う！放課後も楽
しく、

遊んで学ぼ
う！

●対象…区内在住または区立小学校在学で、
保護者の就労、疾病などにより放課後の保育に
欠ける小学生※保護者の就労時間など利用条
件あり。

●実施施設…各子どもスキップ
※詳細は区ホームページ（右記2次
元コードから読み取りも可）参照。

●利用時間

●利用料…基本／月額4,000円
　　　　　9時前／年額1,000円
　　　　　延長／月額1,000円
※いずれも所得などによる減額・免除
制度あり。午後5時以降に利用する方
で間食を希望する場合は、月額1,000
円を加算。

■申所定の申請書類（各学童クラブで配
布）を、学童クラブ在籍者は12月3～
17日、新規利用希望者は平成31年1
月4～19日の間に希望する学童クラブ
へ持参。新規希望者のみ児童と保護
者の面談あり※要予約。受入れ人数
など、詳細は各学童クラブへ問い合
わせてください。
■問放課後対策課児童支援グループ
☎3981-1058

基本

授業が
ある日

授業が
ない日

放課後～午後6時
（土曜日は午後5時まで）

午前9時～午後6時
（土曜日は午後5時まで）

午前8時15分
～9時

午後6～7時
（平日のみ）

延長9時前

※9時前、延長利用は要申請（条件あり）。
※日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
は休業。

子どもが大好きな方、資格を活かして
みたい方など、ぜひ応募してください。
詳細は区ホームページ（右記2次元コー
ドから読み取りも可）参照。

特別な支援を要する児童の学習・生活の補助。
●応募資格…小学校または中学校の教員免許状、
保育士、臨床心理士、看護師のいずれかの資格・
免許を有する方

子どもスキップの
職員になりませんか？

急募！

スクール・スキップサポーター

児童の健全育成指導など。
●応募資格…教員免許状、保育士、社会福祉士など

学童指導員

小学生の遊びの指導と学童保育の補助。
●応募資格…特になし

臨時職員

■問放課後対策課管理グループ☎4566-2786

12月11日㈫、12日㈬　午前10時～午後4時30分（入退場自由）　
池袋サンシャインシティワールドインポートマートビル4階展示ホールＡ
（東池袋3-1-4）
「ママと子どもの明日を応援！」をテー
マに、毎年約15,000人が来場するビッ
グイベント！子育てを応援する企業
ブースやキッズレース、ママ自身の出
店ブースなど盛りだくさん！子育てラ
イフへのヒントが見つかる2日間です。
◇授乳室、キッズスペース、ベビーカー
置き場あり。
■申特設サイト■HPhttps://festa.l-ma.
jp/tokyo2018winter
（右記2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。
■問リトル・ママフェスタ実行委員会
☎6453-8903

リトル・ママフェスタ東京2018冬

ハイハイ
レース

パパもぜひ

ご参加くだ
さい！パパもぜひ

ご参加くだ
さい！

カタカタ
レース

楽しく学べる2日間♪
おみやげもあり！
楽しく学べる2日間♪
おみやげもあり！

区主催のワークショップ「としまぐらし会議」から生
まれたプロジェクトです。区内で子育て中の方や
子育て経験者、これから育児をしていく方へ、必
要な情報を提供しサポートをします。“孤育て”に
陥らず、楽しく自分らしく輝いていけるまちを目指し、
様々な情報を当プロジェクトのFacebookで発信し
ていきます。ぜひ、投稿記事をご活用ください！

としまで子育て
～いろいろな子育てスタイルをみんなで楽しもう～　

●対象…①～④の要件をすべて満たす
児童・生徒およびその保護者
①平成29年中の世帯所得額が就学援
助の認定基準額内である。
②平成31年4月に小学校または中学校
に入学予定である。
③国公立の小学校または中学校に入学
予定である。
④入学後も豊島区内に在住する。

●支給時期…平成31年3月頃
※申込み方法など、詳細は12月中旬に
郵送予定のご案内を参照してください。
■問学務課学事グループ☎3981-1174

就学援助制度の「入学支度金」を
前倒しで支給します

小・中学校新1年生対象

■HPhttps://www.
facebook.com/
toshimadecosodate/

■問「わたしらしく、暮らせるまち。」
推進室☎4566-2513



●東京芸術劇場で豊島区合同テロ
対策訓練

●秩父市長と生涯活躍のまちづく
りについて共同会見
●AAAのまちを目指す「としまセー
フシティ作戦」発表
●伝統芸能＠南池袋公園事業「日
本の芸能　三番叟 ～中世から
江戸へ～」、「ひとはおどるー日本の民俗舞踊ー」

●区立小中学校のすべての体育館に冷暖房の一斉導入を表明

●セーフコミュニティ再認証新たな5年間がスタート
●池袋第一小学校、池袋中学校がインターナショナルセーフスクールの認
証取得

●「トキワ荘関連施設整備基金」
創設。ふるさと納税制度の活
用による寄付金募集スタート

●「造幣局跡地の防災公園」の事
業者決定

●2年連続「待機児童ゼロ」達成
●全国初、保育園（区立・私立）での使用済み紙おむつの無償回収処分ス
タート

●「豊島区空家活用条例」「(改正)豊島区建物等の適正な維持管理を推進
する条例」施行

●「豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例」施行
●池袋ショッピングパークと「FFパートナーシップ協定」
締結

●新規企業5社を含む22社をワーク・ライフ・バランス推
進企業に認定！

●都内初。㈱ファミリーマートと「AED
設置推進事業に関する協定」を締結

●「としまパブリックトイレプロジェク
ト」アートトイレ第1号完成！
　平成29～31年度に公園・公衆トイ
レ85か所を改修
●水戸岡 鋭治氏デザインによる低速
電気バスの導入を発表

●1月中旬公開予定の「池袋アニメ『ふくろう』擬人化キャラクターデザイン
コンテスト」の受賞作品決定！

●みたけ通り(都市計画道路補助第173号線)開通。同時に「豊島区のこれ
までと今とこれからを巡る健康ウォークラリー」実施

●新ホールの名称「豊島区立芸術文化劇場」に決定
●フランス文学研究発祥の地をコンセプトにした「鈴木信太郎記念館」オープン！ 

●豊島区の人口が29万人を突破
●「東アジア文化都市2019豊島」基本計画発表会見、ロゴ発表
　オールとしまの区民参加「推進協議会」キックオフ
●豊島区アフター・ザ・シアター懇談会を大塚で開催
●「環境に優しい低炭素型 低速電気バス（スローモビリティ）の池袋副
都心導入に向けた試乗会」で都知事が乗車

●国家戦略特区を活用し、選択的介護モデル事業スタート
●豊島区が中国「西安市」、韓国「仁川広域市」とともに「東アジア文化都
市2019」開催都市に正式決定！

●区内公園禁煙化スタート
●「男女共同参画に関する自治体調査」都内区市第1位
●大田楽  いけぶくろ絵巻
●「グリーンとしま」再生プロジェクト「いのちの森」「学校の森」10万本達
成記念式典

●東京2020大会を契機としたバングラデ
シュのホストタウンに登録

　美術作家／植田志保氏に
より、WE ROADがアート
空間へ再生

平成30年 豊島区この一年

今年周年行事をむかえた小・中学校　●池袋第三小学校80周年
関係団体周年事業　●豊島区町会連合会創立60周年　●東京商工会議所豊島
支部設立50周年　●立教池袋キャンパス100周年

2月

3月

4月

●池袋WE ROADの再
生プロジェクト発表

●日本気象協会と「FF
パートナーシップ協
定」締結

6月

5月

1月

8月

9月

10月

●豊島区国際アート・カルチャー学生特命大使認定式
●「東アジア文化都市2019豊島」プレイベント シンポジウム  PRアニメ発表
●「中池袋公園」と「池袋西口公園」リニューアルに向けて各工事スタート
●2年連続！「時差Biz推進賞
(ワークスタイル部門)」受賞

11月

●「東アジア文化都市2019豊島」文化庁共同記者会見
●豊島区危機管理フォーラム2018

12月

7月

▲豊島区人口29万人達成
　出生届を出された4名に記念品を贈呈

▲約2万3千票のアンケートで
　選ばれたロゴデザイン

▲受賞作品のキャラクターが
　アニメになって動き出します

▲鈴木信太郎記念館書斎棟の
　展示スペース

▲「東アジア文化都市2019豊島」
　PRアニメの1カット

▲「東アジア文化都市2019豊島」プレイベント
　シンポジウムのフィナーレ

▲日中韓文化大臣会合(中国ハルビン市で開催)で決定し、決定都市の称号を授与された

●約1万2千件の区民アンケートなどで「Hareza 池袋」エリアロゴ決定
●「ラ・フォル・ジュルネTOKYO2018」開催
●並木ハウスが国有形文化財に登録

ハ　レ　ザ

シーアン インチョン

▲秩父市長（右）と共同会見

マンガの原点「トキワ荘」が
現代によみがえります

▲アートトイレ第1号
　改修するトイレの一部がアートトイレに

　横浜国立大学名誉教授／宮脇 
昭氏の指導のもとに進めてきた
プロジェクトが実を結びました
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