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【ご意見募集中】

豊島区再犯防止推進計画（素案）

当計画（素案）の策定について、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…当計画（素案）は12
月2～27日までの間、防災危機管理
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
「治安対策グループ█FAX3981‐5018、
█EMA0011101@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☎3981‐1433
【結果の公表】

豊島区教育ビジョン2019―豊島
区教育振興基本計画（第Ⅱ期）―
（2019年～2024年）

本計画の策定にあたり、パブリッ

クコメント（意見公募手続き）制度に
基づき、区民の皆さんのご意見をお
聴きしました。
●閲覧できます…本計画の全文とお
寄せいただいたご意見および区の考
え方は12月27日まで、庶務課、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。
█問教育政策グループ☎3981‐1591

高額医療合算介護サービス費の
支給制度があります

介護保険と医療保険の両方を利用
し、合算した年間自己負担額が、世
帯単位で一定の金額を超えた場合、
申請により超過分を支給します。対
象期間は8月～翌年7月です。自己
負担額とは、医療保険の「高額療養費」
および介護保険の「高額介護サービ
ス費」によって、負担軽減された後の
額です。令和元年7月31日現在、後
期高齢者医療制度か、豊島区国民健
康保険に加入していて、支給対象に
なる方には、各医療保険者から申請
書が送付されます（令和2年2月以降
に送付予定）。そのほかの方は、令和
元年7月31日現在加入している医療

保険担当窓口に問い合わせてくださ
い。なお、申請に介護保険の自己負
担額証明書の添付を求められた場合
は、介護保険課に申請してください。
█問当課給付グループ☎3981‐1387

わくわくドキドキ・パパべビマ

令和2年1月11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◇生後3～6か月児
と父親◇10組
█申区内在住の方は12月2日、区外の
方は12月16日いずれも正午から電話
で当センター☎5966‐3131へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

ポジティブ・ディシプリン～た
たかない、怒鳴らない子育て～
（全9回）

令和2年1月22日～3月11日 水
曜日、3月24日㈫ 午前10時～正午
東部子ども家庭支援センター◇親が
子どもと同じ目線で日々の課題に向
きあう力をつけるためのプログラム
◇区内在住の18歳までの子どもの保
護者で、全回参加できる当プログラ

ム初参加の方◇15名█保5か月以上。
10名。要予約。
█申12月3日午前10時～16日の間に電
話で当センター☎5980‐5275へ。直
接窓口申込みも可※応募者多数の場
合は抽選。結果は12月23日までに電
話連絡。

令和元年12月入居登録者募集

この募集は今後発生する空き家の
入居登録者をあらかじめ決めるもの
で、資格期間内に空きが発生した際、
登録順位に従いあっせんします。
①区営住宅（家族向け）…◇募集世帯
数／2人以上世帯用3世帯、3人以
上世帯用5世帯を抽選で決定◇入居
資格／区内に引き続き1年以上居住
し、同居親族のいる住宅に困窮した
成年者。
②福祉住宅（ひとり親世帯向け）…◇
募集世帯数／8世帯◇入居資格／区
内に引き続き1年以上居住している
ひとり親世帯。18歳未満の子どもの
みと世帯を構成し、現に住宅に困窮
しているなど。
いずれも詳細は区ホームページか
募集案内（12月2日から住宅課、東・
西区民事務所で配布※平日のみ）参照
█申申請書に必要事項を記入し、12月
2～9日（消印有効）の間に当課住宅管
理グループへ郵送か持参（平日のみ）。
█問当グループ☎3981‐2637

豊島区・秩父市版生涯活躍のまち
づくり「ゆいま～る花の木」（サービ
ス付き高齢者向け住宅）居室内覧会

12月8日㈰・11日㈬・15日㈰・18
日㈬・22日㈰ 午前11時 西武秩父
線西武秩父駅改札集合◇実際の居室
を見学◇各回10名
█申電話で㈱コミュニティネット�
0120‐972‐583（平日午前10時～午
後5時）へ※先着順。

●催告書の発送…平成27年度第1期分（平成27年6月30日納期限）～平成31年
度第2期分（9月2日納期限）の納付が確認できない方へ、11月27日に催告書
を発送しました。期限内に納付してください。
●督促状の発送…平成31年度第3期（10月31日納期限）の納付が確認できない
方へ、11月27日に督促状を発送しました。期限内に納付してください。
◇納付方法…納付書、口座振替、モバイルレジ、インターネットによるクレ
ジットカード納付など。それぞれの手続き方法は、区ホームページ参照か問
い合わせてください。
◇納付が困難な場合は必ず相談してください…病気や退職などによってやむ
をえず納期限までに納付できない場合や、生活が困窮している場合には、分
割納付などの納税相談を行っています。毎月第2日曜日（12月開設日／8日
㈰ 午前9時～午後5時）、夜間相談窓口（12月開設日／4日㈬ 午後5～9時）
にも窓口相談を行っています。早めに相談してください。

●滞納処分の強化…納期限までに納付がない場合、電話催告・訪
問催告を行います。区が委託した納付案内センターが電話や訪問で納付案内
を実施します※訪問員は必ず区が発行する身分証を携帯しています。税を直
接徴収することはありません。納期限までに納付も相談もない場合は、差押
えを行います。平成30年度は約2，400件の差押えを実施しました。
●こんな時にはご注意ください…①区外に転出する場合／1月1日現在の居
住地で課税されるため、課税された年の途中で区外に転出する場合や日本国
外に出国する場合は、区にその年の特別区民税・都民税を納付する必要があ
ります。出国などで国内に住所を持たなくなる方は、納税管理人を届け出る
義務があります。②毎月の給与から住民税を引かれていた（特別徴収）方がそ
の会社を退職した場合／特別徴収にならない残りの住民税は普通徴収に切り
替わり、納税者自身が納付書などで納付することになります。

█問税務課整理第一・第二グループ☎4566‐2362

◇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。営業の有無、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

12月28日㈯～1月5日㈰
本庁舎3・4階窓口業務は終日休止します
年末年始およびシステム改修作業のため※詳細は

区ホームページ参照。
�問住民記録グループ�３９８１‐４７８２
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● ● ● ゆ ず 湯 実 施 浴 場 一 覧 ● ● ●

12月は「オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

●「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。

浴場名 所在地 電話番号
ゆラックス 上池袋2‐10‐6 3915‐4553
稲 荷 湯 上池袋1‐9‐17 3918‐6712
巣 鴨 湯 巣鴨4‐13‐9 3917‐5773
やすらぎの湯
ニ ュ ー 椿 巣鴨5‐20‐3 3918‐1720

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
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

浴場名 所在地 電話番号
山 の 湯
健康ランド
末 広 湯

要町1‐47‐12

千早2‐14‐13

3957‐2679

3957‐6274

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
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傍聴できます

講演・講習講演・講習 スポーツスポーツ

省エネ家電などへの買い替えで
東京都の「東京ゼロエミポイン
ト」をもらえます

省エネ性能の高いエアコン、冷蔵
庫、給湯器に買い替えると10，000～
21，000ポイントの「東京ゼロエミポ
イント」がもらえます。1，000ポイン
ト分は LED 照明の割引券に、残り
は商品券に交換できます。受取りに
は申請が必要です◇申請受付期間…
令和3年3月31日まで※予算がなく
なり次第終了。対象機器などの詳細
は問い合わせるか、当ポイントホー
ムページ█HPhttps://www.zero-em
i-points.jp を参照してください。
█問当ポイントコールセンター（午前
9時～午後5時。年末年始を除く）
☎0570‐005‐083※携帯・IP電話な
どからは☎6634‐1337。事業の問合
せは東京都環境局地域エネルギー課
☎5388‐3533

フレイルチェックを受けませんか？

フレイル（虚弱）とは「健康」と「要介
護状態」の中間の時期で、こころや
体の動きが低下してきた状態です。
区は今年度より「フレイルチェック」
を実施しています。しっかりコース
（約2時間）とかんたんコース（約1
時間）があります。詳細は問い合わ
せてください◇対象…区内在住の65
歳以上の方
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ。

肺年齢の若さを保つコツ

12月12日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇せき、たん、息切れの

要因は年齢ではなく COPD（慢性閉
塞性肺疾患）かも知れません。病気の
知識を深め、予防法を学ぶ。講師…
みやけ医院院長／三宅修司氏◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

第2回息苦しさを和らげる
呼吸トレーニング

12月19日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇気管支ぜん息やCOPD
による息苦しさを和らげる呼吸法や
体操を学ぶ。講師…東京医科大学病
院理学療法士／直井俊祐氏、虎の門
病院分院理学療法士／後藤恭子氏◇
気管支ぜん息や COPD で療養中の
方◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

「豊島区国民健康保険運営協議会」
被保険者代表委員を公募します

区長の諮問に応じて、豊島区国民
健康保険に関する条例や規則、医療
の給付などについての審議◇対象…
昭和23年1月30日～平成14年1月31
日生まれの豊島区国民健康保険に加
入している区内在住の方で、年2回
程度の運営協議会（原則平日昼間開
催）に出席できる方◇任期…令和2
年1月30日～令和5年1月29日◇報
酬…1回13，700円◇募集人数…3名
◇選考…書類・面接（12月23～25日
のいずれかで実施予定）█申所定の申
込書（国民健康保険課で配布。区ホ
ームページからダウンロードも可）
に応募の動機（400～500字）などの必
要事項を記入し、12月13日（必着）ま
でに当課へ郵送か持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1923

2020としま「成人の日のつどい」

令和2年1月13日㈷ 午後1～3

時（正午開場） 芸術文化劇場（東京
建物 Brillia HALL）◇司会…齋藤明
里。第1部…式典。第2部…スペシ
ャル・ステージ／劇団30‒DELUX
による公演◇新成人（平成11年4月
2日～平成12年4月1日生まれの方）
●同時開催…東京2020大会気運醸成
イベント 中池袋公園 午前10時～
午後4時◇競技体験、パネル展示、
記念撮影コーナー。
█申いずれも当日直接会場へ。
●外国人留学生向け着付け体験募集
…午前9時から◇新成人の外国人の
方◇男女各20名█申電話かファクスか
E メールで「学習・スポーツ課管理
グループ☎4566‐2761、█FAX3981‐
1577、█EMA0014606@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

イクメン・カジダン・イクジイ
写真展作品募集

家事・育児に参加するお父さん、
おじいちゃんの日々の姿を撮影した
作品を募集。優秀作品には記念品を
贈呈◇募集期間…12月2日㈪～令和
2年2月2日㈰◇対象…区内在住、
在勤、在学の方
█申撮影した写真を Eメール（4面記
入例参照。作品タイトル〈15字以内〉、
エピソードやコメント〈100字程度〉
も記入）で男女平等推進センター█EM
A0011400@city.toshima.lg.jp へ。
█問当センター☎5952‐9501

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

12月19日㈭ 午前10時から 区役
所本庁舎9階第1委員会室█申当日直
接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第31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…電動夏子安置システ
ム「第41回公演「ベンジャミンの教
室」、◇優秀賞…イマノカゲキ「みん
なのお葬式」、ラビット番長「カチナ
シ！」、◇豊島区長賞…東京ハイビ
ーム「ホスピタル」ほか8本
█問当祭実行委員会事務局☎3985‐0960

はんこペタペタ！ポチ袋を作ろう

12月7日㈯ 午後2～4時 郷土
資料館◇季節を感じるデザインの消
しゴムはんこを捺してポチ袋づくり
を体験。消しゴムはんこは当館で用
意█申当日開催時間内随時。
█問当館☎3980‐2351

豊島区・宮城県交流事業
「宮城米（だて正夢）PRウィーク」

12月9日㈪～15日㈰ 午前11時～
午後2時 cafe ふれあい（区役所本
庁舎4階）◇宮城県産ブランド米「だ
て正夢」をランチ、弁当に使用しま
す█申当日先着順販売。
█問宮城県東京事務所観光物産振興班
☎5212‐9046

冬のスペシャルおはなし会

中央図書館…12月15日㈰ 午後2
～3時、駒込図書館…12月14日㈯
午後2時30分～3時30分、巣鴨図書
館…12月11日㈬ 午後3時30分～4
時、上池袋図書館…12月21日㈯ 午
前11時～11時30分、池袋図書館…12
月21日㈯ 午後2時30分～3時30分、
目白図書館…12月14日㈯ 午後2時
～2時30分、千早図書館…12月15日
㈰ 午後3時30分～4時 各図書館
※駒込図書館は駒込地域文化創造館
音楽室◇児童◇中央・駒込…50名、

巣鴨・上池袋・千早…30名、池袋・
目白…20名█申当日直接会場へ※先着
順。駒込のみ事前受付。
█問各館 中央☎3983‐7861、駒込☎
3940‐5751、巣鴨☎3910‐3608、上
池袋☎3940‐1779、池袋☎3985‐
7981、目白☎3950‐7121、千早☎
3955‐8361

サクラーヌbiz 応援プロジェクト
第3回としまフェス
～女性起業家応援イベント～

12月12日㈭ 午前10時～午後6時
30分 としまセンタースクエア（区
役所本庁舎1階）◇「女性のための起
業塾」卒業生有志の企画、運営によ
るイベント。オリジナル商品、雑貨、
ハンドメイドのお菓子やパンの販売
・ワークショップなど◇一部材料費
など実費負担あり█申当日直接会場へ。
█問当実行委員会 河野☎080‐6868
‐6615

池袋図書館 ふくろうハンドメ
イド倶楽部「ペーパークラフト
で作る新年のしめ縄飾り」

12月16日㈪ 午前10時～正午 池
袋第三区民集会室◇講師…JPA ペ
ーパーアート＆ペーパーフラワー講
師／岩木 美佐子氏◇15名◇1，000円
█保12月8日までに要予約。
█申12月1日午前10時から直接当館窓
口へ。電話かファクスで「当館☎
3985‐7981、█FAX3985‐7486」も可※
先着順。

いけびず演芸シリーズ
第九回いけびず落語会

令和2年2月8日㈯ 午後2時開
演（午後1時30分開場） としま産業
振興プラザ（IKE・Biz）◇出演…柳家
緑君、柳家花いち、春風亭昇羊◇前
売り1，500円、当日1，800円。
█申電話で当館☎3980‐3131へ。直接
窓口申込み（午前10時～午後8時）も
可。

ああそうなんだ倶楽部
冬休み特別企画「港のクリスマス
・横浜山手洋館めぐり」

12月14日㈯ 午後1時～4時30分
みなとみらい線日本大通り駅3番出
口集合、当線元町・中華街駅付近解
散◇山下公園～港の見える丘公園～
元町公園～山手イタリア館などをウ
ォーキング。講師…当倶楽部メンバ
ー◇30名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで12月
10日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

ちかこイベントクラブ
「日本の伝統・浮世絵に見る
江戸美人たちの秘密」

12月21日㈯ 午前10時15分～正午
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
有識者の解説とともに、江戸時代に
おける日本女性の美しさを浮世絵か
ら読みとく◇30名█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

豊島区認知症支援講座
～絵本「もしも」で学ぶ、認知症～

令和2年1月22日㈬ 午後2～4
時 雑司が谷地域文化創造館◇認知
症の理解を深め、認知症予防や認知
症カフェについて学び、認知症にな
っても地域で安心して生活できるこ
とを知る。講師…東北福祉大学准教
授／矢吹知之氏◇区内在住、在勤の
方◇50名
█申電話かファクスで「ふくろうの杜
高齢者総合相談センター☎5958‐
1208、█FAX5958‐1195」へ※先着順。

中央図書館地域研究ゼミナール
「映画のまち“としま”」（全2回）

令和2年1月25日、2月1日 土
曜日 午後2～4時 あうるすぽっ
と◇過去から現在へと区内の映画文
化の歴史を紡ぐ◇50名◇500円█申12
月25日（必着）までに往復はがき（4
面記入例参照。配慮事項がある場合
はそちらも記入）で当館企画調整グ
ループへ※応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3983‐7861

第2回認知症サポーター
養成講座～スキルアップ講座～

令和2年1月29日㈬ 午後2～4
時 としま区民センター◇その人ら
しさを大切にしたかかわり方を学び、
認知症サポーターの活動について考
える。講師…（特非）パーソン・セン
タード・ケアを考える会／村田康子
氏◇認知症サポーター養成講座を修
了した方◇50名
█申電話かファクスで「介護予防・認
知症対策グループ☎4566‐2433、█FAX
3980‐5040」へ※先着順。

内容などの詳細は「としまコミュニ
ティ大学講座案内」をご覧ください。
●大正大学
「男性学の視点から男女ともに生き
やすい社会を考える」…令和2年1
月23日㈭ 午後6時15分～7時45分
当大学5号館3階531教室（西巣鴨3
‐20‐1）◇講師…当大学心理社会
学部人間科学科准教授／田中俊之氏
◇100名◇1，000円█申ファクスかＥメ
ールで「生涯学習振興グループ█FAX
3981‐1577、█EMA0014606@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

東京2020大会気運醸成事業
見学者募集

①ブラインドサッカー体験会…12月
14日㈯ 午後3時～4時30分 南長
崎スポーツセンター◇東京2020パラ
リンピック競技大会正式種目を小学
生が体験する様子を見学。
②西本哲雄氏のバレーボール教室…
12月25日㈬ 午前の部（男子）／9時
～正午、午後の部（女子）／1～4時
豊島体育館◇ミュンヘン五輪金メダ
リストが中学生へ指導する様子を見
学。
いずれも◇上履き持参█申当日直接

会場へ。
█問①豊島区サッカー協会 吉波☎
090‐8771‐5833、②豊島区バレー
ボール連盟 山下☎3980‐3058

第23回目白ロードレース

令和2年3月8日㈰ 午前8時受
付開始 学習院大学キャンパス周辺
の周回コース※雨天決行◇種目…①
親子レース（小学1～3年生と保護
者）、②小学4～6年生、③中学生※
団体戦あり、④高校生～29歳、⑤30
～39歳※40歳以上の種目もあり。詳
細は区ホームページ参照◇区内在住、
在勤、在学および近隣の小学生以上
で健康な方◇1，000名◇親子レース
1組1，500円、中学生以下1名1，500
円、高校生以上1名3，000円█申指定
の申込用紙（区スポーツ施設窓口な
どで配布）で、12月10日～令和2年
1月24日の間に
参加費を添えて
郵便局かゆうち
ょ銀行で申込み
※先着順。
█問当レース実行
委員会事務局☎
5979‐6070

12月12日㈭ 午前10時から 区役所本庁舎8階議員協議会室█申傍聴希望の方は当日開始10分前までに直接会場へ。
█問子ども若者課管理グループ☎4566‐2471

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19日㈭ 午後3～5時 区役所本庁舎8階議員協議会室█申傍聴希望の方は当日直接会場へ。
█問拠点まちづくりグループ☎4566‐2640

詳細は豊島区人事白書
参照。白書は区ホーム
ページ（上記2次元コ
ードから読み取りも可）
か情報公開コーナーで
閲覧できます。

「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、地方法人課税の一部国税
化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税などの不合理な税制改正
により、特別区の貴重な税源は一方的に奪われています。こうした不合理な
税制改正による特別区全体の影響額は、消費税率10％段階においては2，300
億円を上回る規模となっています。地方税を国税化して再配分する手法は、
応益負担や負担分任という地方税の本旨を無視したものです。本来、地方財
源の不足や地域間の税収などの格差は、国の責任で地方交付税財源の法定率
を引き上げ、調整するべきです。特別区は、持続的な都市の発展のために取
り組むべき課題が山積しています。また、地方交付税交付金の不交付団体で
あるため、経済危機や大規模災害により地方税等が大幅に減収する場合も自
らの財源で積立てた基金の活用などにより対応する必要があります。今必要
なことは、全国各地域が自らの責任で必要な住民サービスを提供し、自治体
間の積極的な交流や協働事業で共存共栄する良好な関係を構築することであ
り、税源の奪い合いで自治体間に不要な対立を生む制度は認められません。
このことから、特別区は国に対し、地方自治の根幹を揺るがす税制改正に反
論し、需要に見合う地方財源の拡充に取り組むよう主張してまいります。ご
理解をお願いします。詳細は特別区長会ホームページ█HPhttp ://www.toky
o23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html の「不合理な税制改正等に対
する特別区の主張（令和元年度版）」参照。

█問財政課☎4566‐2521

◆職員の採用と退職の状況
採用

（元年度）
事務 福祉 一般技術 医療技術 技能 教員 計
51人 21人 5人 5人 0人 1人 83人

退職
（30年度）

定年 勧奨 普通 死亡 計
62人 25人 6人 1人 94人

◆主な休暇等の状況
年次有給休暇 平均取得日数は13．4日
育児休業 30年度の新規取得者数は38人（うち、男性職員8人）、平均取

得日数は367日

◆第7次豊島区定員管理計画の数値目標及び実績
計画年度 基準（28年度） 29年度 30年度 元年度 目標（令和8年度）
職員数 1，971人 1，970人 1，973人 1，985人 1，800人
削減実績 ― △1人 3人 12人 △171人

◆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
29年度 287，623人 1，152億円 26億円 219億円 19．0％
30年度 289，573人 1，283億円 20億円 219億円 17．1％

◆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）

29年度 1，857人 71億円 26億円 34億円 131億円 7，049千円
30年度 1，858人 70億円 26億円 33億円 129億円 6，945千円

（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31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 42．0歳 312，400円 431，400円
技能労務職 53．6歳 305，000円 425，400円

教育職（幼稚園） 36．9歳 311，133円 441，051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．令和元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31年4月1日現在）

◆期末手当・勤勉手当
（平成31年4月1日現在）

一般行政職 Ⅰ類 183，700円
支給割合

期末手当 勤勉手当
Ⅲ類 147，100円 2．60月分

（1．45月分）
1．90月分
（0．90月分）技能労務職 142，500円

（注）1．令和元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。

◆退職手当 （平成31年4月1日現在）
区分 自己都合 勧奨・定年

（
支
給
率
）

勤 続20年 18．00月分 24．55月分
勤 続25年 28．00月分 32．95月分
勤 続35年 39．75月分 47．70月分
最高限度額 39．75月分 47．70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 3，435千円 20，935千円
（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成30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。

◆各種手当の支給実績
地域手当 1，586，425千円
超過勤務手当 517，440千円

特殊勤務手当（3種類） 24，722千円 （注）
（注）支給手当の割合…10．5％

◆その他の手当 （平成31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（30年度決算）
年額 月額

扶養
手当

配偶者 6，000円

異なる 117，663千円 191，012円 15，918円
子 9，000円
その他父母等 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 73，589千円 187，728円 15，644円配偶者等が借家に居住する

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 286，484千円 158，805円 13，234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．令和元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。

◆特別職の報酬等 （平成31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 974，800円 194，960円 1，169，760円 3．95月分
副区長 828，600円 165，720円 994，320円 3．85月分

報酬
議 長 888，300円 － 888，300円 3．90月分
副議長 778，200円 － 778，200円 3．90月分
議 員 602，100円 － 602，100円 3．90月分

給与の状況 不合理な税制改正等に対する
特別区の主張

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・定員管理の状況及び
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（右記2次元コード参照）または情報公開コーナー
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

定員の状況
令和元年度の職員数は、1，985名となりました。平成28年4月に策定された

「第7次豊島区定員管理計画（平成29年～令和8年度）」により、令和8年度
1，800名体制を目標に定員管理計画を進めていきます。

第30期青少年問題協議会
（第4回定例協議会）

第1回池袋駅地区
バリアフリー基本構想推進協議会
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令和元年11月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口人口と世帯世帯人口と世帯 29,858
(＋582)

180,862
(＋536)

290,319
(＋502)
145,637
144,682

男
女

スポーツスポーツ

休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会 官公署だより

第85回区民グラウンド・ゴルフ
新春大会

令和2年1月12日㈰※雨天時は1
月26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
█申電話で12月15日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

区立図書館 休館のお知らせ

12月29日㈰～令和2年1月13日㈷
すべての区立図書館（雑司が谷図書
貸出コーナーを含む）、図書館併設
の池袋第三区民集会室と目白第一区
民集会室も同時休館◇図書館システ
ム機器更新のため。
█問図書館課管理グループ☎3983‐
7861

在宅福祉サービス協力会員説明会

12月17日㈫ 午前10時～11時30分
区役所東池袋分庁舎◇高齢や障がい
などにより、日常生活でお困りの方
をお手伝いする協力会員（有償ボラ
ンティア）を募集。①リボンサービ
ス、②困りごと援助サービス、③ハ
ンディキャブの概要説明。希望者は
説明会終了後、会員登録可◇健康で
福祉に関心のある方や空いた時間を
使って活動してみたい方など。経験
や資格は不問。
█申電話で地域福祉推進課リボンサー
ビス☎3981‐9250へ。

●豊島都税事務所
「12月は固定資産税・都市計画税第
3期分の納期です（23区内）」
12月27日㈮までに、お手元の納付
書裏面に記載されている金融機関、

コンビニエンスストアなどで納めて
ください。納付には口座振替をご利
用ください。パソコン・スマートフ
ォンなどからクレジットカード納付
も可。詳細は問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）、口
座振替に関すること…主税局徴収部
納税推進課☎3252‐0955

区の事業ではありません。詳しくは連絡
先へ問い合わせてください。留守番電話
の場合もあります。ご了承ください。

�フォークダンス、レクダンスほ
か「アストライアの会」 土・日曜
日（不定期） 午後2～5時 区内
公共施設◇1回2，000円█問松原☎
049‐258‐3218
�俳句の句会「河」浦和支部 毎月
第4日曜日 午後1時～4時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）
ほか◇月額1，500円█問藤岡☎090‐
4120‐1210

�「如月古文書会」 毎月第2・4
火曜日 午後5時30分～7時30分
南大塚地域文化創造館◇入会金500
円、月額500円█問髙橋☎3941‐1859
�観世流能楽「観暁会」 月2回火
曜日 午後2時～6時30分 巣鴨
第三区民集会室◇古典に興味のあ
る方◇月額4，000円█問水口☎3955
‐2544

さ い さ い

�絵画「柴彩会」 毎月第2・4火
曜日 午前9時30分～11時45分
巣鴨地域文化創造館◇絵画一般
（パステルなど）に興味のある方◇
入会金1，000円、月額4，000円█問加
藤☎090‐3136‐5393

〇会計年度任用職員とは…地方公務員法上の一般職の非常勤職員です。
〇任用期間…令和2年4月1日～令和3年3月31日（更新あり）
〇報酬等（支給要件あり）…報酬、期末手当、通勤費相当を支給します。
〇休暇等…年次有給休暇等を付与します。
〇募集する職（募集開始日は職により異なる）
カテゴリー 職名 問い合わせ先

事務・窓口

子育て

一般事務補助 人事課 ☎4566‐2560
受付・運営業務補助 男女平等推進センター☎5952‐9501
広聴相談専門員 区民相談課 ☎3981‐4164

教育・学校

※仕事の内容や申込み方法などの詳細は区ホームページか、各課配布の募集案内参照。

区民ひろば推進員、区民ひろば運営補助
一般事務補助（外国人住民通訳等業務、マイ
ナンバーカード交付等業務）

幼稚園指導員（道徳性育成）、学校図書館司書、
スクールサポートスタッフ、授業づくり支援員

学校栄養士、学校看護師、幼稚園指導員（預
かり保育）、特別支援補助、預かり保育補助、
長期休業中の預かり保育補助
社会教育指導員、学童指導員、学童指導専門
員、スクール・スキップサポーター、学童指
導補助、子どもスキップ運営指導補助、学校
開放管理員

学務課 ☎3981‐1174

放課後対策課 ☎4566‐2786

総合窓口課 ☎3981‐4782

指導課 ☎3981‐1145

地域区民ひろば課 ☎3981‐1479

文化財保護専門員

特別区税外国語対応相談員（ベトナム語）

保育所管理作業員、保育所作業員、子育てア
ドバイザー（保育アドバイザー）、保育施設指
導検査員、短時間保育ヘルパー、保育業務補
助、保育所主任調理員、保育所調理員、調理
業務補助、保育所用務員、用務業務補助

①レセプト業務嘱託員、②国民健康保険外国
語対応相談員（ベトナム語）

国民年金相談員

ファミリー・サポート・センター事務局アド
バイザー、子ども家庭支援ワーカー、子ども
家庭支援ワーカー（心理職）、福祉業務補助

マイナンバーカード交付等業務

消費生活相談員

南池袋斎場管理員、南池袋斎場運営補助員

会計審査専門員

マイナンバーカード交付等業務
西部区民事務所 ☎4566‐4021

生活産業課 ☎4566‐2416

区民活動推進課 ☎4566‐2311

高齢者医療年金課 ☎3981‐1954

子育て支援課 ☎4566‐2478

東部区民事務所 ☎3915‐9961

税務課 ☎4566‐2362

保育課 ☎3981‐2019

会計課 ☎4566‐2811

国民健康保険課 ①☎3981‐1296
②☎3981‐1294

庶務課 ☎3981‐1190

その他

文化

医療・介護
・福祉

建築・土木
・住宅 住宅確保相談員

要介護認定調査員、要介護認定審査専門員、
介護サービス調査員
保健事業支援員（保健師または管理栄養士）

特別支援学級指導員、特別支援教育巡回相談
員、主任教育相談員、教育相談員、スクール
ソーシャルワーカー、日本語初期指導員、学
級運営補助員（旧教育支援員）、就学相談支援
員、教育センター調査補助員

図書館司書、図書館点字指導員、業務補助

非常勤栄養士

生涯学習指導員

①医療・介護業務専門員、②資産活用管理支
援員、子ども・若者支援員、被保護者資産調
査員

非常勤歯科衛生士

訪問看護指導員

資料整理補助員、学芸業務調査員、館運営支
援員

まちづくり専門員

障害者就労支援専門員（総合支援・チャレン
ジ雇用支援員）

ごみ収集作業

介護保険課 ☎3981‐1942

住宅課 ☎3981‐2683

高齢者福祉課 ☎4566‐2429

障害福祉課 ☎3981‐1786

文化デザイン課 ☎3980‐2351

長崎健康相談所 ☎3957‐1191
健康推進課 ☎3987‐4361

学習・スポーツ課 ☎4566‐2761

教育センター ☎3590‐1251

生活福祉課 ①☎3981‐1292
②☎3981‐3412

図書館課 ☎3983‐7861

地域保健課 ☎3987‐4660

地域まちづくり課 ☎3981‐2611

豊島清掃事務所 ☎3984‐9681

子ども若者支援ワーカー 子ども若者課 ☎4566‐2471

会計年度任用職員を募集します

この欄は、区民の皆さんが自主的に活動している
サークルの紹介です。

区ホームページからもご覧になれます。
ふれあいガイド

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告
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