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●イベントなどの開催中止・延期について
今後開催予定のイベントなどを中止・延期する場合があり
ます。詳細は各イベントの問い合わせ先に確認してくださ
い。中止・延期するイベントなどは、区ホームページ（2
次元コード参照）で随時お知らせします。

区内で事業活動している方へ
区は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行っている施設、
小売店、飲食店および各種イベント団体などを、「豊島区感染
拡大防止対策推進事業者」として登録を開始しました。
認証した事業者に登録ステッカーやステッカ
ーのデータを配付するとともに、安全・安心な
店舗、イベントとして、区ホームページやＳＮ
Ｓを通じてＰＲします。詳細は区ホームページ
で確認してください。

登録ステッカー
ステッカーのほかに、チラシやポスタ
ーに掲載するための画像データも用意し
ています。ぜひご利用ください！

令和2年7月～令和3年6月分までの国民年金保険料免除申請の受付を
開始しました（令和2年2月～令和2年6月分の国民年金保険料免除申請
も引き続き受付しています）。
◇対象…新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降に収入源
となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下が

った方。詳細は日本年金機構ホームページ█HPhttps : //www.nenkin.go.j
p/service/kokunen/menjo/0430.html 参照か問い合わせてください。
█申池袋年金事務所または国民年金グループへ。または電話で当事務所☎
3988‐6011、当グループ☎3981‐1954へ相談後、郵送も可。

一定の損害を受けた方は、申請により保険料を減額もしくは免除します。
◇対象…①新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または
重篤な傷病を負った世帯の方、②新型コロナウイルス感染症の影響で、令
和2年中の生計維持者の収入減の状況が次の要件すべてを満たす世帯の方
／ⓐ事業、不動産、山林、給与の各収入のいずれかの減少が見込まれる、
ⓑ令和元年中の収入と比較して3割以上減額が見込まれる、ⓒ世帯の主た
る生計維持者の令和元年分の合計所得金額が1，000万円以下である、ⓓ減
収が見込まれる収入に係る所得以外の令和元年分の所得の合計額が400万
円以下である。

必要書類…①死亡診断書または診断書（いずれも新型コロナウイルス感染
症による旨の記載があること）、②令和2年において減収となることが分
かる資料、令和元年の収入が分かる資料。
█申申請書（区ホームページからダウンロード）と必要書類を後期高齢者医療
グループへ郵送か持参※7月中旬発送予定の後期高齢者医
療保険料額決定（変更）通知書（本算定）が届いてから手続き
してください。
█問広域連合お問い合わせセンター☎0570‐086‐519、当グ
ループ☎3981‐1332

◇実施日…年末年始を除いた土・日曜日（祝日が土・日曜
日と重なる場合も実施）※臨時閉庁日あり。事前に広報と
しまや区ホームページでお知らせします。
�次の臨時閉庁日…8月15日㈯・16日㈰
◇受付時間…午前9時～午後5時※ただし、転入届・転居
届、マイナンバー（個人番号カード）・住民基本台帳カード
に関する手続きなど、一部の業務は午後3時まで。
◇受付窓口…区役所本庁舎3階
◇主な取扱い業務…①引越しに伴う手続き（転入届・転出
届・転居届）、②戸籍の届出、③印鑑登録、④個人番号カ
ードの交付など（毎月第3土曜日とそれに続く日曜日、7
月25日㈯、26日㈰はシステムメンテナンスのため個人番号
関連業務の取扱いができません）、⑤住民票の写し（第三者
請求不可）、印鑑登録証明書の交付、⑥戸籍謄本・抄本、
戸籍の附票などの交付（豊島区に本籍のある方のみ、第三

者請求不可）、⑦住民税課税・非課税証明書の交付
※海外からの転入、転出証明書の再交付、個人番号変更な
どの業務は取扱いできません。そのほか、手続き内容によ
っては取扱いできない場合があります。
◇必要書類…有効期限内の本人確認書類（個人番号カード、
顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、日本国旅券
〈パスポート〉、在留カード、特別永住者証明書など）を持
参してください。
�取扱い業務や必要書類などの詳
細は、事前に区ホームページ参照
か、各担当まで問い合わせてくだ
さい。
█問住民記録グループ☎3981‐4782、
証明グループ☎3981‐4766、戸籍
グループ☎3981‐4737

7つの取組みを実施し、申請登録した方へステッカーを配付します。
○ 密閉空間を作らないよう換気を徹底します！
○ レイアウトを工夫して、感染リスクの低減を目指します！
○ お客様と接するスタッフもマスク着用・手洗いなど感染症対策を徹底します！
○ 施設・会場内の環境整備に努めます！
○ 施設・会場内の定期的な清掃・消毒等を行います！
○ スタッフの体調管理などを徹底します！
○ 万が一の時は保健所などと密に連絡を取り、感染拡大防止に努めます！

●施設の開館状況について
施設を段階的に再開しています。今後の感染状況によっては、再度
休館やサービスの休止をする場合があります。詳細は、各施設のホ
ームページ（2次元コード参照）をご覧いただくか、各施設まで問い
合わせてください。

7月23日㈷～26日㈰
◇システムメンテナン
スのため、マイナンバ
ーカードを利用した証
明書コンビニ交付サー
ビスを終日休止します。
サービス再開は7月27
日㈪午前6時30分から
です。
█問証明グループ☎3981
‐4766

マイナンバーカードの受取りはお早めに！
申請後、交付通知書が届いた方は、通知書に記載の期限
内に電話で受取日時を予約し、本人が所定の窓口で受け取
ってください※申請から２か月経っても交付通知書が届か
ない方は問い合わせてください。
�問豊島区マイナンバーコールセンター�３９８１‐１１２２
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―豊島区感染拡大防止対策推進登録制度―

安全・安心の目印に 「ななま～る」の7つの宣言！
な な ま る

7つの「○」（ななま～る）宣言

█問観光交流グループ☎3981‐1316

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

総合窓口課 休日窓口のご案内 コンビニ交付
サービスを

一時休止します

●「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。



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
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後期高齢者医療後期高齢者医療

子育て・教育子育て・教育

募  集募  集

傍聴できます傍聴できます

健  康健  康

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

【結果の公表】

豊島区落書き行為の
防止に関する条例（案）

条例（案）の作成にあたり、パブリ
ックコメント（意見公募手続）制度に
基づき、区民の皆さんにご意見をお
聴きしました。
●閲覧できます…条例の全文とお寄
せいただいたご意見および区の考え
方は、8月10日まで、環境保全課、
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。
█問環境美化グループ☎3981‐2690

ファイナンシャルプランナーに
よる生活相談

平日週2回（曜日未定・事前に要
問い合わせ）、第2日曜日 午前9
時～午後4時 区役所本庁舎3階税
務課納付相談室◇借金、住宅ローン、
事業者融資制度、過払い金などにつ
いて、問題点の聞き取りと生活費や
生命保険契約などの見直しの提案、
年金加入期間の確認や受給申請漏れ
の指導などを家計相談の専門家「フ
ァイナンシャルプランナー」が行い
ます◇住民税の未納がある方、住民
税の納付が困難な方◇生活状況、収
支状況が分かる資料を持参。
█申電話で整理第一・第二グループ☎
4566‐2362へ。

新しい高齢受給者証を
7月21日㈫に送付します

8月1日から使用可能な新しい高
齢受給者証を、黄色い封筒に入れて
普通郵便で送付します。高齢受給者
証は毎年8月が更新月です。一部負
担割合は、該当世帯の前年（平成31
年中）の所得状況に基づき、自動で
再度判定します。なお、すでにお持
ちの受給者証の有効期限は、7月31
日までです。
█問国民健康保険課資格・保険料グル
ープ☎4566‐2377

「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

令和2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
付書を同封します。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。また、
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、主たる生計維持者が死亡や重
篤な傷病を負ったり、収入が一定程
度減少した場合にも減免の制度があ
ります。要件や申請方法など、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月中旬に送付します

この通知書は、平成31年1月から
令和元年12月までの所得に基づき計
算された令和2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月期分の納付書を同封します。
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
送付予定です。これまで特別徴収の
方でも、普通徴収に変更になる場合
があります。その場合は同封の納付
書でお支払いください。期限内の納
付にご協力をお願いします。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

8月1日㈯は郷土資料館・
キッズデーです

午前9時～午後4時30分◇未就学
児、児童、生徒の皆さんの来館をお
待ちしています█申当日直接会場へ。
�郷土資料館の子ども学芸員…午後
2～4時◇バックヤードの見学や、
展示準備を通して、学芸員の仕事を
体験◇小学5年生～中学生◇6名█申
往復はがき（下部記入例参照。学年、
当日連絡のつく保護者の連絡先も記
入）で7月18日（必着）までに「〒171‐
0021 西池袋2‐37‐4 郷土資料
館体験担当」へ※はがき1枚につき1
名の応募。応募者多数の場合は抽選。
█問当館☎3980‐2351

「令和3年度区民活動支援事業
補助金」助成事業を募集します

自主的に公益的な活動をしている
区民活動団体の事業に対して助成し
ます。対象団体や事業、助成額など
の詳細は区ホームページ参照。
◇補助金額…申請事業費の50％以内
かつ3～100万円の範囲内（実績が2
年未満の新規事業は要件緩和あり）
█申申請書類を8月21日までに申請事
業を担当する課へ持参※新規の申請
は7月31日までに区民活動推進課へ
要事前相談。
█問協働推進グループ☎4566‐2314

有料広告募集

高齢者インフルエンザ予防接種の
お知らせの封筒に掲載する広告を募
集します。
◇部数…約5万6千通（65歳以上の
区民の方へ発送）
◇郵送時期…9月下旬（予定）
◇料金…3万円（7㎝×9㎝）、5万
円（7㎝×18㎝）※いずれも長3封筒
裏面、刷色1色
█申8月3日午後5時（必着）までに、
申込書、会社概要、広告原稿を健康
推進課管理・事業グループへ郵送か
持参。
█問当グループ☎3987‐4173

第2期第1回子どもの権利委員会

7月31日㈮ 午後1時から 区役
所本庁舎8階議員協議会室█申当日開
始10分前までに直接会場へ。
█問子ども若者課管理・計画グループ
☎4566‐2471

第1回息苦しさを和らげる
呼吸トレーニング

7月30日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇気管支ぜん息やCOPD
（慢性閉塞性肺疾患）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（慢性閉塞性肺疾患）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。

第344回ＳＥＰＹ倶楽部親の会

7月31日㈮ 午前10時30分～午後
1時 NPO 法人 SEPY 倶楽部（南
大塚1‐49‐7）◇不登校、ひきこ
もり、非行、発達障害などの子ども
の心の問題についての体験発表とグ
ループディスカッション◇60名◇
2，000円
█申電話かファクスで「当倶楽部☎
3942‐5006、█FAX5940‐4030」へ※先
着順。

ラジオ体操講習会

7月14日㈫ 午後1時30分～3時
区民ひろば南大塚◇ラジオ体操第一、
第二、みんなの体操講習◇25名█申当
日先着順受付※自宅で体温測定、要
マスク着用。
█問豊島区ラジオ体操連盟 中谷☎
3946‐0772

区民歩こう会
「東京の公園を散策」

8月2日㈰ 午前9時50分 JR埼
京線十条駅駅前広場集合◇十条駅か
ら板橋本町駅まで（約6．5㎞）◇300円
█申当日集合場所で受付。
█問当会 吉越☎3986‐8620

超初心者水泳教室（全4回）

8月4～25日 火曜日 午前10時
～正午 雑司が谷体育館◇区内在住、
在勤、在学で水泳が苦手な18歳以上
の方◇20名◇4，000円█申はがきで7
月21日（必着）までに「〒112‐0012
文京区大塚6‐24‐15‐502 豊島
区水泳連盟事務局 佐藤」へ※応募
者多数の場合は抽選。
█問当事務局 佐藤☎3943‐6397

ボルダリング無料講習会

8月15日㈯ ①初心者講習…子ど
も向け／午後1時から、おとな向け
／午後2時から、②ステップアップ
講習会…子ども向け／午後3時から、
おとな向け／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）◇①これからボルダ
リングを始める方に最適な講習会。
②もっとうまくなりたい初心者レベ
ルの方におすすめ（ルールやマナー
を把握できていない方、未経験者は
参加不可）◇子ども向け…小学2年
生～15歳（親子参加可）、おとな向け
…16歳以上◇各回10名◇運動できる
服装、上履き持参。
█申電話で各回前日までに当館☎3980
‐3131へ。直接窓口申込みも可（午
前10時～午後8時）※先着順。

区民ハゼ釣大会

8月23日㈰ 午前5時30分 東京
建物 Brillia HALL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
高校生までは3，500円）
█申電話で8月12日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

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。

はじめに
豊島区における新型コロナウイルスの感染者は現在156名、緊急事態宣

言解除後の感染者は17名で、これまでに回復した方は145名です。「ピンチ
をチャンスに変える！」という信念で、「新しい日常」の区政運営にチャレ
ンジします。
1．新型コロナウイルス感染症対策の取組み
（1）区立小・中学校、幼稚園における対応
6月1日から再開し、感染予防対策を最大限に重視して、子どもたちの
心と体に配慮しながら段階的に対策を進めています。各種マスコミから、
豊島区の小・中学校におけるＩＣＴへの取組みはトップランナーとして、
高く評価されています。7月1日からは、「学びの保証」を重点化し、分散
登校を行わない教育活動を再開します。
（2）保育園における対応
認可保育園は6月1日より通常の保育を再開し、給食や延長保育などの
特別保育も通常通りに実施しています。認可保育園の保育料は、すでに登
園自粛を要請した期間は日割りで計算し、臨時休園の期間中は無料として
います。この対応に準じ、保育料を減額した認証保育所などに対しても、
保育料減収相当分を補助します。ベビーシッターを利用した家庭には都の
制度を活用し、その経費を補助します。
（3）保健所における対応
1月当初から開始した帰国者・接触者電話相談センターの相談件数は、

7，354件にのぼりました。医師会および歯科医師会との連携による区独自
のＰＣＲ検査センターを4月28日から開設するなど、5月中旬には月
1，500件のＰＣＲ検査を行う体制を確保しています。5月には全ての妊婦
の方にマスク50枚を配布し、健診時などのタクシー移動に利用できる「こ
ども商品券」も5月21日より配布しています。6月初旬に実施した国の新
型コロナウイルス感染症抗体陽性率調査にも協力しました。
（4）子育て世帯への支援
子ども家庭支援センターや中高生センタージャンプは、6月1日から再
開し、アシスとしまやジャンプでは電話やメールでの相談を受け付けてい
ます。低所得のひとり親世帯を対象とした国の臨時特別給付金の支給準備
や、現在、募集中の「コロナに負けるな！としま」医療・福祉支援寄附金を、
区内のひとり親家庭支援団体などを通じ、ひとり親世帯への支援に充てる
などの検討を進めています。
（5）特別定額給付金
マイナンバーカードによるオンライン申請は13，102件で、5月27日から

支給を開始し、10，480件の世帯に入金しています。郵送申請は5月25日か
ら29日までに、区内18万世帯への申請書の発送を終え、6月5日から支給
を開始し1，577件の世帯に入金しています。申請期限はオンライン・郵送
方式ともに8月末までです。
（6）中小企業への支援
利子と信用保証料を全額区が負担する新たな融資制度を5月20日より開
始し、242件の申込みがありました。また、東京都行政書士会豊島支部と
協定を結び、個人事業主や小規模事業者の皆さんが国や都、区の支援策を
最大限に活用できるよう申請手続きへの補助を開始したところ、141件の
相談と70件の利用がありました。国内でも先進的な取組みであり、手数料
は区と行政書士会で全額負担しています。
（7）生活困窮者への支援
くらし・しごと相談支援センターには4・5月で約5，500件の相談が寄

せられ、昨年同月に比べ386％増加しています。そのうち住居確保給付金
の相談は2，700件、5月だけでも553件の申請があり、体制を強化して受け
付けています。
社会福祉協議会の緊急小口・総合支援資金に係る相談は、これまでに約

7，500件となり、申請件数も3，600件を超えています。また、生活保護の4
・5月の申請件数は192件で、昨年と比較すると、36件、23％の増加とな
っています。
（8）防災対策の更なる強化
新型コロナウイルスなどの感染症が発生している中で、首都直下地震や
台風による風水害などが同時に発生する複合災害への対策として、救援セ
ンターで活用するマスク、消毒液、飛沫感染防止シートなどの感染症対策
経費を補正予算に計上します。あわせて、耐震性の高いマンションや戸建
てにお住まいの区民の皆さんには、在宅避難についても積極的に検討して
いただくよう周知してまいります。
（9）公共施設の再開について
図書館や郷土資料館などの文化施設、体育施設などは5月28日から順次
再開し、区民集会室や地域区民ひろばなどは6月8日から再開しています。
芸術文化劇場やあうるすぽっとなどは7月の再開に向けて準備を進めてい
きます。現時点まで新型コロナウイルス感染症にかかった職員は1名もお
りませんが、「新しい生活様式」を率先して実践し、引き続き全庁一丸とな
って取り組みます。
2．区財政の運営方針
感染症の拡大により、財政調整交付金や特別区民税、地方消費税交付金
といった基幹歳入が、リーマンショックを大きく超える減収と見込まれる
一方、厳しい区民生活や中小企業活動などに早急に対応すべく、臨時会、
本定例会あわせて331億円に及ぶ補正予算を計上します。感染症防止と経
済社会活動の両立を図りつつ、区財政を運営していくための当面の取組み
方針として、感染症とその影響の克服、地域経済活動の回復、緊急事態に
も対応できる持続可能な財政運営の堅持、魅力ある豊島区の創造の4つの

柱で検討しています。また、具体的な方策として、事業の執行管理の徹底、
財政調整基金の戦略的管理、予算事業の重点化に取り組みます。
3．（仮称）西部地域複合施設整備計画の白紙撤回
平成26年に計画を凍結した（仮称）西部地域複合施設の建設費を改めて積
算したところ90～100億円程度と見込まれ、計画策定当初の予定額44．5億
円と比較すると2倍以上の額となっています。建設費の高騰や施設の状況
の変化、新型コロナウイルス感染症拡大による区財政への影響などを考慮
に入れ、「（仮称）西部地域複合施設整備基本計画」および設計については、
白紙撤回とすることを決断しました。
4．文化を基軸としたまちづくり
（1）Hareza 池袋グランドオープン
新庁舎建設をスタートとする池袋大改造の象徴であるHareza 池袋が、

この7月に遂に全体開業を迎えます。ＴＯＨＯシネマズ池袋の開業で、池
袋エリアの映画館の座席数は、新宿、渋谷に並び都内最大級の水準となり
ます。3万9千㎡のオフィスには東京の国際競争力をけん引する企業が入
居すると伺っています。
（2）トキワ荘マンガミュージアム
3月22日にオープンを予定していたミュージアムは開館を延期しました
が、マスコミに大きく取り上げられ、全国から大きな関心や期待が寄せら
れています。トキワ荘解体時に手塚治虫先生が、自身や作品のキャラクタ
ーを描いて若手記者たちに贈った、歴史の証である天井板がトキワ荘の資
料の中でも最大の見どころになると考えています。企画展における一番の
目玉は「漫画少年」の展示です。現存数が少なく、極めて貴重な「漫画少年」
120冊を一斉公開します。

イ ケ サ ン パ ー ク

（3）としまみどりの防災公園「IKE・SUNPARK」・「としまキッズパーク」
IKE・SUNPARKは、拠点的な防災機能と賑わい機能を兼ね備える区内
最大規模の公園で、この公園により4つの公園からまちを変えるというま
ちづくりの構想が完成します。7月には広場部分を部分的に開放し、開園
セレモニーは防災倉庫やカフェにあわせて秋に改めて行いたいと思います。
また、水戸岡 鋭治先生の監修による、としまキッズパークの完成は9月
を予定し、パークのオープンにあわせて、IKEBUS のとしまキッズパーク
号（仮称）の運行を開始します。
（4）大塚駅北口整備
歩道のバリアフリー化やトイレのリニューアルに加えて、大塚のイメー
ジを表現したモニュメントの設置や「光のファンタジー」と称した照明効果
にも工夫を凝らしています。8月までに各種ライトアップの調整を行い、
来年の3月までには舗装工事を含めた広場全体の工事が完了する予定です。
そのほかにも、ウイロードの壁画を明るく彩っていただいた、画家の植田
志保さんに描画を依頼している「池袋駅ストリートピアノ」は、コロナウイ
ルスの状況を見極めながら、池袋駅の西口エリアに設置します。
（5）落書き行為の防止に関する条例
本定例会において23区で初の落書き防止に特化した条例の審議をお願

いします。全国でも最も高水準の10万円の罰金を条文に盛り込み、「落書
き行為をしない、させない、許さない」の理念のもと、地域の皆さんや関
係機関の皆さんと一緒になって対策を講じてまいります。
5．高齢者にやさしいまちづくり
（1）健康増進に向けた外出と交流の促進
区民ひろばへのフレイル対策機器の設置や、シルバー人材センターとの
連携によるパワーアシストスーツの実証実験の準備を進めているほか、各
種イベントや高齢者クラブの情報などを掲載した冊子を発行します。4月
1日時点で民生委員が37名の欠員となっているため、私が先頭に立ち区を
挙げて欠員の解消に向けて努力します。
（2）ＩＣＴ活用の推進
スマートフォンを活用し、日常の健康管理から外出促進、医師などへの
オンライン相談などができる仕組みを、携帯電話会社や製薬会社などとと
もに検討し、秋からの実証実験を目指しています。
6．小中学校における新たな取組み
（1）ＩＣＴ教育
児童・生徒一人1台のタブレット配備に向けて、ハード面の準備を急ピ
ッチで進めています。タブレットパソコンの配備が整うまでの間は家庭の
インターネット環境を利用して、健康管理や学習支援を行っています。イ
ンターネット環境のない児童生徒にはタブレットパソコンを貸し出し、全
ての児童・生徒に双方向の連絡手段を確保しました。今後は、アクティブ
ラーニング、プログラミング教育などで積極的に活用するとともに、不登
校や外国籍の児童・生徒などにも活用してまいります。
（2）見守りメール
ＩＣタグを保持した児童の登下校の時間を保護者のメールアドレスへ送
信する仕組みを、今年度から区立小学校の1～3年生までの児童全員に拡
張するため、現在、各学校の校門に設備の設置工事を実施しています。こ
のようなサービスをすべての小学校へ導入するのは、特別区では本区と台
東区のみです。
7．ＳＤＧｓ未来都市
現在、豊島区は国が募集する「2020年度ＳＤＧｓ未来都市」にチャレンジ

しています。「誰をも 受け入れ、誰からも 受け入れられ、持続して発
展する 豊島区」を区民の皆さんと一緒になってつくりあげてまいります。
選考結果は、今月中に公表される予定となっていますので、結果が分かり
次第、皆さんにお伝えします。

「としま健康チャレンジ！対象事業」の目印は、このマークです。

第2回区議会定例会区長招集あいさつ 6月16日、高野区長が行った、招集あいさつの抜粋・要約です。

特別定額給付金の
申請を受け付けています

申請期限は8月末です。お早
めに申請してください。
申請書が届いていない方はコ
ールセンターに問い合わせてく
ださい。
█問豊島区特別定額給付金コール
センター�0120‐557‐622

健康チャレンジ！
マークのお知らせ

●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。█問庁舎運営グループ☎4566‐2731
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保健所カレンダー月
888 開催予定の事業を中止・延期する場

合があります。詳細は各問い合わ
せ先に確認してください。

○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

広報紙に掲載する広告を募集しています。空き枠など
の詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください。
◇発行部数…93，000部程度◇サイズ・料金…「1号広告
（縦93㎜・横46㎜）1回50，000円」から「5号広告（縦93㎜
・横240㎜）1回250，000円」※掲載は2色刷り◇申込み締
切…発行号の約2か月前。

█問広報グループ☎4566‐2532

◇テーマ…地球温暖化対策、
緑化推進、クール・チョイ
ス、ポイ捨て、歩きたばこ、
落書きの防止、ゴミの減量、
リサイクル、節電、フード
ロスなど◇対象…区内在住、
在学の小・中学生
█申区内の学校に通学する方
は学校を通じて作品を提出。
区外の学校に通学する方は
応募用紙を添付し、8月24
日～9月7日（必着）の間に
環境政策課事業グループへ
郵送か持参※詳細は募集案
内（当グループで配布。区
ホームページからダウンロ
ードも可）参照。

カモメのおなかにゴミがたまっていた
り、ウミガメのはなにストローが入っ
ていたのをどうがでみて、かわいそう
だったのでえにかきました。

リデュース（ごみを減らす）・リユース
（くり返し使う）・リサイクル（再資源
化する）は、人や生き物・植物も、み
んなの笑顔につながると思います！

雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆8月コース型教室 月曜日①朝
の健康体操…午前9時45分～10時
45分、②ストレッチ…午後2時25
分～3時10分、③アクアビクス…
午前10時10分～11時10分、④はじ
めての水泳（初心者）…午後1時15
分～2時45分、午後7時～8時30
分、水曜日⑤幼児水泳教室…午後
3時40分～4時30分、⑥ヨガ（パワ
ー系）…午前11時～正午、⑦脂肪ス
ッキリ（プール）…午後1時40分～2
時40分、木曜日⑧ヨガ＆ストレッ
チ…午後1時45分～2時45分、⑨
幼児水泳教室…午後3時40分～4
時30分、⑩子ども水泳教室…午後
4時30分～5時45分、金曜日⑪幼
児水泳教室…午後3時40分～4時

お と な

30分、⑫大人バレエ（入門）…午後
6時30分～7時30分、土曜日⑬子
ども水泳教室…午後3時5分～4
時20分、午後4時30分～5時45分
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆レギュラープログラム（再開）
●スタジオ 月曜日…はじめてエ
アロ、メガダンス、リラックスヨ
ガ、火曜日…気功、オリジナルエ

アロ、エアロダンス、ZUMBA、
水曜日…太極拳、エアロダンス、
かんたんヨガ、ペルビックストレ
ッチ、メガダンス、木曜日…エア
ロビクスⅠ、ステップⅠ、オリジ
ナルエアロ、金曜日…ステップⅠ、
はじめてエアロ、はじめてステッ
プ、土曜日…かんたんヨガ、バー
オソル、ZUMBA、モムチャンフ
ィットネスベーシック、エアロビ
クスⅡ、日曜日…エアロビクスⅠ、
はじめてステップ、ZUMBA、ジ
ャズダンス、ヨガ
●プール 月曜日…かんたんアク
アビクス、水曜日…アクアビクス、
金曜日…水中歩行、アクアビクス、
土曜日…アクアビクス
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営業
時間内いつでも利用できます。有
料レッスンも無料で参加可◇区内
在住の高校生以上の方◇3，500円
（毎月1日から月末まで。月の途
中からでも同様）█申印鑑、本人確
認書類、写真（スナップ写真可）を
持参し、直接当館窓口へ。

ゴミが原因で海に住むたくさんの生き
物がつらい思いをしています。この現
実に早く気づいてほしいという思いを
こめて、このポスターを描きました。

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〕

6・20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〕

13・27日㈭
午前9～10時

4・18日㈫
午前9～10時

母親学級〔予約制〕
8日㈯
①午前9時～正午
②午後0時30分～3時30分

パパ・ママ準備教室
〔予約制〕

9・23日㈰
①午前9時～11時45分
②午後0時30分～3時15分

お
と
な
の
健
康

生活習慣病予防健診（男性）
〔予約制〕※対象…令和2年
度20～40歳未満の男性

14日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕
※対象…令和2年度20～40
歳未満の女性

5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〕

14日㈮
午後1時～2時30分

19日㈬
午後1時15分～3時

食事（栄養）相談
〔予約制〕

6日㈭
午前9時30分～11時

ＨＩＶ（エイズ）即日検査
〔予約制〕
※結果は午後2時30分から

17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

14日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ

の
健
康

こころの相談〔予約制〕 20日㈭
午後2～4時

5日㈬
午後2時～3時30分

家族相談〔予約制〕 11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
勢手術費助成事前講習会
〔予約制〕

12日㈬ 午前10時～10時30分
27日㈭ 午後3時30分～4時
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

8月 母子健康相談（予約制）
4日㈫ 区民ひろば南大塚 午前10時～10時30分

█問池袋保健所 ☎3987‐4174

19日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
24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

環境とリサイクルに関するポスター作品募集 █問環境政策課事業グループ
☎3981‐2771

�令和元（平成31）年度最優秀賞作品

小学1～3年生の部
池袋第三小学校 常石悠粋さん

小学4～6年生の部
さくら小学校 兵藤杏樹さん

中学生の部
豊島岡女子学園中学校 前野理子さん

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）

広 報 と し ま 有 料 広 告 募 集
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