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豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

感染対策にご協力お願いします
症状がなくても屋内にいるときや会話をするときにはマスクを着用し、人との間
隔は可能な限り2メートル以上空け、できるだけ正面での会話を避けるようにし
ましょう。家に帰ったらまず手や顔を洗いましょう。
手洗いは30秒程度かけ、丁寧に洗いま
しょう。熱や咳などの症状がある方は、
無理せず自宅で待機しましょう。
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としまみどりの防災公園
（愛称IKE・SUNPARK）

イケ                サンパーク

住所／東池袋4-42　
開園時間／午前5時～午後10時
面積／ 1.7ヘクタール

 オープン！
2020年7月、日常時は都会のオアシス、災害時には防災の拠点とな
る、としまみどりの防災公園（愛称IKE・SUNPARK）がオープンしま
した。今回はIKE・SUNPARKの魅力をたっぷりとご紹介します！
■問公園緑地課公園計画グループ☎4566-2697

イケ                   サンパーク

区内最大級のオープンスペースは、発災直後は大規模な災害から身を守るため
の避難場所として、その後はヘリポートや救援物資の集積場所として活用しま
す。ほかにも長時間運転可能な非常用発電機や、災害発生時の消防水利とな
る深井戸、防災テントや必要な物資を保管する備蓄倉庫（11月完成予定）など
が設置され、区の防災拠点として安全・安心に最善の体制を整えます。
■問防災危機管理課管理グループ☎3981-2100

四季を感じる
イチョウ並木

夜は癒やしの空間に
間接照明

区内最大！
芝生広場
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お気に入りに出会おう 
KOTO-PORT　

＼11月頃スタート／週末のお楽しみ！
ファーマーズマーケット
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＼11月頃スタート／週末のお楽しみ！
ファーマーズマーケット
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週末には新鮮な野菜や果物などを販売するマル
シェを開催します。生産者の顔が見えるマーケッ
トで手に入れた一品は、きっと日常を豊かにし
てくれるはず。

170メートル続くイチョウ並木は、季節ごとに
様々な表情を見せてくれます。もちろん秋には
黄金色に染まる美しい姿を楽しめます。

日暮れとともに、優しい光があたりを照らしま
す。夜の公園でのひと時が、ぜいたくなリラッ
クスタイムに。

約6,600㎡ある芝生広場。のんびりピクニック
をしたり、遊具で遊んだり、あなたの好きな過
ごし方を見つけてください。

小型キャビン型の店舗に、様々な飲食物を提供す
るお店が出店します。お気に入りのものに出会っ
たら、公園に行くのがもっと楽しみになりそう！

eat good=食べることから生まれる良いサイクルを
テーマにしたカフェが園内にオープンします。気持ち
のいい風が吹く店内で、ほっと一息入れられそう！

防災公園としてのIKE・SUNPARK

IKE・SUNPARKは、豊島区が掲げる「国際アート・
カルチャー都市」を実現するための４つの公園の一
つです。既に完成している、南池袋公園、中池袋公園、
池袋西口公園に続き、IKE・SUNPARKの開園によっ
て、池袋駅周辺の４つの公園構想が完成しました。

4つの公園が完成！

IKE・SUNPARKに隣接してオ
ープンするとしまキッズパーク
は、小さな子どもたち専用のひ
ろばです。ユニバーサルデザイ
ンを取り入れた遊具や、乗り降
りしやすく設計されたミニトレ
インなどが設置され、誰もが安
全に遊ぶことができます。

＼9月26日オープン／
としまキッズパーク

＼9月26日乗り入れスタート／
イケバスに乗って公園へ行こう！

としまキッズパークのオープンに合わせて、東口循環ルート、東西循環ル
ートともにIKE・SUNPARKに乗り入れが始まります。IKEBUSに乗って、
車窓を流れるイチョウ並木や、季節の風を楽しもう！少し離れた池袋駅周辺

の個性的な公園(南池袋公
園、中池袋公園、池袋西
口公園)をIKEBUSで巡る
のもおすすめです。
※新ルートの詳細は8面を
ご覧ください。
■問土木管理課地域交通
グループ☎4566-2691
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NPO Farmers Market Association

＼11月頃オープン／  カフェ
「EAT GOOD PLACE 」

good=食べることから生まれる良いサイクルを
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＼11月頃オープン／  カフェ
「EAT GOOD PLACE 」
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災害時には感染症のリスクが高まります。これまで
の地震や風水害などの対策に、感染症対策を加え
た「複合災害」として防災対策を考える必要がありま
す。避難場所や避難に必要なものなど、感染症対
策も踏まえて検討しましょう。

避難先は救援センター（避難所）だけではありません。災
害と感染症から身を守る場所として、実家や親戚、知人
宅への避難ができるか検討しましょう。

避難についての考え方が変わります
感染症対策では、密を避けることが最も重要です。救援センター（避難所）に
多くの方が避難すると、感染拡大のリスクが高まります。どこにいるのが安
全なのかを考え、状況に応じて、避難場所を決めましょう。

❶自宅が安全な場合は、
　自宅にとどまる「在宅避難」を考えましょう　

❷安全な親戚・知人宅への
　避難を検討しましょう

❸「危険」と判断したら迷わず救援センター（避難所）へ今から
できること！

今から
できること！

今から
できること！

●非常用持ち出し袋の見直し
●マスク　●消毒用アルコール　●体温計　●上履き（スリッパ、靴下など）　●ごみ袋 など
感染症対策に有効なものを追加しましょう。
※避難時に必要な物は、各家庭によって異なります。前もって家族で話し合っておきましょう。

●救援センターの確認
　救援センター（避難所）の場所や避難経路をあらかじめ確認し、実際に歩いてみましょう。
救援センターの場所は防災地図で
チェック！防災危機管理課（区役所
本庁舎5階）、東・西区民事務所、
行政情報コーナー、各区民ひろば
で配布のほか、区ホームページでも
公開しています。

家の損壊などにより自宅にとどまることが危険な場合は、必要な物を持って最寄りの救援セン
ターに避難しましょう。

新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活に大きな影響をも
たらしています。災害対策も感染症対策を考慮した新たな対応
を行っていくことが必要になります。新たな災害対策とこれか
らの台風時期に備えた風水害対策に向けて、今からできること
を考え、防災対策を見直しましょう！
■問防災危機管理課管理グループ☎3981-2100

見直しましょう！

あなたの

防災対策
感染症対策を加えた新たな災害対策

詳細はこちら▶

情報を手に入れる準備をしましょう
災害時には情報が入ってくるのを待つのではなく、自ら確認することが大切で
す。区の安全・安心メールに登録するなど自分に合ったツールを活用し、情報
を手に入れる準備をしましょう。

防災行政無線が雨風で聞こえないときは

区から情報を発信！

☎0120－021131
防災行政無線の内容を電話で聞くことができます。

防災や防犯などに関する様々な
情報をメールでお届けします。

防災行政無線放送の
電話確認サービス

無料

安全・安心メール 豊島区公式
ホームページ

SNS
区ホームページや防災行政無線などで提供した情報や、訓練情
報などをTwitter、Facebookで発信しています。

昨年は９～10月に相次いで関東地方に台風が上陸し、各地に大き
な被害をもたらしました。いつ発生するかわからない超大型の台風
に備え、対策をしましょう。

●ハザードマップで自宅が浸水想定エリアに位置
している場合は救援センター（避難所）への避
難、または垂直避難（例：１階から２階以上へ
の避難）を検討しましょう。自宅が浸水想定の
ないエリア・階層に位置している場合は、水
害時にはあわてて避難する必要はありません。

●飛来物の衝突で窓ガラスが割れるのを防ぐた
め、雨戸やカーテンを閉めましょう。

台風が来たら

台風に備えた風水害対策
●ハザードマップを確認
　大雨が降ったときの自宅付近の
浸水想定を、ハザードマップで
確認しておきましょう。

◆土砂災害ハザードマップ
　区内の土砂災害警戒区域は21か所、そのうち
特別警戒区域は10か所あります。

◆洪水ハザードマップ
　大雨によって河川などが増水し、水があふれた
場合の浸水予想区域と浸水深を示しています。

◀詳細はこちら

各ハザードマップは、防災危
機管理課（区役所本庁舎5階）、
道路整備課(区役所本庁舎6
階)、東・西区民事務所で配
布のほか、区ホームページで
も公開しています。

●自宅の安全対策
　家具の転倒防止対策や、揺れを
感知した時に電気を自動的に止
める感震ブレーカーの設置な
ど、自宅の安全対策に努めま
しょう。

●備蓄のチェック
　避難生活の長期化や物流の遅延などを考え
て、３～７日分の飲料水・食料などの備蓄
があると安心です。特別なものを用意する
のではなく、できるだけ、普段の生活の中
で利用している食品などを備えるようにし
ましょう。ティッシュやごみ袋などの生活
用品に加えて、マスクや消毒液などの感染
症対策に有効なものも備蓄しましょう。

安全な場所にいる場合、救援セン
ター（避難所）に行く必要はありま
せん。そのためには日頃からの準
備が大切です。



施設に関する詳細は、区ホームページでもお知
らせしています。
●基本保育時間…午前7時15分～午後6時15分。
延長保育は午後7時15分まで。
■問保育課保育計画グループ☎4566-2490

一人ひとりがその人らしく暮らしていくことができる社会を実現するきっかけとなる
よう、男女平等推進センター（エポック10）の登録団体や運営委員の皆さんが、子
育てやジェンダーに関する講座を開催します。今年はオンラインで視聴できる講座
もあります！詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください。
■問男女平等推進センター ☎5952-9501

パネル展示を開催します
9月12日㈯～10月4日㈰
エポック10登録団体による活動紹介など
の展示を行います！

9月1日に
私立認可保育所を
新規開設しました

第48回豊島区消費生活展
「考えよう！ つくる責任・つかう責任」～ＳＤＧｓを知っていますか～

「知らなきゃ！マイクロプラスチックと私たちの暮らし」
最近耳にする「マイクロプラスチック問題」。プラスチックとの暮らしが何
を起こしているのでしょう。脱プラスチックライフ。そしてSDGsな暮ら
し方を考えます◇講師…農民連食品分析セン
ター所長／八田純人氏◇50名
■申電話かファクスかEメール（名前・連絡先・住所・
件名「消費生活展講演会申込み」を記載）で、9月
15日までに「生活産業課消費生活グループ☎
4566-2416　■FAX5992-7024　■EMA0014308@
city.toshima.lg.jp」へ。

池袋エリアを中心に、東京の多彩で奥深い
芸術文化を通して世界とつながることを目
指した都市型の総合芸術祭。プログラムな
どの詳細については、今後順次発表します！
■問東京芸術祭実行委員会事務局
☎050-1746-0996
（平日午前10時～午後6時）
■HPhttps://tokyo-festival.jp

フェスティバル/トーキョー（F/T）は、演劇、ダンス、音楽、美術、映像などの芸術
作品を池袋エリアを拠点に上演・実施している舞台芸術祭です。劇場
のみならず、まちの様々な場所で作品を発表します。
■問フェスティバル/トーキョー実行委員会事務局☎5961-5202
■HPhttps://www.festival-tokyo.jp

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用や手指消毒などにご協力ください。
各イベントは中止・延期・内容変更をする場合があります。詳細は問い合わせ先に確認してください。

9月30日㈬～10月4日㈰ （全6回）
あうるすぽっと
東京芸術祭2020オープニング作品として、
カズオ・イシグロの代表作「日の名残り」を
魅力的なキャストを迎えて朗読劇として上
演します。
10月3日㈯の午後1時と午後6時の回で
有料ライブを配信。

消費生活関係の活動団体などが私たちの体のことから地球環境
のことまで暮らしに役立つ情報をお届けします。
●SDGsを暮らしに活かそう！
●Rびんから地球環境を考える
●国産種子を守ることは、私たちの命を守ること
●プラスチックフリーを考える“エコたわし、チラシのゴミ袋、
蜜蝋ラップ”

●オーラルフレイルを知っていますか？　など
区の取組み
●区のSDGs紹介　●防災相談　●フードドライブ受付　など

区PRキャラクター
「としまななまる」
のエコバッグをプ
レゼント！（なくな
り次第終了）

捨てられたり、逃げたりしてのら猫になってしまった猫や、そののら猫から生
まれた子猫たち…。地域では、繁殖した猫の糞尿などで被害が発生していま
す。飼い主のいない猫も「愛護動物」なので、処分を目的として捕獲すること
はできません。
そこで、地域で暮らす猫のトラブルを地域の生活環境の問題として捉え、地
域の方々で話し合い、地域に合った方法で改善を図るために考案された活動
が「地域猫活動」です。
■問生活衛生課生活衛生グループ☎3987-4175

❶室内で飼いましょう。交通事故や失踪、感染症の予防、鳴き声による近
隣の迷惑防止にもなります。

❷迷子札やマイクロチップをつけるようにしましょう。

❸猫は、不妊去勢手術をしましょう。発情期の鳴き声やマーキングによる
強い臭気も防ぎます。

❹犬は、登録と年１回の狂犬病の予防接種が義務づけられています。

❺犬の散歩の時は、ふんの持ち帰りのビニール袋と、尿を流す水を入れた
ペットボトルなどの用意をしましょう。後始末は必ず行ってください。

❻万が一の際の預け先を考えましょう。飼い主には、ペットが寿命を迎える
まで適切に飼育する「終生飼養」の責任があります。自分の急な入院など、
突然の出来事があっても世話ができるよう準備をしておきましょう。

●飼い主のいない猫の
不妊去勢手術費を助成します
（東京都緊急促進事業補助金活用事業）

捕獲前に申請が必要です。手術後の申請では助成
は受けられません（術後は耳先をカットします）。
詳細は問い合わせてください。

●地域猫活動講習会
地域猫活動について知ってもらう
ための講習会を、毎月開催して
います（予約制）。

３つのルール

※エサを置いたままにするとカラスやハクビシンなどのエサとなるので注意しま
しょう。また、エサ場は近隣の迷惑とならないよう配慮をお願いします。

区内に42ある「地域協議会」が地域猫活動に取り組んでいます｡

効果

エポック10エポック10ミニフェスタ2020エポック10エポック10ミニフェスタ2020
みんな、力をもっているみんな、力をもっている

10月3日㈯　午後6～8時
◇「思いがけない妊娠」に戸惑い、
悩む女性が、孤立せずに社会と
つながるために、私たちにでき
ることは何かを考えます。
講師…NPO法人ピッコラーレ
代表理事／中島かおり氏

9月19日㈯、10月2日㈮～4日㈰　としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

9月18日㈮　としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）　※今回は物品販売は実施しません。

3月に開催できなかったTAAF2020のコンペティション部門ノミネート作品
の上映会を開催します。世界中から寄せられた才能豊かなアニメーション
作品を見られるまたとないチャンス！各作品の制作者からのスペシャルメッ
セージも公開予定。

ノミネート作品の長編4作品、短編32作品を上映。
上映作品や会場などの詳細は、TAAF公式ホームページ
■HPhttps://animefestival.jp/ja/参照。
■問東京アニメアワードフェスティバル実行委員会事務局
■EM info@animefestival.jp

グローバルリングでの再開第一弾ではＮ響メンバーによる室内合奏団をお招き
します。観覧は下記ホームページから事前申込制です。また、ライブ配信も行
います。
■問文化観光課観光企画グループ☎3981-4623

※本事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトライフ観光振興助成金」を
活用して実施しています。

9月26日㈯・27日㈰　新文芸坐

10月16日㈮～11月15日㈰ 予定

講演会 午後1時30分～3時 パネル展示ほか

期間中10日程度開催　トランパル大塚 ほか
アーティスト…ファビアン・プリオヴィル・ダンス・カンパニー
VRとコンテンポラリー・ダンスを組み合わせた作品づくりに取り組むファビア
ン・プリオヴィル。フェスティバル/トーキョー 20では公園やカフェなど公共の
場での上演を前提にしたVRプロジェク
ト「RENDEZ-VOUS」の東京版の制作に
臨みます。VRセットを装着、360度撮
影されたダンス映像を視聴するという新
しい鑑賞体験をお楽しみに！
※会場、スケジュール、参加方法、料金
などの詳細は決まり次第、フェスティバ
ル/トーキョー公式ホームページで発表。

９月30日㈬～11月29日㈰ 

ピックアップ

ピックアップ

プレゼント

Pick
up!
Pick
up!

ゴミを漁ることが少なくなる

地域の美化に貢献

子猫が増えない

①時間を決めたエサやりと片付け

②トイレの設置と清掃

③不妊去勢手術の実施

©Mischa Lorenz

©Aparte Film, Sacrebleu, Minds Meet

©Wizart Animation ©LES ARMATEURS

©Aparte ©Balance Film

午前10時～午後1時

今後のスケジュール

●9月17日㈭　出演…Ｎ響メンバーによる
　室内合奏団

●9月26日㈯　出演…西本智実（指揮者）
●10月7日㈬　出演…青島広志（作曲家）
●11月1日㈰　出演…西本智実（指揮者）

▲公式HP

原則毎週水曜日　午後7時から　※着席者のみの観覧
GLOBAL RING THEATRE（池袋西口公園内）

※翌年度以降4・5歳児の受け入れ枠を拡大予定です。
※延長保育の定員はありません。

のら猫クロッチ©NURUE

のら猫クロッチ©NURUE

聞こえていますか？
彼女たちのSOSの声
～妊娠相談の現場から見えてきたこと～

ラン デ ヴ ー

N響メンバーによる室内合奏団

あさ い

みつ ろう

申 HP EM FAX問い合わせ先　 申込み先　 ホームページ　 Eメール　 ファクス 　 フリーダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です問 申 HP EM FAX 保広報としま特集版  令和2年（2020年）  9月号  No.1892 豊島区役所  〒171-8422  豊島区南池袋2-45-1　 ホームページ  http://www.city.toshima.lg.jp/ 76

保育所名 所在地・運営法人

うぃず巣鴨駅前第二保育園 巣鴨1－26－2
㈱WITH

定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

36 － 12 12 12 0

日付 時間

9月9日㈬ 午前10時～10時30分

9月28日㈪ 午後3時30分～4時

会場…池袋保健所1階講堂

区分 申請者 要件 助成額
（1頭あたり）

一般申請

自宅付近で、地域
猫活動の３つの
ルールに基づき、
飼い主のいない猫
の管理を行ってい
る区民の方（地域
協議会エリアは、
地域協議会の活動
が優先）

●別世帯の区民が申請
者の活動に協力して
いること。
●助成は年度で6頭ま
で（ただし予算の範囲
内）。
●初めて申請する方は、
申請前に地域猫活動
講習会を受講してく
ださい。

不妊手術（メス）
…上限20,000円

去勢手術（オス）
…上限10,000円

麻酔のみ（手術し
なかった場合）
…上限3,000円

※協力病院で実施
地域協議会申請 地域協議会代表者 地域協議会エリア内



池
袋
駅

池
袋
駅

グリーン大通り

グリーン大通り

東池袋駅
東池袋駅

アニメイト
池袋本店
アニメイト
池袋本店

キュープラザ
池袋
キュープラザ
池袋

豊島区役所前
郵便局
豊島区役所前
郵便局

中池袋公園中池袋公園

第一イン池袋第一イン池袋

豊島区役所
東池袋分庁舎
豊島区役所
東池袋分庁舎

ビックカメラ
池袋本店
ビックカメラ
池袋本店

ビックカメラビックカメラ

P’パルコP’パルコ

池袋PARCO池袋PARCO

東武百貨店
池袋店
東武百貨店
池袋店

西武池袋本店西武池袋本店ルミネ池袋ルミネ池袋

ダイヤゲート
池袋
ダイヤゲート
池袋

WACCA
池袋
WACCA
池袋

ビックカメラビックカメラ

ビックカメラビックカメラ

東京信用金庫本店東京信用金庫本店

日本生命保険相互会社
池袋支社
日本生命保険相互会社
池袋支社

ヤマダ電機
LABI1
日本総本店
池袋

ヤマダ電機
LABI1
日本総本店
池袋

東池袋公園東池袋公園

東池袋中央公園東池袋中央公園

サンシャインシティサンシャインシティ

サンシャインシティプリンスホテルサンシャインシティプリンスホテル

あうるすぽっとあうるすぽっと

日出町公園日出町公園

日出町第二公園日出町第二公園

中央図書館中央図書館

池袋マルイ池袋マルイ 池袋駅
西口交番
池袋駅
西口交番

池袋西口公園
（グローバルリング）
池袋西口公園
（グローバルリング）

池袋駅東口池袋駅東口

東池袋駅東池袋駅

サンシャインシティプリンスホテルサンシャインシティプリンスホテル

南池袋公園南池袋公園
IKE・SUNPARKIKE・SUNPARK

Hareza池袋Hareza池袋

ハレザタワーハレザタワー

東京建物 Brillia HALL東京建物 Brillia HALL

としま区民センターとしま区民センター

ハローワーク池袋
（池袋本庁舎）
ハローワーク池袋
（池袋本庁舎）

池袋保健所池袋保健所

としまキッズパークとしまキッズパーク

東通り東通り
新設

新設

新設

豊島区役所豊島区役所

TOHOシネマズ池袋TOHOシネマズ池袋

池袋駅西口（北）池袋駅西口（北）

池袋駅西口（中央）池袋駅西口（中央）

東京芸術劇場東京芸術劇場

サンシャインシティ西サンシャインシティ西

ジュンク堂書店ジュンク堂書店

池袋
警察署
池袋
警察署

池袋消防署池袋消防署

IKE・Biz
（としま産業振興プラザ）
IKE・Biz
（としま産業振興プラザ）

ホテルメトロポリタンホテルメトロポリタン

国勢調査って何？
我が国の人口・世帯の実態を明らかに
することを目的として行われる国の最も
重要な統計調査です。５年ごとに実施
し、今回の調査は、大正９年を第１回
として21回目に当たり、実施100年の
節目を迎えます。

国勢調査がはじまります

開始１００年目の国勢調査にご回答お願いします！　■問区民活動推進課統計調査グループ☎6861-0041

Illustration by Eiji Mitooka + Don Design Associates

9月26日からIKEBUSが
新ルートを走ります　　　
より便利に、より楽しく
■問土木管理課地域交通グループ☎4566-2691

誰が対象？
令和2年10月1日現在、日本
国内に住んでいるすべての人
（外国人を含む）と世帯。

どうやって回答するの？
国勢調査員が9月14日から順次調査書類を各
世帯の郵便受けに投函します。
回答方法は「インターネット回答」または「郵送
回答（紙の調査票）」の２通りです。
約10分（1人世帯の場合）で回答できるため、
インターネット回答が便利です！

何を聞かれるの？
世帯員の数、出生の年月、配偶者の有無、
就業状態、従業地または通学地など。

何に使われるの？
●法令…衆議院議員小選挙区の改定、地方
交付税の算定、政党交付金の算定など。
●政策…少子・高齢化関連施策、医療・福
祉施策、産業振興、雇用対策、防災計画など。
●その他…学術研究、コンビニエンスストア
など小売店の立地計画など。

池袋駅西口から庁舎へ
行きやすくなりました！

●支払いは乗車時に現金で（紙幣は1000円
札のみ。QRコード決済を準備中）

●各ルートともに約20分間隔で運行
●定員は21名（座席14名、立ち乗り席7名）

東口循環ルート（Aルート）
東西循環ルート（Bルート）

とうかん
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運賃（円）
区分 大人 子ども・高齢者・障害者
1回券 200 100
1日券 500 250
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