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世帯
人数 基準年間収入 世帯の

預貯金額
1人 150万円以下 350万円以下
2人 200万円以下 450万円以下

3人
以上

1人増えるご
とに50万円を
加える

1人増えるご
とに100万円
を加える

子育て・教育子育て・教育
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後期高齢者医療後期高齢者医療

発達障害に関する
ご相談をお受けします

発達障害全般について、年齢を問
わず、当事者や家族からの相談に応
じます。相談内容により、適切な機
関へ紹介します※面接相談希望者は
事前に要予約。
█問発達障害者相談グループ☎4566‐
2445

介護サービス利用者の方へ
生計困難者の利用者負担額
軽減制度があります

介護サービス利用者で、特に生計
が困難な方の、利用者負担額の4分
の1を軽減する制度があります。
◇対象…次のすべてに該当する方
（要申請）。①世帯全員が住民税非課
税で、世帯の年間収入と預貯金額が
別表に該当している、②世帯がその
居住の用に供する家屋その他日常生
活のために必要な資産以外に活用し
得る資産を所有していない、③負担
能力のある親族等に扶養されていな
い、④介護保険料を滞納していない
※サービス提供事業者が利用料の軽
減を申し出ている場合のみ。対象外
のサービスもあり。詳細は問い合わ
せてください。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

千川中学校の
改築スケジュールの変更について

令和5年度から改築工事を予定し
ていましたが、仮校舎を旧真和中学
校から旧平和小学校跡地へ変更する
ことに伴い、改築スケジュールを変
更します。
【変更前工事期間】令和5年4月～令
和7年7月（旧真和中仮校舎）
【変更後の最短スケジュール】令和6
年4月～令和8年7月（旧平和小仮
校舎）※スケジュールが確定次第、
改めてお知らせします。
█問学校改築推進グループ☎4566‐2789

パパの応援講座＆
ウェルカム赤ちゃん
「ここが出番！ママの体ケア講座」

10月25日㈰ 午後1時30分～3時
30分 西部子ども家庭支援センター
◇①パパの応援講座…パパ同士の座
談会、②ウェルカム赤ちゃん…育児
支援サービスの紹介、先輩ママとパ
パの話、①②とも…産後ママへのマ
ッサージ法を学ぶ。講師…理学療法
士／高木 翔氏◇①区内在住で1歳
6か月までの子どもと父親とその家
族、②区内在住で第1子を妊娠中の
方とその家族。参加は東・西子ども
家庭支援センター合わせて子ども1
名につき1回◇各5組
█申電話で当センター☎5966‐3131へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

スマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

11月11日㈬ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇子ど

もとの関わりで大切なことを学ぶ。
絵本のプレゼントあり。講師…（一
社）親と子どもの臨床支援センター
代表理事／帆足暁子氏◇区内在住で
1歳6か月までの子どもの保護者。
参加は東・西子ども家庭支援センタ
ー合わせて子ども1名につき1回◇
7名█保2か月以上未就学児。2か月
未満は親子同席。5名。要予約。
█申10月12日午前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。

「ノーバディーズ・パーフェクト」
～完璧な親なんていない～（全6回）

11月12日～12月17日 木曜日 午
前10時～正午 東部子ども家庭支援
センター◇グループワークを通して、
自分らしい子育てを考えるプログラ
ム。子育てや自分のこと、家族のこ
となど、悩みや思いを話し合う◇区
内在住で1～3歳未満の第1子を育
てている母親※全回参加できる方◇
10名█保5か月以上。
█申10月12日午前10時～23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11月4日までに
電話連絡。

「法の日」特設電話無料相談

10月25日㈰ 午前9時30分～午後
3時30分◇豊島法曹会の弁護士によ
る電話無料法律相談。1名30分以内
の相談◇区内在住、在勤、在学の方
◇12名
█申電話で区民相談課庶務・相談グル
ープ☎3981‐4164へ※先着順。

空き家・相続・不動産無料相談

10月28日㈬ 午後1～5時 とし
ま区民センター◇弁護士、不動産鑑
定士、司法書士、税理士などによる
相続、不動産全般の個別相談会◇区
内在住、区内に土地建物を所有の方
◇10組程度
█申電話で「NPO 法人日本地主家主
協会☎3320‐6281」へ※先着順。

子育てファミリー世帯
家賃助成制度

区内の良質な民間賃貸住宅に転居
（転入）した場合に、一定の要件を満
たす子育てファミリー世帯に対し、
転居後の家賃の一部を一定期間助成
します※転居（転入）後1年以内に申
請が必要です。詳細は問い合わせて
ください。
█問住宅課相談グループ☎3981‐2683

後期高齢者医療保険料の
納付書（10～12月）を
10月中旬に発送します

◇対象…普通徴収の方（口座振替の
方を除く）
◇納付方法…毎月末日（末日が土・
日曜日、祝日の場合は翌営業日）ま
でに、金融機関、コンビニエンスス
トア、区役所、東・西区民事務所の
窓口でお支払いください。期限内の
納付が困難な場合は、早めに相談し
てください。
█問保険料など…後期高齢者医療グル
ープ☎3981‐1937、納付相談…整理
収納グループ☎3981‐1459

10月27日㈫～11月1日㈰ 午前10時～午後
5時（入館は閉館の30分前まで） 自由学園明
日館講堂（西池袋2‐31‐3）◇画家・熊谷守
一が45年間暮らしたアトリエに残されていた、
独特な生活ぶりがうかがえる貴重な資料を展
示。
●関連講演会…守一を写した3年間
10月31日㈯ 午後2時～3時30分 自由学
園明日館講堂◇講師…写真家／藤森 武氏◇
40名█申申込みフォーム（下記2次元コード参
照）から10月20日までに申込み。ファクス（2
面記入例参照。ファクス番号も記入）でとし
ま未来文化財団█FAX3984‐0865も
可※応募者多数の場合は抽選。
█問当財団活動支援グループ☎
3981‐4732

●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。

●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。

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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熊谷守一のアトリエにあったもの展
―熊谷守一生誕140年記念―
熊谷守一のアトリエにあったもの展
―熊谷守一生誕140年記念―

イベントなどに参加する際は
マスクの着用等にご協力をお願いします。
イベントなどに参加する際は
マスクの着用等にご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や
手指の消毒をお願いします。また体調がすぐれないときは、
無理せず自宅で待機しましょう。

●「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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官公署だより

後期高齢者医療保険料の
催告書を10月中旬に発送します

◇対象…7月期までの保険料に未納
がある方◇納付期限…11月2日まで
に、金融機関、コンビ二エンススト
ア、区役所、東・西区民事務所窓口
でお支払いください。期限内の納付
が困難な場合は、早めに相談してく
ださい。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

がん先進医療費利子補給事業の
ご案内・がん対策募金のお願い

がんの先進医療を受ける方が医療
費の融資を受ける際に、最大8年間
の利子相当額を助成します。また、
区ではがんに関する正しい知識の普
及啓発や、がん検診推進の取組みな
どに役立てるため、寄付を広く募集
しています。詳細は区ホームページ
参照か問い合わせてください。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

東北支援チャリティ上映会
「Life 生きてゆく」＆監督トーク

11月11日㈬ 午後6時30分開演
（午後5時40分開場） としま区民セ
ンター◇東日本大震災被災地の福島
県で、家族の捜索活動を続ける人々
の姿を追ったドキュメンタリー◇80
名◇一般1，000円、高校生500円、中
学生以下無料。
█申電話で防災事業グループ☎4566‐
2572へ。または E メールで防災ボ
ランティア灯りの会█EMakarinokait
okyo@yahoo.co.jp へ※先着順。

―めじろアートナイト―

①vol．4月下の薩摩琵琶―アジアか
ら伝わった日本の音― 11月21日㈯
午後7時～8時30分（午後6時30分受
付開始）◇奏者として第一線で活躍
し、NHK大河ドラマなどの芸能考証
などでも著名な講師を迎え、演奏と
ともに薩摩琵琶の面白さや幅広い文
化・芸能交流活動の貴重な体験談を
語る◇中学生以上◇60名◇1，800円
②vol．5―ピアノとギター癒しのひ
ととき― 11月22日㈰ 午後7～8
時（午後6時30分受付開始）◇ピアノ
とギターによる生演奏と美しい庭園
風景のコラボレーション。オリジナ
ル曲やだれもが知っている曲を演奏
◇60名◇1，500円
いずれも赤鳥庵（目白庭園）◇ライ

トアップ料金含む█申往復はがきかフ
ァクスか Eメール（下部記入例参照。
ファクス番号も記入）で「〒171‐
0031 目白3‐20‐18 目白庭園、
█FAX5996‐4886、█EMinfo@mejiro-gar
den.com」へ。直接窓口申込みも可
※先着順。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

〈シニア向け〉足裏と爪の健康から
取り組むフレイル予防講座

10月30日㈮ 午後2時～3時30分
上池袋コミュニティセンター◇外反
母趾やウオノメ、足の爪に悩みはあ
りませんか？いつまでも自分の足で
歩くために、足裏や爪の健康からフ
レイル予防を考える。講師…麻布整
形外科クリニック医師／町田英一氏
◇区内在住、在勤の65歳以上の方◇
30名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

シニアの介護予防のための
携帯電話講座

①11月2日㈪ 東池袋フレイル対策

センター、②11月25日㈬ 高田介護
予防センター いずれも午後1時～
2時30分◇携帯電話を使って情報を
得たり、人とつながることでフレイ
ル予防や認知症予防につなげる。豊
島区のメールマガジンの登録やとし
まる体操の検索方法を体験する。講
師…作業療法士／今井悠人氏◇区内
在住、在勤の65歳以上の方◇各回12
名◇携帯電話持参（持っていない方
も参加可）█申電話で①は東池袋フレ
イル対策センター☎5924‐6212、②
は高田介護予防センター☎3590‐
8116へ※先着順。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2433

心もスッキリ！片付け講座「モ
ノと心と時間の整理術」（全2回）

11月6・13日 金曜日 午後2～
4時 男女平等推進センター◇家事
や生活しやすい整理整頓の仕方を学
ぶ。講師…横浜Ｔキューブ・スタイ
ル代表／藤岡聖子氏◇15名█保定員あ
り。要予約。
█申電話かファクスか E メールで「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

生きがいＭＡＰワークショップ

11月10日㈫ 午前10時～正午 男
女平等推進センター◇今ここにある
幸せを感じながら日々を過ごすため
に、「生きがい」についての理解と関
心を深め、これからの自分が歩く道
を探すおとなのためのセミナー◇20
歳以上◇15名█保定員あり。要予約。
█申電話かファクスかＥメールで「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

シニア生涯ワーキングセミナー

11月18日㈬ 午後1時～3時45分
（開場午後0時30分） としま産業振
興プラザ(IKE・Biz）◇年金などの各
種制度の基本的知識を学び、シニア
世代の「働き方」を考える◇55歳以上
で働く意欲のある方◇30名◇電卓、
筆記用具持参。
█申電話で当セミナー予約専用窓口
（公社）長寿社会文化協会☎5843‐
7665へ※先着順。

区民ウォーキング大会
「上野寛永寺から白山神社と散策」

11月1日㈰ 午前9時50分集合、
午前10時出発 ＪＲ山手線鶯谷駅南
口駅前広場集合◇鶯谷駅～寛永寺～
谷中銀座～白山神社～白山駅◇300
円█申当日集合場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

シニアのためのウォーキング
「雑司が谷七福神めぐり」

11月8日㈰※雨天中止 午前9時
30分 雑司が谷地域文化創造館集合
◇雑司が谷地域文化創造館から�子

母神、大鳥神社などを巡る（約2時
間）◇区内在住、在勤の方◇40名◇
200円◇歩きやすい服装、靴
█申往復はがき（下部記入例参照。参
加者全員分を記入）か電話で10月19
日（必着）までに学習・スポーツ課☎
4566‐2764へ※先着順。

楽々初心者水泳教室（全3回）

11月10～24日 火曜日 午前10時
～正午 雑司が谷体育館◇区内在住、
在勤、在学の18歳以上で泳力10ｍ程
度の方◇20名◇3，000円█申はがきで
10月27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

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。

マイナンバーカード交付等業務
（会計年度任用職員）

◇窓口業務（マイナンバーカードの
交付、電子証明書の発行・更新な
ど）、入力作業など◇勤務地…東部
区民事務所または西部区民事務所◇
任期…12月1日～令和3年3月31日
█申所定の申込書（当事務所で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）を10月20日午後5時までに当事
務所窓口に本人が持参。
█問東部区民事務所☎3915‐9961、西
部区民事務所☎4566‐4021

千早図書館

11月18日㈬～22日㈰◇外壁の補修
工事のため。
█問当館☎3955‐8361

●東京法務局豊島出張所
「二次元バーコード（QR コード）付
き書面申請をご利用ください」
登記・供託オンライン申請システ
ム（登記ねっと）から「申請用総合シ
ステム」をダウンロードし、ご利用
のパソコンにインストールすればど
なたでも利用できます。また、電子
署名は不要なため、電子証明書がな
くても利用できます。詳しくは法務
省ホームページをご覧ください。
█問当出張所☎3971‐1616（代表）

3月に策定した「池
袋地区駐車場地域ル
ール」の運用が10月
から始まりました。
「池袋地区駐車場
地域ルール」は、床
面積1，500㎡以上の
建物の新築や建替え
などの際に適用され
る、東京都駐車場条
例に基づく附置義務
駐車施設に関する基
準を独自に定めたも
のです。
詳細は区ホームペ
ージ参照か問い合わ
せてください。
█問交通政策グループ
☎4566‐2635

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
7月17日に、豊島区が東京都で唯一「SDGs 未来都市」と「自治体 SDGs

モデル事業」にダブル選定されるという快挙を成し遂げました。今後、後
期・基本計画への SDGs の考え方の反映をはじめ、イケ・サンパークで
のファーマーズ・マーケットの開催、SDGs 特命大使の新設、SDGs 債の
購入など、SDGs の実現に向けて全庁一丸となった取組みを着実に展開し
ていきます。
1．令和元年度決算
一般会計歳入歳出決算額は、歳入が1，462億9，762万円、歳出は1，424億

5，986万円で、実質収支は32億5，657万円の黒字と過去10年間で最大です。
歳入は数年にわたり大きく減収することが想定される一方、感染症対策は
当面の間続くと予想されます。既存事業の見直しを図るほか、予算事業の
執行管理を徹底することで、持続可能な財政運営の堅持に努めていきます。
見直しを検討している公共施設の建設事業などは、区民ひろばなどリース
契約済で区民の皆さんが利用する案件について、再開します。
2．新型コロナウイルス感染症対策の取組み
（1）感染者数の状況等、職員の感染状況
豊島区の感染者数は、9月13日時点で累計706名です。6月下旬以降再

び感染者数が増加し、一時は1週間に60名以上の感染者を確認しましたが、
8月下旬以降は徐々に減少しています。豊島区職員の感染状況は7月17日
に初めて感染者が確認されて以降、これまでに4名が感染していますが、
区民サービスに影響することのないよう、適切に対処しています。
（2）池袋繁華街感染防止対策
6月下旬に、池袋地区のホストクラブで、豊島区初めてのクラスターの
発生が報告されました。区民や来街者の安全・安心を確保するため、区内
ホストクラブの全従業員を対象に PCR 検査を実施、7月下旬から8月中
旬には、延べ12日間かけて「池袋繁華街感染拡大防止キャンペーン」を実施
しました。8月末時点で3，432件にのぼる事業者が参加し、まち全体・官
民一体で感染予防に取り組む機運を、さらに醸成することができました。
（3）PCR検査
「豊島区方式」の次の対策として、「子ども・子育て世帯にやさしいまち」
を推進するため、幼稚園や保育施設、小・中学校、学童クラブなどに勤務
する委託業者を含めた職員に対する PCR 検査補助に係る経費を計上しま
した。これは PCR 検査の対象になっていないものの家族や同僚が濃厚接
触者に特定された場合などに、自己負担なしで PCR 検査を受けられるこ
とを目的としています。医師会および歯科医師会との連携による区独自の
PCR 検査センターでは、8月に週2回の検査を週3回に増やすとともに、
センターの運営を今年度末まで延長するなど、検査体制を強化しています。
（4）生活困窮者への支援
くらし・しごと相談支援センターの相談件数は、これまでに既に1万件
を超えています。住居確保給付金の貸付申請は、4月以降約1，200件、緊
急小口・総合支援資金の貸付は、約8，800件の申請をいただいております。
（5）子育て世帯への支援
低所得のひとり親世帯を対象として、区独自のひとり親世帯緊急支援給
付金を1世帯当たり5万円、第2子以降1人当たり3万円を、8月25日に
支給しました。さらに、低所得のひとり親世帯約1，100世帯を対象に、「コ
ロナに負けるな！としま」医療・福祉支援寄附金を活用し、区内の NPO
と連携して、精米5㎏などを配布する事業を先月から開始しました。11月
ごろには2回目の実施を予定しています。
（6）中小企業への支援
中小企業支援として区が新たに設けた融資制度の申込み件数は、8月31
日現在、788件です。また、行政書士会による申請手続の補助事業は、8
月31日現在、206件利用されています。補助事業は、支援期間を12月末日
まで延長するとともに、国の家賃支援給付金、東京都の家賃等支援給付金
や営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を対象に加えるなど、状況に応
じて支援を拡充しています。
（7）庁内コミュニケーションのリモート化
4月から感染症対策本部や未来戦略会議などの庁内会議をウェブ会議に
より実施し、8月から外部との会議に利用する専用機器を備えたウェブ会
議室を設置しました。
3．防災の取組み
風水害時の救援センターを8か所から35か所に拡大し、救援センターの
開設標準マニュアルも改訂しました。職員体制を風水害時にも震災時と同
じ規模の約240名体制とすることで、万全の体制を整えていきます。また、
感染症のリスクも考慮し、災害時にも対策を取ることで自宅にとどまる自
宅避難、安全な親せき・知人宅に避難する縁故避難など、分散避難の導入
も全庁的に議論していきます。
4．国際アート・カルチャー都市の推進
（1）としまキッズパークのオープン
としまキッズパークが9月26日に開園となります。IKEBUS を監修いた

だいた水戸岡 鋭治氏のデザインで、池袋レッドに囲まれた子どもたちの
夢の空間です。23区初となるインクルーシブ公園として、障害のある子も
ない子も一緒に、ミニトレイン「イケデン」などを楽しめます。公園の開園
に併せて IKEBUS の乗り入れが始まり、10月からは、保育園や幼稚園の
子どもたちが IKEBUS に乗って、毎日、遠足にやってきます。
（2）としま文化の日の創設
国際アート・カルチャー都市のシンボルHareza 池袋の幕開けとなった

11月1日を記念日として、「としま文化の日」を設けることとしました。当
日は、第1部として東京建物 Brillia HALL で、文化の日の制定を発表す
るとともに、文化芸術顧問である近藤誠一氏の基調講演、また、これまで
区の文化行政に多大なる貢献をいただいた方々に、令和初の文化功労表彰
を行います。第2部はスペシャル公演として「区民で祝うとしま文化の日」
と題して、コンドルズが新しい「祝祭」の踊りを披露します。
（3）トキワ荘マンガミュージアム
7月7日から一般公開がはじまり、8月末現在1万6千人を超える予約
を受付け、今なお増え続けている状況です。ミュージアムを拠点としてト

キワ荘通りお休み処、新設のトキワ荘マンガステーションと地域全体の賑
わいを創出しています。開館記念企画展に区民優先日を設け、地元の椎名
町小学校、富士見台小学校の児童たちも地域学習の一環として来館してい
ます。次の企画展は、手塚プロダクションの協力をいただき、「トキワ荘
のアニキ 寺田ヒロオ展」を開催します。
（4）文化イベントの再開
「ふくろ祭り」は「東京よさこいプレゼンツＨ－1グランプリ」として生ま
れ変わり、今年度は SNS上で「演舞の動画コンテスト」を実施します。「T
okyo Music Evening YUBE」は完全予約制で、第一弾は「ＮＨＫ交響楽
団メンバーによる室内合奏団」、9月26日と11月1日には西本智実氏率い
るイルミネートフィルハーモニーオーケストラ、10月7日には「青島広志
の10倍楽しいオペラ」、11月26日には芸術顧問である小林研一郎氏率いる
「コバケンとその仲間たちオーケストラ」が登場します。また、熊谷守一の
生誕140周年を記念して、「熊谷守一のアトリエにあったもの展」を10月27
日から11月1日に、自由学園明日館で開催します。
（5）IKE・SUNPARK ファーマーズ・マーケット
7月11日に開園したとしまみどりの防災公園「IKE・SUNPARK」は、毎

週末、園内で豊島区オリジナルの日本最大級のマーケットを開催する予定
です。埼玉県の新鮮な野菜や果物などの販売を中心に、区内商店街の名店
が一同に出店し、さらに区内の若手事業者の新たなチャレンジの場も設け、
姉妹都市を始めとした国内85の交流都市の中から厳選された物産品なども
揃う魅力的なマーケットを目指し、公園の管理者と連携して進めていきま
す。豊島区が取り組む「SDGs 未来都市」「自治体 SDGs モデル事業」の第
一弾として位置づけられています。
5．まちづくり・環境
（1）IKEBUS新ルート
IKEBUS は昨年11月に、東口循環と東西循環の2つのルートで運行を開
始しました。東西循環は、8月1日より西口からメトロポリタンホテル、
ビックリガード、東通りを通過し、最短で区役所本庁舎へ到着することが
可能となり、さらに9月26日のキッズパーク開園にあわせ、2つのルート
ともに IKE・SUNPARKへの乗り入れを行います。10月31日より南北区道
の歩行者優先化も実施することになりました。
（2）大塚駅北口の整備
大塚駅北口では、この事業の象徴となる大リングや3つのモニュメント
が完成し、新しい駅前広場のイメージが掴めるようになってきました。こ
の先は道路工事や植栽帯の整備を行い、来年の3月末には完成する予定で
す。
（3）カーボン・オフセット協定
箕輪町の森林を「としまの森」として整備し、豊島区から排出される温室
効果ガスを相殺する協定を9月1日に締結しました。箕輪町で整備する森
林は2．9ヘクタールで、区内で排出される二酸化炭素の約28トンが吸収さ
れる見込みです。すでに実施している秩父市の相殺分と合わせ、吸収され
る二酸化炭素は50トンになり、森林環境譲与税を財源として、地方の林業
対策と都市の地球温暖化対策を両立させる、23区でも先駆的な取り組みで
す。
（4）プラスチック製容器包装の分別収集
「第四次一般廃棄物処理基本計画」の策定に向け、リサイクル・清掃審議
会で活発に議論していただいています。プラスチック製容器包装の分別収
集の導入について、8月27日に開催された審議会では、「区民にとって分
かりやすい出し方、コスト、環境負荷などについて、実態調査や実証試験
等に基づき、さらに具体的な検証を加えたうえで導入に関する検討を行う
べき。」との中間のまとめが出されました。
6．福祉・健康
KDDI と合同でスマートフォンのアプリを活用した健康増進の取組みを
行います。具体的な事業の構想はこれからですが、日常の健康管理からリ
スク分析、医師などへの受診勧奨、イベント情報の提供などによる外出促
進などを実現したいと考えています。令和4年度までの3年間、段階的に
実証実験を行っていきます。また、75歳以上の高齢者を対象に、往復はが
きによる呼びかけを実施することとしました。健康などについて心配のあ
る方には、返信用はがきにその旨をご記入いただき、改めて区から状況確
認の電話連絡を行うものです。
7．子育て
虐待の予防、早期発見、早期対応のため、NPO団体との連携により、
支援を必要とする家庭を訪問し、個々の状況に応じた実効性の高いプログ
ラムを作成して支援につなげていきます。また、第2期豊島区子どもの権
利委員会へ子どもの権利擁護に関する施策について諮問し、子どもの権利
擁護委員のあり方も含め、専門的かつ幅広い見地から検討していただきま
す。さらに各保育園のマスクや消毒液などの衛生用品の購入経費として、
1施設50万円を上限に補助を行い、さらなる補助として、区内のすべての
認可保育施設などに対し、総額3，608万円を本定例会の補正予算に計上し
ました。
8．教育
（1）タブレットパソコン1人1台体制の進捗
日本中のどこよりも早く、区立小・中学校の児童生徒に対し「タブレッ
トパソコン1人1台体制」の整備を進めました。学校でも家庭でも活用で
きるタブレットパソコンをすべての子どもたちに貸与することで、「一人
も取り残さない」対応を早期に実現できたことは、「SDGs モデル都市」で
ある豊島区にふさわしい取組みとなりました。今後、不登校の児童生徒や
外国籍の児童・生徒に対しても、1人1台体制の利点を大いに活かしてい
きます。
（2）子どもスキップ学童クラブにおける公民連携の取組み
ワタミ株式会社と教育委員会が7月29日に協定を締結し、1食500円の

宅配弁当の提供を試行的にすべての学童クラブで実施しました。夏休み中
の平日9日間で2，047食の注文があり、平均すると各学童クラブで毎日約
10食を提供したことになります。今後、利用者アンケートを実施して、次
期の休業期間に向け課題を検討していきます。

「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。

10月1日から「池袋地区駐車場地域ルール」の
運用を開始しました！

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

適用範囲

第3回区議会定例会区長招集あいさつ 9月16日、高野区長が行った、招集あいさつの抜粋・要約です。
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保健所カレンダー月
1111 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

自宅の郵便ポストに海外からの小包が投函されていた。心当たりはなかったが私宛だったので開封すると、注文した覚えのない衣類が
入っていた。注文書や請求書は同梱されておらず、海外に知り合いはいないのでプレゼントではないと思う。送り元が外国語で記載され
ているため解読できず、送り返すわけにも行かず困っている。後から代金を請求されないだろうか。送り付け商法なのか。

送り付け商法とは…購入する意思のない者に対し一方的に商品を送り付ける手口で、相手方から商品
の返送もしくは購入しない旨の通知がない限り、購入の意思があるとみなして代金を請求する行為です。
以前から暮らしを脅かす悪質商法の一つとされています。
一時期は請求書が同梱されているケースが多く、受け取った消費者が支払っ

てしまう被害が散見されましたが、最近の特徴は海外から届き、請求書が同梱
されていないケースがほとんどであるため、送り付け商法に当たるのか分かり
づらくなっています。
今年に入り、本格的に新型コロナウイルス感染症が懸念され始めてからマス

クやトイレットペーパー、体温計の送り付けと思われるトラブルが急増しまし
た。事例のような衣類のほか、おもちゃ、アクセサリーなど、商品も様々です。

雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆10月コース型教室 月曜日①バ
ドミントン教室（初級）…午後1時
40分～3時、②骨盤からダイエッ
ト…午後3時20分～4時20分、③
幼児水泳教室（初心者）…午後2時
55分～3時45分、水曜日④ヨガ
（パワー系）…午前11時～正午、⑤
ストレッチ＆ワークアウト…午後
7時30分～8時30分、木曜日⑥ヨ
ガ＆ストレッチ…午後1時45分～
2時45分、⑦脂肪スッキリ…午後
1時40分～2時40分、⑧幼児水泳
教室（初心者）…午後3時40分～4
時30分、金曜日⑨ピラティス…午

お と な

後1時30分～2時30分、⑩大人バ
レエ（入門）…午後6時30分～7時
30分、土曜日⑪ピラティス（ベー
シック）…午後1時45分～2時45
分、⑫アクアビクス…午後1時15

お と な

分～2時15分、日曜日⑬大人水泳
教室…午後1時40分～2時30分
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆武道場教室のご案内 月曜日①
ママ骨盤調整ピラティス…午前10
～11時◇35名、②ジェンヌヨガ…
正午～午後1時◇40名、火曜日③
かんたん椅子ヨガ…午後0時30分
～1時30分◇30名、木曜日④シニ
ア体操プラス…午後1～2時◇35

名、金曜日⑤ピラティス…午前10
～11時◇45名、⑥24式太極拳…午
前11時15分～午後0時15分◇35名、
⑦48式太極拳…午後0時30分～1
時30分◇35名、⑧シニア体操…午
後2～3時◇30名
いずれも祝日は休講◇800円◇

シューズ不要█申当日開始1時間前
から9階フロントで受付◇スタジ
オ、プールの当日受付教室も多数
あり。詳細は問い合わせてくださ
い。
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、本人確認用証明書、写真
（スナップ写真可）を持参し、直接
当館窓口へ。

11月 母子健康相談〔予約制〕

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〕

5・19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〕

12・26日㈭
午前9～10時

10・24日㈫
午前9～10時

母親学級〔予約制〕 7日㈯
午前9時～正午

4・11・18日㈬
午後0時40分～1時

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
8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

13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

4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〕 13日㈮
午後1～2時

18日㈬
午後1時15分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 12日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 4日㈬
午後1時5分～2時45分

ＨＩＶ（エイズ）検査〔予約制〕
※結果は検査の1週間後

9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

13日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ

の
健
康

こころの相談〔予約制〕 11日㈬ 午後2～4時
家族相談〔予約制〕 9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）〔予約制〕
4日㈬ 午後2時～3時30分
█問公害保健グループ☎3987‐
4220※電話相談は随時

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〕

16日㈪ 午前10時～10時30分
25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

17日㈫ 区民ひろば西池袋 午前10時～10時30分
20日㈮ 区民ひろば駒込 午後1時30分～2時
█問池袋保健所☎3987‐4174

18日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
30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

海外から注文していない商品が届いた！ █問消費生活グループ☎3984‐5515

解 説

注文していない商品が届いたら…
�家族が注文していませんか？
�家族や友人からのプレゼントで
はないですか？

いずれも該当しない場合は消費生
活センターに相談しましょう！

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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