
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

福  祉福  祉
まちづくりまちづくり

【結果の公表】

としま文化の日条例を
制定しました

当条例の制定について、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
きしました。
●閲覧できます…条例は12月28日ま
で文化デザイン課、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。
█問施策調整グループ☎3981‐1476

接骨院・整骨院（柔道整復師）の
施術を受ける方へ

接骨院・整骨院での施術は、健康
保険を使えない場合があります。正
しい理解と適正な受診をお願いしま
す。
◇使える場合…急性または急性に準
ずる外傷性の骨折、脱臼、打撲およ
び捻挫で、内科的原因による疾患で
はないもの（骨折・脱臼は、応急手
当の場合を除き医師の同意が必要）。
◇使えない場合…日常生活からくる
疲れ、体調不良や肩こり、スポーツ
などによる筋肉疲労、神経痛やリウ
マチなど病気が原因の痛み、労災保
険が適用となる仕事中や通勤途中に
おきた負傷。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

12月上旬に国民健康保険料の納付
書（12～3月期分）を送付します

◇対象…納付書をご利用の方。
◇納付方法…毎月末日（金融機関の
休業日の場合は翌営業日）までに銀
行、郵便局などの金融機関、コンビ
ニエンスストア、区役所公金納付窓
口、東・西区民事務所の窓口でお支
払いください。また、Yahoo!イン
ターネット公金支払やモバイルレジ、
LINE Pay による納付も可能です。
納付書が届かない場合は、問い合わ
せてください。
※国民健康保険料は、総所得金額な
どを基に計算しているため、所得が
判明した場合や変更になった場合は
再計算し、随時変更通知を送付しま
す。納付は納め忘れのない口座振替
が便利です。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

高齢者出張理美容サービス
助成のご案内

◇対象…65歳以上で要介護4以上の
在宅の方。
◇内容…外出できない高齢者に、理
美容店から自宅へ出張して散髪。
◇負担額…介護保険所得段階1～3
の方は無料、4以上の方は1回
1，400円。
◇相談・申請場所…高齢者総合相談
センター
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

10月1日から障害者手帳の
カード形式を導入しました

従来の紙形式に加え、カード形式
の障害者手帳を所定の申請時に選べ
るようになりました。
�身体障害者手帳…対象／すべての
申請█問障害福祉課身体障害者支援第
一・第二グループ☎3981‐2141
�愛の手帳（東京都療育手帳）…対象
／再交付申請█問障害福祉課知的障害
者支援グループ☎3981‐1853
�精神障害者保健福祉手帳…対象／
新規申請、更新申請（診断書猶予に
よるものは除く）█問池袋保健所健康
推進課☎3987‐4172、長崎健康相談
所☎3957‐1191

第39回豊島区高齢者クラブ連合会
「作品展」のご案内

11月30日㈪～12月2日㈬ 午前9
時～午後4時（30日は午後1時から、
2日は午後2時まで） としまセン
タースクエア（区役所本庁舎1階）◇
出品種目…絵画、写真、書道、彫刻、
陶芸、俳句、手芸、生花など
█問当会☎5950‐2511（火・木曜日）、
高齢者福祉課☎4566‐2429

第14回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」作品募集

◇対象…区内在住、在勤、在学また
は区内の施設に通所・入所する障害
のある方、難病・発達障害などの方
が制作した個人作品や、区内の障害
者施設で制作した団体作品。
◇募集作品…①絵画・書・写真・版
画など／縦1辺＋横1辺が200㎝以
内※会場のパネルに吊り下げられる

ものに限る、②造形／縦1辺＋横1
辺＋高さ1辺が200㎝以内で重量が
10㎏以内で自立し展示できる状態の
もの。
◇表彰…美術関係者による審査。最
優秀賞、優秀賞、審査員特別賞ほか。
█申所定の応募用紙（障害福祉課、心
身障害者福祉センター、各障害支援
センターで配布。区ホームページか
らダウンロードも可）に作品の写真
を添えて、12月1日～令和3年1月
29日（必着）の間に障害福祉課窓口へ
持参か郵送。
█問当課管理・政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

第3回空き家セミナー
「親子で考える実家の終活！
～今からできる空き家対策のお話～」

12月5日㈯ 午前10時～正午 上
池袋コミュニティセンター◇空き家
問題の原因から利活用、相続問題な
どを今までの相談実例を交え紹介。
個別相談あり（要予約）◇30名
█申電話かファクスかＥメールで「住
宅課施策推進グループ☎3981‐2655、
█FAX3980‐5136、█EMA0022901@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

ＫＤＤＩ（株）が開発するスマートフォ
ン用健康管理アプリ「ポケットヘルスケ
ア」を活用した実証事業を開始しました。
詳細は、各戸配布中の案
内か、ＫＤＤＩ（株）の特
設ホームページ（右記2
次元コードから読み取り
も可）参照。

①日々の運動・活動の管理、②健診結果
から生活習慣病のリスクを表示、③カラ
ダの気になる症状を AI がサポート、④
日々の活動で貯めたポイントで景品の抽
選に参加。
█問総合高齢社会対策推進室☎4566‐2426

●こころといのちの相談窓口
新型コロナウイルス感染症の拡大と生活様式の変化により、
多くの人がストレスにさらされています。
「眠れない」「人が苦手」「もういやだ」そんな気持ちを感じ悩
んでいる方は、相談窓口をご利用ください。

●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。

●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。

秋冬のインフルエンザ流行期に向けて、新たな相談センターを開設
しました。発熱などの症状が生じた方で、かかりつけ医がいない場
合や相談先に迷う場合には当センターを利用してください。

保険料の納め忘れはありませんか？
11月30日が納期限です

令和２年
１１月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保険
料、介護保険料は期限内に納付をお願いします。11／21
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東京都発熱相談センター設置のお知らせ
☎5320‐4592（24時間対応）スマートフォン用

健康管理アプリの
実証事業のご案内

スマートフォン用
健康管理アプリの
実証事業のご案内

●「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。

アプリでできること



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
（人）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

44,625人

5,149人5,149人

平成12年度

58,365人

11,761人11,761人

29年度

58,214人

11,670人11,670人

令和元年度

58,295人

11,666人11,666人

30年度

11.5％11.5％

20.2%20.2% 20.0%20.0%20.0%20.0%

第１号被保険者数　　　要支援・要介護認定者数　　　　出現率

施設サービス　　地域密着型サービス　　居宅サービス　　その他

単位：百万円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成12年度

計5,994
その他26その他26

2,7852,785

3,1833,183

29年度

930930
計17,060計17,060

9,5949,594

1,8281,828

4,7084,708

30年度

983983
計17,187計17,187

9,6329,632

1,7681,768

4,8044,804

令和元年度

1,0911,091
計17,422計17,422

9,8079,807

1,6991,699

4,8254,825

保険給付費の推移

※地域密着型サービスは平成１８年４月から開始

（　）は構成比その他

利子割交付金、配当割交付金、地方特
例交付金、自動車取得税交付金、基金
繰入金、繰越金など

特別区債

施設の建設経費を賄
うために国などから
借り入れる資金

諸収入

各種貸付金の元利収入、
受託事業収入など

都支出金

国庫支出金

使用料及び手数料 分担金及び負担金

特別区税

特別区民税、軽自動車税、
特別区たばこ税、狭小住戸集合
住宅税

地方譲与税

都区間・区間相互の財源
の均衡化を図り、特別区
の効率的・自主的な運営
を確保することを目的と
して交付されるもの

特別区交付金

地方消費税交付金
一般会計
歳　 　　入
決　算　額 

1,462億9,762万円
(100.0%)

237億500万円(16.2％)

55億830万円 (3.8％)

41億1,745万 (2.8％)

110億4,016万 (7.5％)

228億757万円 (15.6%)

33億623万円 （2.3%） 12億9,741万円 (0.9％)

340億7,935万円 (23.3%）

4億3,397万(0.3%）

337億3,399万 (23.1%)

62億6,819万円(4.3％)

（　）は構成比
公債費  26億623万円 (1.8％)

小・中学校、幼稚園、子ども
スキップの運営などの経費

まちづくり、区営区立住宅
の管理、道路・公園の整備、
自転車対策、緑化推進など
の経費

教育費  109億1,199万円 (7.7％)

保育園の運営、児童手当
の給付などの経費

子ども家庭費

各種健康診断、保健所の運営などの経費
衛生費 42億663万円(3.0％)

環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進
などの経費

議会費

区議会の運営などの経費

総務費

防災対策、区役所の運営などの
経費

政策経営費

広報、区民相談などの経費

福祉費 293億8,120万円 (20.6％)
高齢者・障害者福祉、生活保護などの経費

戸籍事務・区民事務所運営など
の経費

区民費  114億142万円 (8.0%)  

文化・芸術、商店街・中小企業の
振興などの経費

文化商工費

特別区債の元利償還などの経費

一般会計
歳　 　　出
決　算　額

1,424億5,986万円
(100.0%）

環境清掃費　43億3,026万円 (3.0％)

都市整備費　
198億7,853万円 (14.0%）

259億9,031万円 (18.2％)

6億6,580万円 (0.5％)

70億4,434万円 (4.9％)

45億5,667万円 (3.2％)

214億8,649万円 (15.1%)

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

店舗名 電話
山岸モータース
（北大塚2‐13‐3） 3917‐3984

久保木サイクル
（上池袋2‐40‐14） 3916‐2063

玉井モーターサイクル
（池袋本町4‐25‐8） 3983‐4944

茂野サイクル
（池袋3‐69‐7） 3983‐1207

サイクルショップコバヤシ
（池袋4‐36‐5） 3982‐1541

飯箸自転車商会
（要町1‐7‐1） 3957‐0398

小崎サイクル商会
（要町2‐10‐7） 3957‐0693

マツダサイクル
（南長崎5‐16‐6） 3951‐8386

英輪社
（高田2‐10‐9） 3983‐6884

募  集募  集

健  康健  康

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

離乳食講習会

12月8日㈫ ①午後1時～1時45
分、②午後2時15分～3時 長崎健
康相談所※いずれも同内容◇初期食、
中期食、後期以降の3グループに分
かれて、口の機能の発達に合わせた
離乳食の進め方、調理のポイント
（実演あり、試食なし）、むし歯予防
を学ぶ◇離乳食の開始（5～6か月）
から完了期食（概ね1歳くらい）の乳
児の保護者◇各15組
█申電話かファクスで「当相談所☎3957
‐1191、█FAX3958‐2188」へ※先着順。

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

12月9日㈬ 午後2時～3時30分
東部子ども家庭支援センター◇子ど
も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臨床
心理士／帆足暁子氏◇区内在住で1
歳6か月児までの子どもがいる母親。
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◇
12名█保5か月以上1歳6か月児。8
名。5か月未満児は親子同席。
█申11月26日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

子どもの育ちと脳の発達

12月15日㈫ 午前10時15分～正午
東部子ども家庭支援センター◇生活
リズムやイヤイヤ期など、子どもの
育ちと脳の発達について。講師…蒲

田保育専門学校学術顧問／佐藤 佳
代子氏◇妊娠中の方、3歳未満児の
保護者◇10名█保5か月以上。5か月
未満児は親子同席。
█申11月25日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

コミュニティ助成事業

（一財）自治総合センターのコミュ
ニティ助成事業による宝くじの助成
金を受け、池袋通西睦町会が神輿を
整備しました。当事業は、コミュニ
ティ活動の促進と健全な発展を図る
とともに、宝くじの社会貢献広報を
目的としています。
█問区民活動推進課地域振興グループ
☎3981‐0479

12月5日㈯から
リサイクル自転車を販売します

◇販売店舗…1店舗5台程度販売

※価格は店舗により異なる。

◇実施…東京都自転車商協同組合豊
島支部
█問交通安全対策グループ☎3981‐4856

第5回被災者生活再建支援訓練
参加者募集

12月15日㈫ 午後1～4時※1人
90分程度 としまセンタースクエア
（区役所本庁舎1階）◇地震により被
災したとき、生活再建に必要な罹災
証明書の交付や生活再建支援給付の
手続きなどを体験する区民参加型訓
練※手話通訳あり◇15名
█申電話で区民活動推進課管理グルー
プ☎4566‐2311へ※先着順。

女性のための起業相談

起業相談…12月10日㈭・15日㈫、
税務相談…12月11日㈮・21日㈪ 午
前9時30分から、午前11時から、午
後1時30分から、午後3時から と
しまビジネスサポートセンター◇起
業検討中や起業まもない女性起業家
向けの無料個別相談◇各回1名
█申電話で相談日の5営業日前までに
当センター☎5992‐7022へ※先着順。

肺年齢の若さを保つコツ

12月3日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇せき、たん、息切れを
及ぼすＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）
についての知識を深め、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。

運動実践プログラム

①脂肪燃焼サーキットトレーニング
…12月4日㈮ 午後1～2時 池袋
スポーツセンター◇サーキットトレ
ーニングで、脂肪燃焼をはかる、②
3Ｂ体操教室…12月14日㈪ 午後2
～3時 上池袋コミュニティセンタ
ー◇補助具を使って楽しくエクササ
イズ
いずれも◇区内在住の方◇20名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。重複申込み不可。

女性の健康教室「女性ホ
ルモンを味方につけよう！」

12月18日㈮ 午後2～4時 長崎
健康相談所◇ホームヨガインストラ
クターによるアロマストレッチ、保
健師による女性の健康の話、栄養士
によるホルモンバランスを整える食
事の話◇区内在住、在勤、在学で、
医師に運動制限をされていない概ね
50歳くらいまでの女性◇10名█保5名。
2か月以上2歳未満児。先着順。
█申電話かファクスで「当相談所保健
指導グループ☎3957‐1191、█FAX3958
‐2188」へ※先着順。

Baobab PRESENTS
『DANCE×Scrum!!!2020』

12月4日㈮～6日㈰ あうるすぽ
っと◇2016年から隔年で開催してい

るダンスフェスティバル。今年は劇
場とオンラインで開催。出演…五十
嵐 結也、岡本 優、北尾 亘、熊谷
拓明ほか◇区民割引開幕一般2，200
円ほか（全席自由、整理番号付）█申と
しまチケットセンターで発売中。あ
うるすぽっとホームページ█HPhttps :
//www.owlspot.jp/から申込み可。
█問ゴーチ・ブラザーズ☎6809‐7125
（平日午前10時～午後6時）

みらい館大明
「いのちの森」冬の自然観察会
～落ち葉アートを楽しもう～

12月20日㈰ 午前9時30分～11時
30分※雨天決行◇「いのちの森」を中
心とした自然観察、落ち葉を使った
クラフト体験。講師…（特非）ネイチ
ャーセンターリセン理事長／岩間
美代子氏◇区内在住、在勤、在学の
方（小学3年生以下は保護者同伴）◇
24名
█申電話かファクスか E メール（4面
記入例参照。保護者同伴の場合は保
護者の氏名と続柄も記入）で12月2
日までに「環境政策課事業グループ
☎3981‐2771、█FAX3980‐5134、█EMA
0029180@city.toshima.lg.jp」へ。
申込みフォーム（下記2次元コード）
から申込みも可※応募
者多数の場合は抽選。
当選者のみ12月4日に
通知を発送。

みらい館大明 パソコン講座
「ワード入門2日間講座」

12月9・16日 水曜日 午後1～
5時◇チラシ作成と文書に写真を挿
入。ワード2013使用。講師…パソコ
ンインストラクター／石井 由香里
氏◇パソコン経験者◇6名◇5，500円
█申電話かＥメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。直接窓口申込みも可※先
着順。

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…12月18日㈮、1月15

日㈮ 午前9時30分から◇区内在住
で、おおむね60歳以上の健康で働く
意欲のある方◇年度会費2，000円
②「着付け教室（袷の着方と帯結び）」
～お正月は、ぜひ着物で～（全3回）
…12月4日㈮・8日㈫・11日㈮ 午
後1時30分～3時◇女性◇5名◇
5，200円◇着物、帯、必要な小物は
各自持参。
③パソコン＆iPad＆スマホ教室…ⓐ
無料体験教室／12月3日㈭ 午後0
時45分～2時15分、ⓑ災害時スマホ
活用／12月10日㈭ 午後0時45分～
2時15分◇510円、ⓒパソコン入門
（全4回）／12月1～22日 火曜日
午後0時45分～2時15分◇5，600円、
ⓓ初級ワードⅠ（全4回）／11月26日
～12月17日 木曜日 午前10時～11
時30分、ⓔ初級エクセルⅠ（全4回）
／12月2～23日 水曜日 午後0時
45分～2時15分◇ⓓⓔ5，800円、ⓕ
ワード基礎Ⅰ（全4回）／11月28日～
12月19日 土曜日 午後0時45分～
2時15分、ⓖエクセル基礎Ⅰ（全4
回）／11月27日～12月18日 金曜日
午後3時～4時30分◇ⓕⓖ6，600円、
ⓗパワーポイント入門（全4回）／12
月2～23日 水曜日 午後3時～4
時30分◇5，800円、ⓘZOOM入門
‐パソコンＡ（全2回）…11月30日、
12月7日 月曜日 午後3時～4時
30分◇2，550円、ⓙZOOM入門‐
スマホ（全1回）…12月14日㈪・21日
㈪ 午後3時～4時30分◇1，550円、
ⓚスマホ写真整理（全2回）／12月10
・17日 木曜日 午後3時～4時30
分◇2，550円、ⓛ年賀状筆ぐるめ（全
2回）／12月1・8日 火曜日 午
後3時～4時30分◇2，550円
█申①、②は電話で当センター☎3982
‐9533へ。③はⓐ～ⓛ（ⓙは希望日
も記入）を選び往復はがきかファク
スで「〒170‐0013 東池袋2‐55‐
6 シルバー人材センター、█FAX3982
‐9532」へ※②は先着順。

出前講座
「塩分について考える」

12月23日㈬ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば長崎◇みそ汁、イ
ンスタント麺などの塩分を測定し、

塩分表示や減塩について学ぶ◇15名
█申電話で当ひろば☎3554‐4411へ※
先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

内容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。
●帝京平成大学

「まだ間に合う！0から始め
るトレーニング」…12月12日

㈯ 午前10時～正午 雑司が谷体育
館競技場◇講師…帝京池袋接骨院院
長／原口力也氏◇30名◇500円
●立教大学
「障がい者スポーツを通じた関係性
構築」…12月19日㈯ 午後1時30分～
3時30分 南大塚地域文化創造館第
一会議室◇講師…当大学大学院コミ
ュニティ福祉学研究科博士課程後期
課程／中村真博氏◇30名◇1，000円
█申11月24日午前9時からファクスか
Ｅメール（4面記入例参照。年齢は
不要。ファクスの場合はファクス番
号も記入）で「生涯学習グループ█FAX
3981‐1577、█EMA0014606@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

ママエクササイズ（12月教室）

12月4・11・18日 金曜日 午前
10時30分～11時30分 豊島体育館◇
ストレッチ、骨盤底筋体操などを取
り入れたエクササイズで心身ともに
健康な体づくりを目指す◇産後10か
月～子育て中の方。区内在住、在勤、
在学の方優先◇10名◇1回500円◇
上履き、飲み物、マスク、同意書、
運動しやすい服装持参█保10か月以上。
1回500円。8名█申事前にファクス
かＥメールで「（特非）地域総合型椎
の美スポーツクラブ█FAX3972‐1876、
█EMshiinomi.oyako@gmail.com」へ
申込みのうえ、各開催日ごとにチラ
シ裏面の同意書兼参加申込書（区ホ
ームページからダウンロードも可）
に記入し、持参※先着順。
█問当クラブ 有里☎080‐2597‐4650

貸借対照表は、豊島区
が所有する財産（資産）、
それに対する将来の負
担額（負債）や純資産の
状況を一覧にしたもの
です。

区民1人当たりに換算すると
資産が134万8，000円 負債が23万5，000円

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。

①第1号被保険者数および
要支援・要介護認定者数の
推移…平成12年度末と比べ
て、令和元年度末の第1号
被保険者数は、約31％増加
し、要支援・要介護認定者
数は約2．3倍に増加してい
ます。また出現率（第1号
被保険者数に占める要支援
・要介護認定者の割合）も
平成12年度末の約1．7倍増
となりました。

「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。

①高齢者マシントレーニング
筋力・筋持久力・柔軟性を高める効果を持つマシンを体験することで運動
の楽しさを知り、日常生活の中で運動を継続するきっかけとする。

②筋力アップ教室
椅子に座った状態を基本に、簡単な用具を使用した足腰の筋力アップに効
果のある体操の体験講座。

█申はがき（4面記入例参照。希望会場も記入）で12月1日（必着）までに介護
予防・認知症対策グループへ※応募者多数の場合は抽選。締め切り後、2
週間以内に案内を発送します（重複申込み不可）。
█問当グループ☎4566‐2434

②保険給付費の推移…令和元
年度の保険給付費は約174億
2千万円であり、平成12年度
の約2．9倍増となりました。
高齢化が進展する中、保険給
付費は今後も増加していくと
見込まれます。
③相談などについて…高齢者
総合相談センターや介護保険
課では、サービスを利用する
方やその家族などからの相談
などを受け付けています。
█問当課相談グループ☎3981‐
1318

◆令和元年度決算における健全化判断比率
区 分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

豊
島
区

平成30年度 ― ― ▲2．4％ ―
令和元年度 ― ― ▲1．8％ ―

早期健全化基準 11．25％ 16．25％ 25．0％ 350．0％
財政再生基準 20．00％ 30．00％ 35．0％
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため、「―」表示となっています。将来負担比率は、将来負
担額よりそれらに充当できる財源が上回っているため比率が算定されず、「―」表示となります。

（令和2年3月31日現在）
●資産…3，911億円
◇区が保有する財産（道路、
公園、学校などの公共施
設、基金、現金預金など）

●負債…682億円
◇将来世代の負担（特別区債など）
●純資産（資産－負債）…3，229億円
◇これまでの世代の負担

第3期「元気向上プログラム」参加者募集！

令和元年度 決算のあらまし
令和元年度一般会計の決算額および健全化判断比率についてお知らせします。
なお、特別会計の決算額などは、令和2年度予算の現況とあわせ、12月に区ホ
ームページに掲載予定です。

█問財政課☎4566‐2521

また、複式簿記に基づく国の統一的な基準により作成した財務書類（貸借対照
表等）・固定資産台帳をホームページで公表しています。

█問会計課☎3981‐0803
◆貸借対照表（バランスシート）

介護保険事業の実施状況（令和元年度実績）介護保険事業の実施状況（令和元年度実績）
※数値は、単位未満を四捨五入してあるため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

介護が必要になっても、住み慣れた地域でできる限り自立した
生活を送ることができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える
しくみとして、平成12年から介護保険制度が導入されました。実
施状況などの詳細は区ホームページ参照。

█問介護保険課管理グループ☎3981‐1942

●介護保険サービスを利用するには…区内8か所の高齢者総合相談センタ
ーまたは介護保険課窓口で要介護認定の申請をしてください。
█問当課認定審査グループ☎3981‐1368、管理グループ☎3981‐1942

●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 健康チャレンジ！
マークのお知らせ

会場 期間 曜日 時間 費用 定員
池袋スポーツセンター
（上池袋2）

12月18・25日
1月8・15日 金 午後2時～

3時30分 1，200円 25名

菊かおる園（西巣鴨2） 1月18・25日2月1・8日 月 午後2時～
3時30分 1，200円 12名

会場 期間 曜日 時間 費用 定員
池袋スポーツセンター
（上池袋2） 1月12・19日 火 午後2時15分～

3時45分 600円 15名

2 3広報としま情報版 令和2年（2020年）11月21日号 No.1903 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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職員採用

休  館休  館

官公署だより

検査当日に結果がわかる即日検査を実施します
12月5日㈯ 午後1時30分～2時30分受付 池袋保健所
█申電話で予約専用☎3987‐4244へ（平日午前8時30分～午後
5時）。携帯電話予約サイト█HPhttp ://www.e-reservation.
jp/mobile/toshima-hiv/（右記2次元コードから読み取り
も可）から申込みも可。

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。

区民ひろば支援員

子育てひろばや高齢者の活動の事
業の運営業務。世代間交流の推進や
窓口対応、電話受付◇任期…12月1
日以降～令和3年3月31日█申申込書
・自己申告書（地域区民ひろば課で
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可）を12月18日までに当課窓
口へ本人が持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1479

豊島体育館
施設利用制限のお知らせ

12月8日㈫から◇競技場床改修工
事のため競技場の利用を中止します。
体育室とトレーニングルームのみ利

用可能です。ただし、更衣室は利用
できません。
█問スポーツ推進グループ☎4566‐2764

●保育士就職支援研修・相談会（北
会場）
令和3年1月9日㈯ ①就職支援

研修会 午前10時30分～午後2時◇
求められる保育士像の講義や就職に
役立つ話、②就職相談会 午後2～

4時◇民間保育園のブースで人事担
当者と直接話すチャンス。豊島区、
北区、千代田区、文京区、板橋区、
練馬区、足立区の保育園が出展予定。
いずれも北とぴあ（北区王子1‐

11‐11）◇履歴書不要、服装自由。
相談会からの参加可◇都内で就職を
希望する保育士資格をお持ちの方、
資格取得見込みの方█申東京都保育人
材・保育所支援センターホームペー
ジ█HPhttps://www.tcsw.tvac.or.jp
/jinzai/hoiku/sodankai.htmlから

申込み。
█問東京都保育人材・保育所支援セン
ター☎5211‐2912

◆西巣鴨第二 のびのびタイム…
11月24日㈫ 午前9時45分～11時
30分◇すべり台、トンネル、トラ
ンポリンなどで体を動かして遊ぶ
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3915‐2379
◆朝日 健診結果よりリスク別か
らだにやさしい食事の摂り方…11
月27日㈮ 午後2～3時◇ご自身
の健康診断書を持参し、血液検査
の結果を基に各々の食事について
お話しする。講師…高齢者福祉課
管理栄養士◇40歳以上で健康診断
を受けた方◇15名
█申電話で当ひろば☎5974‐0566へ。
直接窓口申込みも可※先着順。
◆高南第一 高田の語り部～かし
こく健康に生きましょう～「口」の
ケアーと「足」のケアー…11月28日
㈯ 午後1時30分～2時30分◇語
り部…原田壽子氏█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎3988‐8601

◆要 木の宝石づくり…12月5日
㈯ 午前10時30分～11時、午前11
時～11時30分、午前11時30分～正
午◇秩父産の材木をやすりで磨い
てネックレスを作る◇各回20名
█申電話で当ひろば☎3972‐6338へ。
直接窓口申込みも可※先着順。
◆長崎 いきいきタイム・アロマ
でリフレッシュ…12月8日㈫ 午
後1時30分～2時30分◇好きなア
ロマオイルでリフレッシュできる
スプレー作り。講師…アロマセラ
ピスト／水越朋美氏◇65歳以上の
方◇12名◇600円（当日支払い）
█申11月25日から電話で当ひろば☎
3554‐4411へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
◆清和第二 冬のお楽しみ会…12
月17日㈭ 午前10時30分～正午◇
乳幼児向けのお楽しみ会◇15組
█申12月3日から電話で当ひろば☎
5961‐5756へ。直接窓口申込みも
可※先着順。

●エイズってどんな病気？…エイズとは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の感
染で引き起こされます。体の免疫力が低下し、健康な時には体内に入っても
病気を起こさない弱い病原菌にも感染（日和見感染症）したり、悪性腫瘍など
様々な症状が現れる状態をいいます。感染後、未治療でいると、数年から十
数年でエイズを発症するといわれています。
●HIV／エイズはまだ終わっていない…日本では、1日あたり新たに3．4人
の HIV／エイズ患者が報告されています。令和元年の東京都の新規 HIV／
エイズ患者報告数は406件で昨年よりやや減少しました。このうち感染に気
づかずにエイズを発症して報告された数は72件で、HIV／エイズ患者総数の
約2割を占めています。年代別にみると HIV 感染者報告数は20～30代で6
割を占めており、新規エイズ患者報告数は30～50代に多くなっています。
●HIV／エイズは予防・治療ができます…HIV に感染しても長い間自覚症状
がなく気づかない場合もあります。感染しているかどうかは血液検査を受け
ればわかります。感染を早期に発見し、治療を開始することができれば他者

への感染を防ぐだけでなく、エイズを発症する時期を遅らせたり、
症状を軽くすることができます。エイズは「死の病」と思われてき
ましたが1996年以降の飛躍的な治療方法の進歩により「慢性疾患」
の一つとして考えられるようになりました。治療方法が確立され
た現在では、早期発見・早期治療が何より大切です。
●HIV 検査を受けましょう（無料・匿名・予約制）…池袋保健所
では、毎月HIV検査（血液検査）を実施しています。

�申請書コーナーの設置
12月1日㈫～令和3年3月31日㈬ 各区民ひろば
◇申請書、申請用封筒、記入見本を用意しています。
�マイナンバーカード説明会・申請サポート
日程は右表のとおり 午前10時から、午前11時か

ら、午後1時から、午後2時から各回約30分 各区
民ひろば（区民ひろば第二は除く）◇マイナンバーカ
ード制度について説明します。その後写真撮影（無
料）など申請サポートを行います█申当日直接会場へ。 █問マイナンバーカードグループ☎4566‐2843

◆地域文化創造館
●巣鴨 ロビー展示「大塚ろう学
校児童作品展示」…12月1日㈫～
28日㈪ 午前9時～午後9時█申当
日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【111】ブルーアイラン
ド氏が調べた『ギリシャ神話』…令
和3年1月14～28日 木曜日 午
後2～4時◇20名◇3，500円◇12
月25日必着。
●巣鴨 ②【214】すがも健康講座
「脳梗塞は早期治療がカギ～突然
の症状から治療方法まで～」…12
月16日㈬ 午後2時～3時30分◇
30名█申当館窓口か電話で申込み※
先着順。
●千早 ③【402】おもてなし英会
話 接客＆観光ガイドにチャレン
ジ！…令和3年1月17～31日、2
月7日 日曜日 午後1時30分～
4時30分（一部変更あり）◇16名◇

2，200円◇12月6日必着、④【407】
棋士・高橋九段が語る「健康の一
手」…12月19日㈯ 午後2時～3
時30分◇20名◇500円◇11月30日
必着、⑤【408】JAZZ を聴いてみ
よう！楽しく学ぶジャズ史…令和
3年1月12～26日 火曜日 午後
2～4時◇20名◇1，800円◇12月
6日必着。
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上。ただし、【214】は
どなたでも█申往復はがき（上部記
入例参照。講座名・番号も記入）
で各館へ。返信用はがき持参で、
直接窓口申込みも可。当財団ホー
ムページから申込みも可。講座詳
細は各館へ問合せ。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、巣鴨☎3576‐
2637（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐
11）、千早☎3974‐1335（〒171‐
0044 千早2‐35‐12）

◇12月の説明会日程
1日㈫ 区民ひろば仰高 11日㈮ 区民ひろば朋有
2日㈬ 区民ひろば駒込 15日㈫ 区民ひろば上池袋
3日㈭ 区民ひろば南大塚 16日㈬ 区民ひろば池袋本町
8日㈫ 区民ひろば清和第一 17日㈭ 区民ひろば西池袋
9日㈬ 区民ひろば西巣鴨第一 22日㈫ 区民ひろば池袋
10日㈭ 区民ひろば豊成 23日㈬ 区民ひろば高南第一

※1月の日程は改めてお知らせします。

マイナンバーカード取得促進キャンペーン

12月1日は世界エイズデーです
～11月16日から12月15日は「東京都エイズ予防月間」～ █問保健指導グループ☎3987‐4174
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