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福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

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2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3年2月
以降に送付予定）。それ以外の方は、
令和2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、申請に豊島区介護保
険の自己負担額証明書の添付を求め
られた場合は、介護保険課に申請を
してください。
█問当課給付グループ☎3981‐1387

「始めませんか？シニアライフの
準備」のご案内を送付しています

区内在住の50～64歳の方に、年齢
に合わせた健康づくりや定年後のラ
イフプランなど、将来のシニアライ
フの充実に向けたご案内を送付して

います。区ホームページからも内容
を確認できます。
█問総合高齢社会対策推進室☎4566‐
2426

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

12月21日㈪ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法について。講師…助産師／高橋
千砂氏◇区内在住で卒乳を考えてい
る概ね1歳児以降の保護者◇8名
█申電話で保健指導グループ☎3987‐
4174へ※先着順。

わくわくドキドキ・パパべビマ

令和3年1月9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。赤ちゃんと一緒に幸せ
な時間を過ごしましょう◇区内在住
の生後3～6か月児と父親◇6組
█申12月7日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3年1月20日～3月10日、3
月24日 水曜日 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
き合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◇12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。12月25日までに電話連絡。

東部区民事務所地域振興グループ
移転のお知らせ

12月21日に東部区民事務所1階か
ら2階へ移転します。
█問当グループ☎3915‐2334

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。

新型コロナウイルス感染症の影
響により、前年より収入が下がる
方、重篤な傷病を負った方などは、
申請により国民健康保険料が減額
または免除になる場合があります。
詳細は区ホームページ参照か問い
合わせてください。
◇対象
次のいずれかに該当する世帯
①主たる生計維持者の事業収入等
（営業、農業、不動産、給与収入）
が前年より10分の3以上、減少の
見込みである※年金等の雑収入、
配当、譲渡等のみの減少は該当し
ません。また、非自発的失業によ
る軽減との併用はできません。
②主たる生計維持者が死亡、また
は重篤な傷病を負った。
◇対象となる保険料
平成31年度分および令和2年度分
の保険料で、令和2年2月1日～
令和3年3月31日までに納期限が

設定されているもの。
◇申請期間
令和3年3月31日まで（予定）
◇申請書類
�国民健康保険料 減額・免除申
請書
�令和2年収入等申告書（①の場
合）
2019年中の収入（年末調整や確定
申告の内容）と2020年中の収入を
比較する必要があります。給与明
細、源泉徴収票、帳簿などを基に
作成してください（非課税の通勤
手当は収入に含めません）。
◇添付書類
①…給与明細、源泉徴収票、帳簿、
確定申告書控の写しなど。
②…死亡診断書、医師の診断書の
写しなど。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

としま区民センター「パパ
ママ☆すぽっと」が再開しま
した。
新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策のため、事前予
約・完全入替制です█申ホーム
ページ（右記2次元コード参
照）から入館日時を予約。
█問当センター☎
6912‐7900（午
前9時～午後9
時）

●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。

中小企業者を支援するため、感染防止対策費用の一部を補助します。
◇対象…①区内に主たる事業所があり、継続して3か月以上事業を営んで
いる中小企業者、個人事業主、②申請時に「豊島区感染拡大防止対策推進
登録制度」（ななま～るステッカー）への登録を完了していること※その他
条件あり。詳細は区ホームページ参照。
◇補助額…上限10万円（補助率5分の4）
◇対象経費…①店舗・事務所改装費、②滅菌・消毒・換気・飛沫防止など
の衛生環境改善品の購入費、③広告宣伝費※4月1日～令和3年2月28日
までに支払いが完了するもの
◇受付期間…令和3年3月5日（必着）まで
█申必要書類を郵送で商工グループへ。詳細は区ホームペー
ジ参照。
█問当グループ☎4566‐2742

新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の生計維持者が死亡したり、
収入が減少した方で、後期高齢者医療保険料の支払いが困難な場合は、保
険料の減免申請ができます。減免要件や申請方法などの詳細は問い合わせ
てください。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1332

●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。

令和２年 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。12／1
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新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染防止対策費用補助金

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申請期限は

令和3年1月4日です

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）

「パパママ☆すぽっと」
再開のお知らせ

●「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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傍聴できます

健  康

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

官公署だより

区営住宅（家族向け）の
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◇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。詳細は区ホームペー
ジか募集案内（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15日
（消印有効）まで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

令和3年度学校開放団体登録の
新規登録申請を受け付けます

区立小・中学校の施設を定期的に
利用する場合は、年度ごとに学校開
放団体登録が必要です。
◇申請期間…12月1日㈫～26日㈯※
申請受付後、審査のうえ登録の可否
を決定。令和3年2月中に仮決定の
予定。
█申登録要件や申請手続きなど詳細は、
区ホームページ参照か問い合わせて
ください。
█問学校開放グループ☎3981‐1335

空き家・相続・不動産無料相談

12月7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。

「池袋駅西口駅周辺
景観形成特別地区（仮称）」の
素案に関する縦覧、意見募集

池袋駅西口周辺の景観形成特別地
区への指定に先立ち、素案の縦覧お
よび意見募集を行います。
◇対象区域…西池袋一・二・三・五
丁目の一部および池袋二丁目の一部
◇縦覧期間…12月15日㈫まで
◇縦覧場所…都市計画課および区ホ
ームページ
◇意見書の提出方法…郵送かファク
スかＥメールで12月15日（消印有効）
までに「都市計画グループ█FAX3980‐
5135、█EMA0022603@city.toshima.l
g.jp」へ。当課へ直接持参も可。
█問当グループ☎4566‐2633

都市計画区域の整備、開発・保
全、都市再開発の方針等の
都市計画案の縦覧・意見募集

◇対象計画案…①都市計画区域の整
備、開発・保全の方針、②都市再開
発の方針
◇対象区域…①特別区、市、瑞穂町、
日の出町、大島町、八丈町、三宅村、
神津島村、新島村および小笠原村、
②特別区、市（昭島市、清瀬市、羽
村市、稲城市およびあきる野市を除
く）
◇縦覧期間…12月2日㈬～16日㈬
◇縦覧場所…①東京都都市整備局都
市計画課、関係区市町村都市計画主
管課、各支庁、②東京都都市整備局
都市計画課または関係区市都市計画
主管課（豊島区は都市計画課）
◇対象者…区域内在住か計画案に利
害関係のある方
◇意見書の提出方法…意見書に計画
案の名称・ご意見（書式自由）・住所
・氏名・電話番号を記入のうえ、12
月16日（消印有効）までに「〒163‐

8001 東京都都市整備局都市計画課」
へ。詳細はホームページ█HPhttps :/
/www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.
jp/参照か問い合わせてください。
█問縦覧および意見書の提出について
…都市整備局都市計画課☎5388‐
3225、都市計画区域の整備、開発・
保全の方針について…都市整備局広
域調整課☎5388‐3227、都市再開発
の方針について…都市整備局企画課
☎5320‐5128

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

12月10日㈭ 午後2時から 区役
所本庁舎9階第2委員会室█申当日直
接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第4回豊島区保健福祉審議会

12月11日㈮ 午後6時30分から
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）
█申電話かファクスで12月10日正午ま
でに「福祉総務課計画グループ☎
4566‐2422、█FAX3981‐4303」へ。

第4回男女平等推進センター
運営委員会

12月14日㈪ 午後2時から とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）3階エ
ポック10研修室1█申当日開始10分前
までに直接会場へ。
█問当センター庶務・計画調整グルー
プ☎5952‐9501

第2期第2回子どもの権利委員会

12月21日㈪ 午後2時から◇オン
ラインで実施※区役所本庁舎で傍聴
可。
█申電話で12月18日午後5時までに子
ども若者課管理・計画グループ☎
4566‐2471へ。

第2回息苦しさを和らげる
呼吸トレーニング

12月17日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇気管支ぜん息やＣＯＰ
Ｄ（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、虎の門病院理学療法
士／後藤恭子氏◇気管支ぜん息やＣ
ＯＰＤ（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。

踊る「熊谷拓明」カンパニー
ダンス劇『舐める、床。』

12月10日㈭～13日㈰ あうるすぽ
っと◇独特の感性で紡ぎ出す言葉と
独創的なサーカスを思わせる動きで
物語を繰り広げる「ダンス劇」の新作
公演◇一般4，500円（全席指定）ほか
█申電話でカンフェティ�0120‐240
‐540（平日午前10時～午後6時）へ。
ホームページ█HPhttps : //www.co
nfetti-web.comから申込みも可。
█問踊る「熊谷拓明」カンパニー☎5356
‐7253（留守電対応）

【鈴木信太郎記念館 体験教室】ク
リスマス・オーナメントづくり

12月13日㈰ 午後1時30分～4時
（申込み状況により、時間指定あり）
鈴木信太郎記念館◇プラ板で書斎棟
のステンドグラスなどをモチーフに
した、自分だけのクリスマス・オー
ナメントを作る◇小学生以下は保護
者同伴◇6組（1組3名まで）█申往復
はがき（3面記入例参照。参加人数
も記入）で12月8日（必着）までに「〒

170‐0013 東池袋5‐52‐3 鈴
木信太郎記念館」へ※応募者多数の
場合は抽選。
█問当館☎5950‐1737

豊島区・宮城県交流事業
「宮城米（だて正夢）PRウィーク」

12月14日㈪～18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、弁当で販売
█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

2021としま「成人の日のつどい」

令和3年1月11日㈷ 第1部…正
午～午後1時（午前11時開場）、第2
部…午後3～4時（午後2時開場）
東京建物 Brillia HALL◇今年度は2
部制で実施。内容の詳細は区ホーム
ページ参照◇新成人（平成12年4月
2日～13年4月1日生まれの方）
█申当日直接会場へ。
█問学習・スポーツ課管理グループ☎
4566‐2761

〈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

12月14日㈪ 午前10時～11時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
外反拇趾やウオノメ、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♢80名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

人生100年時代
住民が主役のフレイル予防
～つながりが健康をつくる～

12月26日㈯ 午後1時30分～3時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇日本の高齢者の課題や
フレイル予防の対策を学び、市民参
加の健康づくりを考える。講師…東
京大学高齢社会総合研究機構特任研
究員／神谷哲朗氏◇区内在住、在勤
の40歳以上の方◇150名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ。
電子申請（右記2次元
コード参照）から申込
みも可※先着順。

冬の無料体験会

令和3年1月5～26日 火曜日
ヨガ…午前9時30分～10時15分、ピ
ラティス…午前10時30分～11時15分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
初心者の方でも安心して参加できる
講習会※1名2回まで参加可。2月
からの有料講習の詳細は問い合わせ
てください◇16歳以上◇20名◇運動
のできる服装で参加。
█申電話で各回前日までに当館☎3980
‐3131（午前10時～午後8時）へ。直
接窓口申込みも可※先着順。

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。

生涯学習指導員
（会計年度任用職員）

生涯学習、スポーツの振興を図る
区の文化政策に関する事務◇任期…
令和3年4月1日～令和4年3月31
日（更新あり）█申申込書（学習・スポ

ーツ課で配付。区ホームページから
ダウンロードも可）を令和3年1月
7日（必着）までに当課管理グループ
へ簡易書留で郵送か持参（午前9時
～午後5時受付）。
█問当グループ☎4566‐2761

区立幼稚園長期休業中の預かり
保育補助員（会計年度任用職員）

◇勤務地…区立西巣鴨幼稚園、池袋
幼稚園、南長崎幼稚園のいずれか◇
報酬…時給1，100円程度。通勤費支
給あり◇任期…12月24日～令和3年
1月7日（年末年始除く）█申選考申込
書、資格を証明する書類の写しを12
月17日（必着）までに学務課窓口に持
参か郵送。
█問学事グループ☎3981‐1174

●東京都福祉保健局
「医師・歯科医師・薬剤師および医
療従事者の届出について」
医師法などの規定により12月31日
現在の届出が必要です。届出用紙は
区内の医療機関へは12月中旬に郵送
するほか、都内の各保健所でも配布
します◇期限…令和3年1月15日㈮
◇提出先…住所地か就業地の保健所。
█問医師・歯科医師・保健師・助産師
・看護師・准看護師・歯科衛生士・
歯科技工士は医療人材課☎5320‐
4517、薬剤師は薬務課☎5320‐4503

●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28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。納税には、安心で便利な
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
ットカードでの納付、さらにスマー
トフォン決済アプリでも納付できま
す。なお、新型コロナウイルス感染
症の影響により納税が困難な方は、
申請により納税が猶予される制度が
ありますので問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

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。

「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。

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。

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の公平性確保を目指して、
12月を「オール東京滞納 STOP 強化月間」と位置づけ、都と区市町村が連携
した広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、捜索などの滞納処
分など、多様な徴収対策に取り組んでいます。
●催告書の発送…平成28年度第1期分（平成28年6月30日納期限）～令和2年
度第2期分（8月31日納期限）の納付が確認できない方へ、12月2日に催告書
を発送します。期限内に納付してください。
●督促状の発送…令和2年度第3期（11月2日納期限）の納付が確認できない
方へ、12月2日に督促状を発送します。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／13日
㈰午前9時～午後5時）、夜間相談窓口（12月開設日／9日㈬午後5～9時）
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31年度は約2，300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1年度分の特別区民税・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

◆職員の採用と退職の状況
採用

（2年度）
事務 福祉 一般技術 医療技術 技能 教員 計
48人 29人 11人 8人 0人 1人 97人

退職
（元（31）年度）

定年 勧奨 普通 死亡 計
66人 14人 16人 2人 98人

◆主な休暇等の状況
年次有給休暇 平均取得日数は13．6日
育児休業 元（31）年度の新規取得者数は31人（うち、男性職員9人）、

平均取得日数は465日

◆第7次豊島区定員管理計画の数値目標および実績

計画年度 基準
（28年度） 29年度 30年度 元（31）年度 2年度 目標

（8年度）
職員数 1，971人 1，970人 1，973人 1，985人 2，013人 1，800人
削減実績
（累計） ― △1人 3人 12人 28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
30年度 289，573人 1，283億円 20億円 219億円 17．1%
元（31）年度 289，776人 1，424億円 33億円 216億円 15．2%

◆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）

30年度 1，858人 70億円 26億円 33億円 129億円 6，945千円
元（31）年度 1，897人 67億円 26億円 33億円 126億円 6，617千円

（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 （令和2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 41．9歳 309，000円 425，100円
技能労務職 54．5歳 299，800円 408，600円

教育職（幼稚園） 37．4歳 352，125円 495，003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2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
（令和2年4月1日現在）

◆期末手当・勤勉手当
（令和2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）
2．05月分
（1．0月分）技能労務職 142，500円

（注）1．令和2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 （令和2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 8，094千円 20，899千円
（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、元（31）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 1，564，664千円
超過勤務手当 571，415千円
特殊勤務手当 23，433千円

◆その他の手当 （令和2年4月1日現在）

区分 内容及び支給単価 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（元（31）年度決算）

年額 月額

扶養
手当

配偶者 6，000円

異なる 116，031千円 195，009円 16，251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 76，269千円 186，935円 15，578円配偶者等が借家（間）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 287，222千円 148，129円 12，344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2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 （令和2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

12月は「オール東京
滞納ＳＴＯＰ
強化月間」です

給与の状況人
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・定員管理の状況およ
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。

█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

◆勤務成績の評定
令和元年度（平成31年度）は、管理職員は「職務目標の達成」および「職員の指導・

育成にかかる成果等」についての評定、一般職員は、「業績」「能力」「態度」の評定を
行いました。

定員の状況
令和2年度の職員数は、2，013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。

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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令和2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 25,364
(－239)

177,883
(－303)

286,738
(－452)
143,519
143,219

男
女

豊島区文化栄誉賞は、区の文化振興に顕著な業績を挙げ、区の名を
日本全国、そして世界に広め、もって区民のまちへの愛着と誇りを高
揚した者や団体に対して、その栄誉をたたえる表彰で
す。「としま文化の日条例」の制定にあわせ創設し、11
月1日の「としま文化の日」記念式典で、7名4団体を
表彰しました。詳細は区ホームページ参照か問い合わ
せてください。

植田志保、観世喜正、里中
満智子、野村万蔵、平賀達也、
水戸岡 鋭治、吉岡知哉、ト
キワ荘協働プロジェクト協議
会（足立菊保）、ふくろ祭り協
議会・東京よさこい（有山茂
明）、新粋連（三田昭人）、劇
団 ムジカフォンテ（知久晴
美）
█問文化デザイン課施策調整グループ☎3981‐1476

池袋を舞台にしたオリジナル長編アニメ映画「君は彼方」（豊島区後
援）が、TOHOシネマズ池袋ほか全国で公開しています。
█問マンガ・アニメグループ☎4566‐2758

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。

�「コーラス・フローリア」
月2回水曜日 午前10時～正午

千早地域文化創造館◇歌が好きな
女性◇入会金1，000円、月額3，500
円█問大川☎5995‐8540
�フランス語の学習「フランセ2011」
毎週木曜日 午後5時30分～7

時、午後7時15分～8時45分 南

大塚地域文化創造館◇月額6，000
円█問吉井☎3946‐5749
�「太極拳長崎」
毎週金曜日 午前10～11時 区
民ひろば長崎◇月額1，750円█問中
島☎3957‐2556
�「女声合唱団いにしえの風」
毎週土曜日 午後2時～4時30
分 駒込・南大塚地域文化創造館、
区民ひろば南池袋・西池袋◇唄う
ことが好きな方◇月額5，000円█問
中島☎3957‐2556

「江戸凧」伝統工芸士・加藤秀吉さんは昭和6年、
東京の下町に生まれ、駒込育ち。江戸凧は、江戸
時代に流行した絵柄や文字を描いたもので、武者
絵凧、歌舞伎凧、奴凧がある。加藤さんは古くか
らの技法で竹ひごで組んだ骨組みに、美濃厚紙を
張り、絵柄や文字は手描きしており、武者絵凧を得意としている。
一昨年には、これまでの加藤さんの江戸凧の啓蒙活動が評価され、
「ものづくり・匠の技の祭典2018」産業労働局長感謝状が贈呈され、
豊島区伝統工芸保存会の会員として活躍している。
しかし、加藤さんは若いころから凧作りの修行していたわけで

はない。もともとは大学で化学を学び、卒業後は化粧品会社の研
究所で色づくりの研究をしていた。青森の旅行に行った際に荒々
しい武者凧に魅せられ、津軽凧絵師の3代目中野敬造氏に師事し、
40代から修行を始めた異色の経歴の持ち主である。
その後、生粋の江戸っ子である加藤さんは武者絵でも鎧武者を

繊細に描く名職人の橋本禎造氏の江戸武者絵凧に惹かれ、師事予
定だった。しかし師事直前に橋本氏が他界してしまったため、加
藤さんは彼の作品を手本に独学で武者絵凧づくりを習得した。
40代から修行を始めたため、売れる作品がかけたのは15、16年
後で還暦の頃だった。その後も高度な技術が必要な豪華絢爛な鎧
の書き方を極め、様々な小学校の授

業で凧作りの指導、10年以上前からインタ
ーネット販売にも取り組んできた。まもな
く卒寿（90歳）を迎える加藤さんだが、今も
積極的に江戸凧を作成し、江戸凧の販売や
指導、イベントの参加を行い、テレビや新
聞などでも取材され、注目されている。
作品などの詳細は豊島区伝統工芸保存会

ホームページ█HPhttps://ww
w. toshima-dentokogei. co
m/参照。
█問商工グループ☎4566‐2742
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贈呈しました 「江戸凧 加藤」 加藤秀吉氏

凧
に
魅
せ
ら
れ
た
０４
代
研
究
者
の
挑
戦

◆受賞者
か っ こ

※敬称略、括弧内は団体の代表者

映画「君は彼方」公開中！

Ⓒ「君は彼方」製作委員会

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

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

4 広報としま情報版 令和2年（2020年）12月1日号 No.1905 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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