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税・国保・年金税・国保・年金

後期高齢者医療後期高齢者医療

福  祉福  祉

◇会場など…区役所本庁舎3階304会議室 午前9時
～午後5時※祝日、1月と3月の土・日曜日、2月20
日㈯・21日㈰を除く。
◇サポートに必要なもの…マイナンバーカード、マイ
ナンバーカードの利用者証明用暗証番号（4桁）、決済
サービスを利用するための IC カードやクレジットカ
ードなど※決済サービスを利用するための事前登録が
必要な場合があります（決済サービスアプリのダウン
ロード、会員登録など）。準備のうえ、来庁してくだ
さい。
◇事前に準備するとスムーズです…決済サービス ID
とセキュリティコード※総務省ホームページから、申

込みを予定している決済サービス事業者のページを検
索して、取得方法を確認してください。
◇注意…決済サービス ID、セキュリティコードがわ
からない場合や、選択する決済サービスによっては、
サポート窓口でマイナポイントの申込みができない場
合があります。ご了承ください。
█問マイナポイント事業について…マイナンバー総合フ
リーダイヤル�0120‐95‐0178（平日午前9時30分～
午後8時※土・日曜日、祝日は午後5時30分まで）
マイナンバーカードの申請・交付について…豊島区

マイナンバーコールセンター☎3981‐1122（午前9時
～午後5時※祝日を除く）

【ご意見募集中】

令和3年度
食品衛生監視指導計画（案）

計画（案）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す。
●閲覧できます…計画案全文は2月
20日まで、生活衛生課、行政情報コ
ーナー、区ホームページで閲覧でき
ます。
●ご意見をお寄せください…便せん
などに①ご意見②〒・住所③氏名ま
たは団体名（代表者名・担当者名）を
記入し、郵送かファクスかＥメール
で2月20日（必着）までに「生活衛生
課食品衛生グループ█FAX3981‐5452、
█EMA0017000@city.toshima.lg.jp」へ。
直接当グループ窓口へ持参も可※個
別に直接回答はしません。
█問当グループ☎3987‐4177

池袋駅西口周辺景観形成特別地区
の指定に係る意見公募

原案について、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す。

●閲覧できます…原案の全文は2月
17日まで、都市計画課、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。
●ご意見をお寄せください…便せん
などに①ご意見②〒・住所③氏名ま
たは団体名（代表者名・担当者名）を
記入し、郵送かファクスかＥメール
で2月17日（必着）までに「都市計画
課都市計画グループ█FAX3980‐5135、
█EMA0022603@city.toshima.lg.jp」へ。
直接当グループ窓口へ持参も可※個
別に直接回答はしません。
█問当グループ☎4566‐2633

国民健康保険加入者の方へ
「医療費のお知らせ」を発送します

加入者の方が診療を受けた内容を
世帯主あてに送付します。このお知
らせによる手続きの必要はありませ
ん。医療機関に支払われる医療費の
総額を知るとともに、健康の大切さ
を考えるきっかけにしてください。
◇発送時期…2月上旬頃
◇内容…令和2年1～10月の医療費。
なお、総医療費（10割）に加え、自己

負担相当額（2割・3割）も記載。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

後期高齢者医療保険料の納付書
（1～3月）を1月中旬に発送し
ました

◇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

後期高齢者医療被保険者の方へ
医療費等通知書を発送します

自身の健康と医療に対する認識を
深めていただくために、東京都後期
高齢者医療広域連合から医療機関等
の受診歴をお知らせします。記載内
容を確認してください。

◇発送予定…1月下旬
◇対象…令和元年9月～令和2年8
月の間に医療費等（10割の額）の合計
金額が5万円を超える月がある方。
柔道整復、はりきゅう、あんま・マ
ッサージ、指圧の施術や治療用装具
などの支給を含む※該当者のみに送
付。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1332、東京都後期高齢者医療広域連
合お問合せセンター☎0570‐086‐519

補聴器購入費助成事業のご案内

◇対象…次のすべてに該当する方①
豊島区に住所がある65歳以上の方、
②本人の住民税が非課税（介護保険
料所得段階1～5）の方、③耳鼻科
の医師から中程度難聴程度と診断を
受けた方、④聴覚障害による身体障
害者手帳の対象とならない方
◇内容…補聴器本体および付属品。
2万円を上限に助成します。1人1
台1回限り※集音器や申請以前に購
入した補聴器は対象外。
◇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

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は当センターに相
談してください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、国において改正特別措置法に基づく緊急事態宣言が1月7日に発出されました。
区の窓口などは原則行っておりますが、詳細は区ホームページを確認してください。
なお、不要不急の外出および飲食を伴う会合や、マスク着用無しでの会話を控えていただき、感染予防に努めてください。

●イベントなどの開催中止・延期について
詳細は各イベントの問い合わせ
先に確認してください。開催状
況は区ホームページで随時お知
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。

●こころといのちの相談窓口
新型コロナウイルス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。悩んでいる方は相談窓口を
ご利用ください。

令和3年3月（予定）から、医療機関や
薬局の窓口でオンラインでの資格確認が
開始されることに伴い、事前の登録（初
回登録）をすれば、マイナンバーカード
が健康保険証として利用できるようにな
ります※医療機関・薬局によって開始時
期は異なります。オンライン資格確認を
導入していない医療機関などでは、これ
まで通り保険証が必要です。
█問国民健康保険課給付グループ☎3981‐
1296

保険料や税金の納め忘れはありませんか？
2月1日が納期限です

令和３年 １月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保険
料、介護保険料および第４期分の特別区民税・都民
税（普通徴収）は期限内の納付をお願いします。1／21
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緊急事態宣言に伴う区の対応について

東京都発熱相談センター
☎5320‐4592（24時間対応）

区役所でマイナポイント申込みのサポートを受付中
2月は土・日曜日も開設します

マイナンバーカードが
健康保険証として
利用できるようになります

●「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。



申に住所がない場合は
「〒１７１‐８４２２　豊島
区役所各グループ」へ。

福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

募  集募  集

健  康健  康

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

休  館休  館

官公署だより

税の種類 申告・納付期限 口座振替日

所得税・復興特別所得税 3月15日㈪ 4月19日㈪
消費税・地方消費税 3月31日㈬ 4月23日㈮

認知症支援講座「認知症の人の意
思決定支援ガイドライン研修会」

2月12日㈮ 午後2時～3時30分
としま区民センター◇「認知症の人
の日常生活・社会生活における意思
決定支援ガイドライン」について法
的立場からの解説を聴き、支援のた
めの理解を深める◇区内在住、在勤、
在学の方◇40名
█申電話かファクスで「中央高齢者総
合相談センター☎5985‐2850、█FAX
5985‐2835」へ※先着順。

離乳食講習会

2月2日㈫ ①午後1時～1時45
分（午後0時50分受付開始）、②午後
2時15分～3時（午後2時5分受付
開始）※①②とも同内容 長崎健康
相談所◇初期食、中期食、後期食以
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◇5～6か
月から完了期食（おおむね1歳くら
いまで）の乳児の保護者◇各回15組
█申電話かファクスで「当相談所☎3957
‐1191、█FAX3958‐2188」へ※先着順。

親子であそぼう！

2月21日㈰ 午前10時～正午 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇万
華鏡・スライム・ぶんぶんゴマの工
作をし、一緒に遊ぶ◇幼児～小学生
と保護者◇60名◇200円
█申電話かファクスかＥメールで「男
女平等推進センター☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

父親・家族向け講座 えほんうた
・あそびうたライブ＆トーク

2月28日㈰ 午前10時15分～11時
45分 東部子ども家庭支援センター
◇父親が子どもとつながり、家族が
笑顔になれるライブ＆トーク。講師
…ＮＰＯ法人えほんうた・あそびう
た代表／西村直人氏◇区内在住の未
就学児と父親、家族など、これから
子育てをする方※小学生以上の兄弟
は事前相談◇10組
█申1月26日正午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。

ご利用ください
豊島区民交通傷害保険

区内在勤、在学の方も対象になり
ました。
少額の保険料で加入でき、自動車
などによる交通事故でケガをした場
合に、入院・通院の治療日数と治療
期間に応じて、保険金が支払われる

制度です。このご案内は概要を説明
したものです。詳しくは、リーフレ
ットを参照いただくか、引受保険会
社「損害保険ジャパン株式会社☎
3349‐9666（平日午前9時～午後5
時）」へ問い合わせてください。
◇受付期間…2月1日㈪～3月31日
㈬※この期間以外は加入手続き不可。
◇加入できる方…令和3年4月1日
現在、区内に住所を有している方、
区内在勤、在学の方。
◇一時払保険料…900円、1，500円、
2，500円の3コース（1，000円追加で
自転車賠償責任プランにも加入可）
と1，400円（自転車賠償責任プラン付
き）※保険料は掛け捨て。
令和元年10月1日から、「豊島区

自転車の安全利用に関する条例」の
一部が改正され、自転車損害保険等
の加入が義務化されました。自転車
を運転する方は自転車賠償責任プラ
ンへの加入をおすすめします。
◇保険期間…令和3年4月1日 午
前0時～令和4年3月31日 午後12
時（1年間）
◇受付場所…①区内金融機関（銀行
・ゆうちょ銀行・郵便局・信用金庫
・信用組合）、②区役所本庁舎6階
区民交通傷害保険窓口（区民活動推
進課）。
█申申込用紙（受付場所で配布）に保険
料を添えて申込み。
█問区民活動推進課管理グループ☎
4566‐2311（SJ20‐09407令和2年11
月9日作成）

空き家・相続・不動産無料相談

1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。

第7期
豊島区生涯学習推進協議会委員

生涯学習の取組みに対する評価な
どを年2回程度協議◇人数…3名以
内◇任期…4月から2年間█申申込書
（学習・スポーツ課で配布、区ホー
ムページからダウンロードも可）を
2月26日（必着）までに郵送で生涯学
習グループへ。
█問当グループ☎4566‐2762

令和3年度「ほっと・サロン」
利用登録者

第1・4土曜日 午前10時～午後
3時 心身障害者福祉センターほか
◇区内在住、在勤の愛の手帳をお持
ちの方で就職をしている方、または
就職を目指している方◇20名程度█申
所定の申込書（障害福祉課、心身障
害者福祉センター窓口で配付）を2
月22日（必着）までに当課施設・就労
支援グループへ持参か郵送。
█問当グループ☎3981‐1786

「第33回池袋演劇祭」参加団体募集

9月1日㈬～30日㈭の1か月間、
区内の劇場で公演する団体が参加す
る「第33回池袋演劇祭」の参加団体を
募集█申申込方法などの詳細は池袋演
劇祭ホームページ█HPhttps ://ikebu
kuroengekisai.jp 参照。
█問当祭実行委員会事務局☎3985‐
0960

女性の健康教室「プチ不調をやっつ
けよう！～ステイホームでも体を動
かし、ストレス解消・免疫力ＵＰ～」

2月19日㈮ 午後2～4時 池袋
保健所◇お話と運動実技（室内で椅
子に座ってできる体操、チューブや
ボールを使ったストレッチなど）。
講師…健康運動指導士／齋藤 なみ
ゑ氏◇区内在住、在勤でおおむね50
歳以下の女性◇10名◇動きやすい服
装で参加。タオル、飲み物持参█保6
か月以上未就学児。定員あり。
█申1月21日午前10時から電話で栄養
グループ☎3987‐4361へ※先着順。

スマホ講座（入門編）全3回

2月10～24日 水曜日 午後1時
30分～4時（個別質問時間あり） み
らい館大明◇設定やメール、電話帳、
写真などの基本操作から学ぶ。講師
…パソコンインストラクター／塩野
悦子氏◇スマホ初心者◇10名◇5，500
円◇筆記用具、スマホ持参。
█申電話か Eメールで「当館☎3986‐
7186、█EMｍiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…2月12日㈮・13日㈯、
3月12日㈮・13日㈯ 午前9時30分
から（2月13日は午後1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パソコン＆iPad＆スマホ教室…
ⓐ無料体験教室／2月11日㈷ 午後
0時45分～2時15分、ⓑ災害スマホ
活用／2月18日㈭ 午後0時45分～
2時15分◇510円、ⓒパソコン入門
（全4回）／2月6～27日 土曜日
午後3時～4時30分◇5，600円、ⓓ
初級ワードⅠ（全4回）／2月8日～
3月1日 月曜日 午後3時～4時
30分、ⓔ初級エクセルⅠ（全4回）／
2月4～25日 木曜日 午前10時～
11時30分◇ⓓⓔ5，800円、ⓕワード
基礎Ⅰ（全4回）／2月9日～3月2
日 火曜日 午後3時～4時30分、
ⓖエクセル基礎Ⅰ（全4回）／2月6
～27日 土曜日 午後0時45分～2
時15分◇ⓕⓖ6，600円、ⓗパワーポ
イント入門（全4回）／2月9日～3
月2日 火曜日 午前10時～11時30
分◇5，800円、ⓘZOOM 入門―パ
ソコン向け（全2回）／ア2月10・17

日 水曜日 午前10時～11時30分、
イ2月24日～3月3日 水曜日 午
前10時～11時30分◇アイ2，550円、
ⓙZOOM 入門―スマホ向け（全1
回）／2月24日、3月3日 水曜日
午後0時45分～2時15分◇1，550円、
ⓚスマホ写真整理（全2回）／2月19
・26日 金曜日 午前10時～11時30
分◇2，550円
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533へ。②は往復はがきかファクス
でⓐ～ⓚ（ⓙは希望日も記入）を選び、
「〒170‐0013 東池袋2‐55‐6
シルバー人材センター、█FAX3982‐
9532」へ。

Ane ママグループ TOMATO「産
後ママのセルフメンテナンス講座」

2月18日㈭ 午前10時～11時45分
としま区民センター◇体も心も育児
も楽になるセルフケアの方法を学ぶ。
講師…助産師／人見 早穂里氏◇1
か月健診終了後から5か月前後（ハ
イハイ前）の子どもと母親◇10組◇
1，000円█保6か月以上未就学児。要予
約。500円█申Ｅメール（3面記入例参
照。保育希望の方は子どもの氏名と
月齢も記入）で2月15日までにAne
ママグループTOMATO█EManemam
a.tomato@gmail.comへ※先着順。
█問生涯学習グループ☎4566‐2762

あなたの新しい生きがい発見～
地域デビュー講座～

2月20日㈯ 午前11時～午後0時
30分 高田介護予防センター◇これ
からの人生を健康に過ごす方法や区
の地域資源について学び、地域での
新しい生きがいを発見する◇区内在
住、在勤の50歳以上の方◇15名█申電
話で当センター☎3590‐8116へ※先
着順。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

シニア生涯ワーキングセミナー

2月24日㈬ 午後1時～3時45分
（午後0時30分開場） 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
█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。

ボルダリング【無料】講習会

2月20日㈯ ①初心者講習会 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。ルールや
マナー、安全に関する注意点や基礎
を学ぶ、②もっと上手くなりたい初
心者レベルの方におすすめ◇中学生
以下の方にイケビズ特製キーホルダ

ーをプレゼント◇子ども向け講習…
小学2年生～15歳（親子参加可）、お
とな向け講習…16歳以上。②はルー
ルを把握できていない方、未経験者
は参加不可※当館の初心者講習を受
講済みの方は参加可◇各回10名◇運
動のできる服装、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（電
話・窓口ともに午前10時～午後4時）
※先着順。

区立図書館

2月19日㈮午後6時～20日㈯◇シ
ステム作業のため（雑司が谷図書貸
出コーナーを含むすべての区立図書
館）。図書館併設の区民集会室も休
館
█問図書館課管理グループ☎3983‐

7861

区民ひろば要

2月11日㈷～28日㈰◇改築に伴う
仮移転作業のため。3月1日から、
仮移転施設（要町1‐7‐8）で再開。
█問地域区民ひろば課管理グループ☎
3981‐1479

●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向け（ポイント
方式）※ひとり親・高齢者・心身障
害者・多子・車いす使用者世帯・特
に所得の低い一般世帯など、住宅困
窮度の高い世帯限定（審査による）、
②単身者向け・シルバーピア・車い
す使用者向け（抽選）、③居室内で病
死などがあった住宅
◇募集案内配布期間…2月1日㈪～

9日㈫
◇区内の配布場所…区役所本庁舎1
階総合案内、住宅課、東・西区民事
務所、東部障害支援センター、図書
館（池袋図書館除く）、西部生活福祉
課複合施設（西部障害支援センター）、
当公社目白窓口センター（目白2‐
1‐1 目白 NT ビル5階）※2月
6日㈯・7日㈰は都庁第一本庁舎1
階東京観光情報センター内で配布
█問当公社募集センター（募集期間中）
☎0570‐010‐810、（募集期間以外）

☎3498‐8894、█HP https ://www.t
o-kousya.or.jp/

1月29日㈮ 午後6時から 区役所本庁舎8階議員協議会室
█申傍聴希望の方は電話で前日までに都市計画グループ☎4566‐2632へ。

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。

※納税は安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。振替日の前日まで
に口座の残高を確認してください。

確定申告
パソコン・スマホから確定申告
「国税庁ホームページ」へアクセスし、画面の案内に従って金額などを入
力するだけで、所得税等、消費税等、贈与税などの申告書が作成できます。
作成した申告書は、e-Tax で送信できます。また、印刷して郵送などで提
出することもできます。詳細は国税庁ホームページ█HPhttps : //www.nta.
go.jp を参照してください。
所得税等・消費税等・贈与税の申告書作成会場は入場整理券が必要です
◇期間…2月1日㈪～3月15日㈪※土・日曜日、祝日を除く。ただし、2
月21日㈰・28日㈰は開設
◇時間…受付／午前8時30分～午後4時、相談／午前9時15分から
◇会場…豊島税務署地下会議室※駐車場利用不可。
◇注意事項…①入場整理券をお持ちでない方は、入場できません。②入場
整理券は、当日、会場で配付するほか、LINE アプリで国税庁 LINE 公式
アカウントを「友だち追加」することで事前に日時指定の入場券を入手でき
ます。③入場整理券の配付状況に応じて早めに受付を終了する場合があり
ます。
◇来場される方へのお願い…①マスクを着用のうえ、入口で手指の消毒に
ご協力ください。②できる限り少人数でお越しください。③入場の際の検
温で37．5度以上の発熱が認められる場合は、入場できません。なお、発熱
などの症状のある方や体調のすぐれない方は無理せず来場を控えてくださ
い。
確定申告書にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です
申告書を提出する際には、申告者本人確認のため、①マイナンバーカー
ド（個人番号カード）か②通知カードなど（番号確認書類）および運転免許証
などの身元確認書類が必要です※郵送で提出する場合には、①（表面と裏
面）か②の写しを添付してください。e-Tax の場合は不要。
税理士による無料申告相談
※前年度から期間、会場が変更していますのでご注意ください
小規模納税者の所得税等、消費税等並びに年金受給者、給与所得者の所
得税等の申告書を作成して提出できます※土地、建物、株式等の譲渡所得
がある場合を除く
◇期間…2月2日㈫～10日㈬※土・日曜日を除く。
◇時間…受付／午前9時30分～11時30分、午後1時～3時30分、相談／午
前10時から※正午～午後1時の間は、申告書の作成指導不可。混雑状況に
より、早めに締め切る場合があります。
◇会場…としま区民センター503・504会議室

◇必要書類など…源泉徴収票など申告に必要な書類、筆用記具、計算器具、
印鑑、マイナンバーに係る本人確認書類の写しなど。

控除に関わる注意点
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除または障害者控除などの適用
を受ける方は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」および「送金関係
書類」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示が必要
です。ただし、給与や公的年金の源泉徴収か、給与等の年末調整の際に源
泉徴収義務者に提出や提示した場合は、確定申告書への添付や提示は必要
ありません。
医療費控除は「医療費控除の明細書」の添付が必要です
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明
細書」の添付が必要となりました※医療費の領収書は自宅で5年間保存す
る必要があります。医療保険者などから交付を受けた医療費通知（健康保
険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など）を添付すると、明細の記入
を省略できます。

都税の申告
個人事業者の方へ
個人事業税の申告期限は3月15日㈪です◇申告が必要な方…前年に事業
主控除額を超える事業所得等のある個人事業者※ただし所得税および復興
特別所得税の確定申告書を提出した方は、個人事業税の申告の必要はあり
ません。
█問豊島都税事務所☎3981‐1211（代表）

住民税の申告
令和3年1月1日現在、豊島区にお住まいだった方は、収入があった方
もなかった方も、豊島区役所に前年（1～12月）の収入状況を申告してくだ
さい（申告書は2月上旬に送付予定）。返信用封筒が同封されますので郵送
での申告をぜひご検討ください。給与や公的年金の源泉徴収票に記載され
ていない控除（扶養控除、生命保険料控除、医療費控除など）がある方や、
給与や公的年金以外の所得がある方は、住民税の申告が必要です。ただし、
以下の方を除きます。
�前年中の収入が給与収入のみの方で、全ての勤務先から豊島区役所に
「令和3年度給与支払報告書」が提出されている方
�豊島区に住んでいる親族の方の確定申告書、給与支払報告書などで、扶
養親族となっている方
�前年中の収入が公的年金収入のみの方で、支払先から豊島区役所に「令
和3年度公的年金等支払報告書」が提出されている方
�税務署に所得税の確定申告をする方※確定申告書第2表〈住民税に関す
る事項〉を正しく記載してください。
█問区税務課課税調整グループ、課税第1・2グループ☎3981‐1111（内線
2353・2354・2355）

2月4日㈭ 午後2時から 区役所本庁舎8階議員協議会室
█申傍聴希望の方は電話で2月3日正午までに「行政情報グループ☎3981‐4404」へ。

◇会期…2月10日㈬～3月23日㈫
◇一般質問…2月17日㈬・18日㈭
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／2月22日㈪、都市整備・子
ども文教委員会／2月24日㈬
█申傍聴希望の方は、当日区役所本
庁舎9階区議会事務局窓口へ。な
お、本定例会で審議する請願・陳
情の提出期限は2月5日㈮午後5
時です。点字の場合は問い合わせ
てください。
█問議事グループ☎3981‐1453

区議会第1回
定例会を開会します

税の申告はお早めに 令和2年分の確定申告
█問豊島税務署☎3984‐2171※電話は自動音声でご案内しています。

第193回豊島区都市計画審議会 豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会
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区民ひろば

国際アート・カルチャー都市としま

２０２０年

／
No.0000

◆高南第一 作品展…①2月19日
㈮ 午後1～4時、②2月20日㈯
午前10時～午後2時◇サークル、
主催事業、個人の作品の展示・発
表█申当日直接当ひろばへ。

█問当ひろば☎3988‐8601

プログラムは変更する場合があ
ります。詳細は各ひろばに問い合
わせてください。

スマートフォン・タブレット用ニュースアプリ
「SmartNews」の「豊島区チャンネル」で、豊島区
の公式情報を配信しています。区の最新情報をい
つでもお手元で見ることができます。ぜひご活用
ください。
█問ホームページグループ☎4566‐2533

妊娠中から18歳までの子育てに役立つ情報を掲載した子育て情報誌
「子育て情報ハンドブック」を令和3年7月頃に発行します。この情報
誌に載せる広告の募集をしています。広告募集のため、区と協定を締
結している㈱サイネックスが区内の事業者（団体・商店・医療機関）を
訪問することがありますので、ご理解をお願いします。
█問東部子ども家庭支援センター☎5980‐5275

令和3年度発行の広報紙に掲載する広告を
募集します。詳細は区ホームページ参照。
◇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
…2月5日まで※終了後、空枠の受付を開
始します。
█問広報グループ☎4566‐2532

◆世界探訪 ＃2 セントルシアの
音楽…2月21日㈰ 午後2時から
としま区民センター◇カリブ海に
浮かぶ島、セントルシアの音楽を
生演奏とともに紹介。ナビゲータ
ー…青木・マーガレット◇1，000
円◇40名、＃3 チェコのデザイ
ン…2月27日㈯ 午前10時30分か
ら 豊島区内◇雑貨・映画・建築
など、チェコ・デザインの世界を
紹介。ナビゲーター…ペトル・ホ
リー◇10名◇1，500円◇会場、申
込み方法など詳細は当財団ホーム
ページ参照。
◆フレッシュ名曲コンサート（室
内楽） 弦楽合奏と映像の世界…
3月7日㈰ 午後3時開演 とし
ま区民センター◇ヴィヴァルディ
・「四季」より"冬""春"、ベートーヴ
ェン：弦楽四重奏曲第11番「セリ
オーソ」ほか◇全席指定前売3，000
円（区民2，500円、24歳以下1，000
円）、当日3，500円█申としまチケッ
トセンター☎0570‐056‐777で発
売中、当財団ホームページ█HP htt
ps://www.toshima-mirai.or.jp/
から申込みも可。
◆東京ネットワーク計画 Hareza
池袋ランチタイムコンサート…2
月17日㈬ 正午～午後0時45分
Hareza 池袋パークプラザ◇出演
…コハーン・イシュトヴァーン
（クラリネット）、新倉 瞳（チェロ）、
曲目…J.S.バッハ＝グノー：アヴ
ェ・マリアほか█申当日直接会場へ。

いずれも█問事業企画グループ☎
3590‐7118（平日午前10時～午後
5時）
◆地域文化創造館
●5館合同事業 ぷらり★としま
U-30企画写真展「アトリエとしま
～ぷらふくの暮らす街～」…3月
1日㈪～24日㈬ 雑司が谷案内処
（木曜日定休）█申当日直接会場へ。
█問南大塚地域文化創造館☎3946‐
4301
●南大塚 ①地域演劇イベント＃
演劇的な一日 in 大塚2021…ⓐ公
演部門／2月13日㈯ 午前11時か
ら 南大塚ホール、南大塚地域文
化創造館█申事前に応募フォームか
ら申込み、ⓑオンライン部門／2
月6日㈯～3月31日㈬※詳細は当
財団ホームページ参照、②地域活
性化事業 落語イベント―南大塚
ホールで落語ざんまい―…3月13
日㈯ 午後2時開演◇出演…春風
亭昇々、入船亭小辰、春風亭一花
◇50名█申往復はがきで2月19日
（必着）までに当館へ。当財団ホー
ムページから申込みも可。1人に
つき1通で申込み。
●雑司が谷 第23回ベビーカーコ
ンサート…2月24日㈬ 午前11時
開演◇30組█申当館窓口か電話で申
込み※先着順。
█問南大塚☎3946‐4301（〒170‐
0005 南大塚2‐36‐1）、雑司
が谷☎3590‐1253（〒171‐0032
雑司が谷3‐1‐7）

職名 締切 問い合わせ先
幼稚園特別支援指導員 1月29日（必着）までに郵送か

持参 学務課☎3981‐1174幼稚園特別支援補助

2月4日（必着）までに簡易書
留で郵送か持参

幼稚園預かり保育補助

学校栄養士 学務課☎3981‐1176

フレイル対策推進員 2月12日（必着）までに簡易書
留で郵送か持参

高齢者福祉課
☎4566‐2429

豊島区保健事業支援員
（管理栄養士または保健師） 2月3日（必着）までに簡易書

留で郵送か持参
地域保健課
☎3987‐4660歯科保健事業支援員

生涯学習指導員 1月29日（必着）までに簡易書
留で郵送

文化デザイン課
☎3981‐1476学芸研究員

※業務の内容や申込み方法などの詳細は区ホームページか、各課配布の募集案内参照。

会計年度任用職員を募集します
豊島区公式情報を「SmartNews（スマートニュース）」
で配信しています！

○任期…令和3年4月1日～令和4年3月31日

上記2次元コードか
ら豊島区チャンネル
が追加された状態で
アプリをダウンロー
ドできます。

広 報 と し ま 有 料 広 告

子育て情報ハンドブックの
広告募集について

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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