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◇接種を受けるには
①接種可能な時期・場所の確認をする
詳細は3月下旬に発行予定の広報と
しま「新型コロナワクチン特集号」で
ご案内する予定です。最新情報は区
ホームページなどを確認してくださ
い。
②接種の予約をする
予約方法はクーポン券に同封されている「接種の
お知らせ」で確認してください。

③接種を受ける
接種は無料です。2回接種となる見込みで、2回
目は1回目の接種からおよそ3週間後です。必ず
クーポン券と本人確認書類（健康保険証など）をお
持ちください。なお、発熱症状のある場合など、
接種を受けられないこともあります。
◇ワクチン接種は強制ではありません
接種を受ける方は、接種による感染症予防の効果
と副反応のリスクの双方について理解したうえで、
自らの意志で接種を受けていただきます。なお、

副反応が起きた場合の健康被害救済制度が設けら
れています。
█問ワクチン接種全般に関する問い合わせ…厚生労
働省新型コロナワクチンコールセンター�0120‐
761‐770（午前9時～午後9時）、予約・接種会場
に関する問い合わせ…豊島区新型コロナウイルス
ワクチンコールセンター�0120‐567‐153（午前
9時～午後6時）

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
減免申請について、当面の間、受付を継続します。申請の要件や方
法などの詳細は問い合わせてください。
また、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間に
ついては、令和3年3月31日まで延長されています。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1332、傷病手当金について…東
京都後期高齢者医療広域連合お問い合せセンター☎0570‐086‐519

重症者や死亡者の発生をできる限り減らし、感染症のまん延防止を図るため、医療従事者、高齢者、基礎疾患のある方などから順次接種を開始する予
定です。ワクチンは確保できる量に限りがあり、順次、各自治体・医療機関に供給されます。ご自身の接種の順番とクーポン券の配付時期を確認してく
ださい。豊島区では個別接種、集団接種、区民ひろば巡回接種の3層のワクチン接種会場を展開します。

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。

●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。

①国民健康保険料の減免申請期限は3月31日までです
新型コロナウイルス感染症により、令和2年の収入が令和元年と比べて下がった方、
重篤な傷病を負った方などは、申請により保険料が減免になる場合があります。
②国民健康保険傷病手当金について
国民健康保険被保険者で、勤務先から給与などの支払いを受けている被用者のう
ち、新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり感染が疑わ
れ、療養のため労務に服することができなかった期間に対して、傷病手当金を支
給する制度があります。適用期間は令和2年1月1日～令和3年3月31日です。
いずれも詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください。

█問①資格・保険料グループ☎4566‐2377、②給付グループ☎3981‐1296

●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。
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予定 3月 4月以降

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３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。3／1
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SDGs未来都市豊島区

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のお知らせ

◇国が示した接種スケジュールの目安

（※1）令和3年度中に65歳に達する方（65歳以上の中でさ
らに時期を分ける場合もあります）
（※2）次のいずれかを有する方が対象となる予定です。
Ⅰ．以下の病気や状態の方で、通院・入院している方
①慢性の呼吸器の病気、②慢性の心臓病（高血圧を含む）、
③慢性の腎臓病、④慢性の肝臓病（脂肪肝や慢性肝炎を除
く）、⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の
病気を併発している糖尿病、⑥血液の病気（ただし、鉄欠
乏性貧血を除く）、⑦免疫の機能が低下する病気（治療中の
悪性腫瘍を含む）、⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下
させる治療を受けている、⑨免疫の異常に伴う神経疾患や
神経筋疾患、⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能
が衰えた状態（呼吸障害等）、⑪染色体異常、⑫重症心身障
害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）、
⑬睡眠時無呼吸症候群
Ⅱ．基準（BMI30以上）を満たす肥満の方※BMI＝体重（㎏）
÷身長（ｍ）÷身長（m）
（※3）ワクチンの供給量を踏まえ、順次接種を開始します。

◇豊島区のワクチン接種場所「豊島方式」

接種チームが区民ひろばを巡回
（各週で5か所ずつ開設）

3
層
で
接
種
会
場
を
展
開

区民ひろば
巡回接種

常設の接種会場
※右表参照

集団接種

個別接種
地域のクリニックや診療所など

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および
傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

東京都
発熱相談センター
☎5320‐4592
（24時間対応）

●「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。

◇集団接種会場 ※開設時期は決まり次第お知らせします。
施設名 所在地

区役所本庁舎 1階としまセンタースクエア 南池袋2‐45‐1
旧朝日中学校 体育館 西巣鴨4‐9‐1
巣鴨地域文化創造館 地下1階多目的ホール 巣鴨4‐15‐11
駒込地域文化創造館 4階会議室 駒込2‐2‐2
千早地域文化創造館 多目的ホール（西部区民事務所併設）千早2‐39‐7
雑司が谷地域文化創造館 地下1階多目的ホール 雑司が谷3‐1‐7
豊島清掃事務所 2階講堂 池袋本町1‐7‐3

医療従事者など

クーポン券配付
（3月下旬頃） 高齢者（※1）

基礎疾患を有する方（高齢者以外）（※2）

高齢者施設などで従事している方
クーポン券
配付

60～64歳の方（※3）

上記以外の方（※3）
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各種健康対策、保健所の運営など
衛生費 50億9,157万円(3.9％)

保育園の運営、児童手当の給付など
子ども家庭費 282億4,513万円(21.7％）

まちづくり、区営・区立住宅の管理運営、道路･公園
の整備、自転車対策、緑化推進など

都市整備費 180億7,805万円(13.9％）

高齢者･障害者福祉､生活保護など
福祉費 297億8,144万円(22.9％）

環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進など
環境清掃費 44億9,307万円(3.5％）

戸籍事務、区民事務所運営など
区民費 109億6,326万円(8.4％)

防災対策、区役所の運営、議会費、公債費、予備費など
その他 169億5,140万円(13.0％)

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
特別区税 323億1,509万円(24.8％)

地方消費税の一部が区市町村に交付されるもの
地方消費税交付金 65億円(5.0％)

都区間･区間相互の財源の均衡を図り、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 282億円(21.7％)

国や都から交付を受ける負担金・補助金など
国・都支出金 370億8,624万円(28.5％)

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
特別区債 56億2,200万円(4.3％)

地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､
分担金及び負担金、使用料及び手数料､基金繰入金など

その他 205億352万円(15.7％)

歳　

入

歳　

出

教育費 103億6,897万円(8.0％)
幼稚園､小・中学校､子どもスキップの運営など

文化商工費 62億5,396万円(4.8％)
文化・芸術、商店街・中小企業の振興、図書館の運営など

高齢者・障害者福祉、生活保護
など

2,767円

環境対策、清掃、リサイクル
など

345円

文化、スポーツ、図書館など

323円

区民ひろばの運営など

96円

選挙・監査

35円

税を集めるため

81円

公園・児童遊園、緑化など

241円

借入金の返済

204円

広報、電算、その他区役所の
運営など

767円2,085円

保育園の運営、児童手当の給
付など

健康づくり、保健所の運営
など

391円

区議会の運営

51円

戸籍事務、区民事務所の運営
など

182円

道路、自転車対策など

290円

商工業・観光の振興、勤労者
福祉など

156円

幼稚園、小・中学校、放課後対策
（子どもスキップ）など

 880円

223円

各基金の積立て（貯蓄）

まちづくり、防災など

883円

●令和 3年度予算重点事業は「広報としま4月 1日号(特集版)」に掲載します。

令和 3年度の一般会計当初予算規模は1,302億2,684万円で、対前年度比19
億3,361万円の増、1.5％のプラスとなりました。また、特別会計を含めた予
算規模は1,855億7,728万円で対前年度比 3億6,284万円の減、0.2％のマイ
ナスとなっています。なお、この予算案は、現在開会中の議会で審議されて
います。

●編成方針 
　新型コロナウイルス感染症は、経済や社会に計り知れない影響を及ぼしています。感
染収束の見通しが立たないなか、今後も困難な状況にある区内経済および区民生活を支
えることを最優先に、必要な施策を迅速かつ着実に展開していかなければなりません。
　歳入は、国が一方的に進める不合理な税制改正の影響に加えて、新型コロナウイルス
感染症の拡大に伴う景気悪化を受けて、区の基幹歳入である特別区民税と財政調整交付
金の大幅な歳入減が見込まれています。その影響は、リーマン・ショック時の減収額を
超えることが予想されるとともに、複数年に渡って影響が及ぶことも見込まれるなど、
今後の歳入環境は非常に厳しい状況にあります。
　一方、歳出は、昨年７月に選定されたSDGs未来都市の理念を具体的な取組みへとつ
なげ、持続発展都市としての国際アート・カルチャー都市への実現に全力で取り組む必

財政計画グループ☎4566 - 2521
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◆令和 3年度会計別予算◆

1,302億2,684万円
553億5,044万円
281億9,715万円
63億1,851万円
208億3,479万円

1,855億7,728万円

1,282億9,323万円
576億4,689万円
289億7,386万円
63億5,522万円
223億1,780万円

1,859億4,012万円

1.5％増
4.0％減
2.7％減
0.6％減
6.6％減
0.2％減

令和 3 年度 令和 2 年度 増減

国民健康保険事業会計
後期高齢者医療事業会計
介護保険事業会計

区　分

合　計

一 般 会 計
特 別 会 計

要があります。加えて、中小企業支援、防災対策のほか、今後も増加が見込まれる社会
保障関連経費への対応など、喫緊に対応が必要な行政課題は、山積しています。
　こうした状況において、感染拡大防止と社会経済活動の両立という社会課題に対応し
つつ、区に再び活気を取り戻すため、ピンチをチャンスに変えるという信念のもと、新
しい日常を見据えた区政運営に積極果敢に挑戦していかなければなりません。区が実施
する事業についても、前例踏襲の姿勢を見直し、社会変革の状況を適切に捉え、新たな
視点により再構築を図る必要があります。
　以上を踏まえ、今後の財政見通しが危機的状況にあるとの認識のもと、新たな施策
は、真に必要なものに限定するとともに、全ての既存事業においてゼロベースで事業の
効率性や有効性を評価したうえで、必要な見直しを図る方針のもと編成を行いました。

●閲覧できます
　予算(案)の概要は、行政情報コーナー、区ホームページで閲覧できます。

問
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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

子育て・教育子育て・教育

【ご意見募集】

「豊島区未来戦略推進プラン2021」
（案）をまとめました

当プランは、「豊島区基本計画2016
～2025」の実施計画として、毎年度に
実施する施策や事業の内容を具体的
に示すものです。同時に区の目指す
将来像を実現するための、政策相互
間の繋がりや、施策を重点化して取
り組むための考え方を示しています。
当プラン（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…当プラン（案）の全
文は3月31日まで、企画課、行政情

報コーナー、区民事務所、図書館、
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、3月31日（必着）までに郵送
かファクスかＥメールで「企画課未
来戦略推進第2グループ█FAX3980‐
5093、█EMA0010108＠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☎4566‐2518

特別区民税・都民税の支払いは
お済みですか

令和2年度第3期税額変更分～令

和2年度第4期（納付期限令和3年
2月1日）の納付が確認できなかっ
た方へ、3月3日に督促状を発送し
ます。督促期限内（3月17日まで）に
納付してください。納め忘れを防ぐ
ためには便利な口座振替をご利用く
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すること
ができない場合、生活が困窮してい
る場合には、分割納付などの相談を
行っています。日曜窓口も開設して
います。お早めに税務課整理第一・
第二グループへ相談してください。
◇日曜窓口…3月14日 午前9時～
午後5時※新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止になる場合があ
ります。中止の場合は区ホームペー
ジでお知らせします。
█問当グループ☎4566‐2362

軽自動車・バイクなどの廃車
手続きを忘れずにしてください

軽自動車税（種別割）は4月1日現
在登録のある方に課税されます。廃
棄、譲渡、盗難にあったなどで廃車
手続きをしていない方は、3月31日
までに廃車手続きをしてください。
◇届出先…①豊島区ナンバーの原動
機付自転車（125㏄以下）・ミニカー
・小型特殊自動車／区税務課☎4566
‐2352、②軽二輪車（125㏄超の二輪
車）・二輪の小型自動車（250㏄超の
二輪車）／練馬自動車検査登録事務
所☎050‐5540‐2032、③四輪の軽
自動車（660㏄以下）／軽自動車検査
協会東京主管事務所練馬支所☎050
‐3816‐3101
█問税務課軽自動車税担当☎4566‐2352

不登校・ひきこもり・発達障害
などの生き難さを抱えたご本人、
家族向け個別相談

2～3月（随時） 午前10時30分～
午後6時◇生きづらさを抱えた当事
者とその家族同士の交流や、電話相
談、セミナーなど◇区内在住、在勤、
在学の当事者とその家族
█申電話かＥメールで「としま若者応
援ネットワーク 大橋☎080‐6539
‐1304、█EM jambooohashi0507@y
ahoo.co.jp」へ。

老後の住み替えは自分で決める
活き活きシニアライフ

3月12日㈮・30日㈫ 午後1時30

分～3時 としま産業振興プラザ
（IKE・Biz）◇一人暮らしでも安心で
きる住み方とは。フレイルも予防で
き、最後まで自分らしく暮らせる、
人生100年時代の高齢者の住み方に
ついて、専門家の話を通して学ぶセ
ミナー◇10名
█申電話でゆいま～る花の木入居相談
室�0120‐972‐583（午前10時～午
後5時）へ。

新小学1年生の方へ
「子ども医療証」を送付します

現在「乳幼児医療証」をお持ちで4
月に小学校に入学する方へ、4月1
日から有効の「子ども医療証」を送付
します。3月下旬発送予定です。届

かない方は問い合わせてください。
◇新たに申請が必要な方…義務教育
修了前の児童で医療証をお持ちでな
い方※必要書類などは事前に問い合
わせのうえ申請してください。医療
費助成は原則として医療証交付の申
請日（郵送の場合は到着日）からです。
転入日または出生日の翌日から2か
月以内に申請した場合は、転入日ま
たは出生日までさかのぼって助成し
ます。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

親子で聴くいのちのおはなし
～誕生学～

3月23日㈫ 午後3時30分～4時
30分 東部子ども家庭支援センター
◇子どもがお腹の中にいた時のこと
や、産まれてくる時の「いのちの力」
のお話◇区内在住で5歳以上（小学

生可）の子どもと保護者◇親子8組
█申3月3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。

0歳児講座

3月26日㈮ 午前10時30分～正午
東部子ども家庭支援センター◇ねん
ね、寝返り時期の赤ちゃんの発達に
合わせた親子遊びやかかわり、だっ
こについてのお話◇区内在住の5か
月未満児と保護者◇10組
█申3月8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。

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。

政府は1月7日に2度目の緊急事態宣言を発出し、3月7日まで延長し
ています。年明け以降、区議会各会派からいただいた緊急要望を真摯に受
け止め、今後も区議会の皆さまとともに、新型コロナウイルス感染症から
区民の生命と生活を守るため、全力を尽くしていきます。
1．令和3年度の基本的な方向性
来年度は、2030年に向けた中長期的な4つの目標に加え、「新型コロナ

ウイルス対策」「SDGs の推進」「デジタル化の推進」「池袋の都市再生」の4
つの重点テーマを新たに掲げ、コロナ時代に柔軟に対応する区政運営を実
現していきます。
2．令和3年度当初予算案
令和3年度当初予算は、前年度比3億6，300万円、率で0．2％減の1，855

億7，700万円となりました。一般会計当初予算は1，302億2，700万円と過去
2番目に大きい予算規模となりました。主な要因はコロナ対策予算を計上
したことを含め、「子育て関連事業などの扶助費が過去最大規模」「各種基
金に17億円の積み増し」「進行中の市街地再開発事業にかかる投資的経費の
増」の3点です。新型コロナウイルス感染症により、特別区財政調整交付
金が36億円、特別区民税は17億円、地方消費税交付金は13億円の減と3大
基幹歳入の減収規模は合計で66億円にのぼり、8年ぶりに財政調整基金か
ら69億円を取り崩すこととなりました。
3．新型コロナウイルス感染症への対策
高齢者施設などでは平常時でも事業者の判断でＰＣＲ検査を実施するた
めの検査費用を区が補助します。また区有地を活用した特別養護老人ホー
ムなどに対し、令和3年度に限定した臨時特例的財政支援を行います。さ
らに、商店街を対象に商品券の発行にかかる事業費補助やキャッシュレス
決済を利用したポイントキャッシュバックを行います。新型コロナワクチ
ン接種は区内7か所の公共施設による集団接種、地域のクリニックや診療
所等による個別接種に加えて、独自に区民ひろばにおける巡回接種を導入
し、地域ぐるみで接種の意識を高めていきます。
4．SDGs の実現に向けて
「国際アート・カルチャー都市」、その先にある SDGs 実現へのチャレ
ンジはこれからの目指すべき将来像です。あらゆる事業に SDGs の要素
を取り入れながら、スピード感をもって本区の個性を際立たせた国際基準
の区政運営にまい進していきます。
5．デジタル化の推進
昨年8月にデジタルガバメント検討プロジェクトチームを発足し、デジ
タル化推進の全庁横断的な検討をスタートさせました。令和3年度に策定

ディーエックス

する後期・基本計画にＤＸの推進に向けた取組みを明確にするとともに、
民間から専門職を迎えます。7月を目途に本庁舎におくやみコーナーを設
置し、簡易な管理システムを導入することでご遺族の負担軽減を図ります。
税証明書発行手数料の支払いは交通系電子マネーなど、非接触による決済
環境を拡充します。ペーパーレスの推進とともに、本区の規定に基づき押
印を求めている書類における個人の認印を原則廃止していきます。
6．池袋の都市再生
2030年に向けた池袋の未来の都市モデルは、“ひと”が主役の SDGs 未

来都市です。265万人が乗降する巨大ターミナル池袋とその周辺の大改造
を目指すとともに、東西の大規模な駅前開発を推進する国内最大級の歩行
者広場を整備し、ウォーカブルな都市空間を創り上げていきます。SDGs
モデル事業でもある個性際立つ4公園が池袋独自の都市再生をけん引し、
東京をリードする国際文化都市へと進化させます。
7．文化を基軸としたまちづくり
昨年12月に開催したイケ・サンパークでのファーマーズマーケットは4
日間で延べ約1万2千人もの方にご来場いただきました。現在、休止中で
すが、新たな日常の台所としてご利用いただけるよう準備していきます。
としま文化の日条例の制定を記念して、豊島区の文化と観光に特化したウ
ェブサイト、イケ・サークルの開設準備を進めています。トキワ荘マンガ
ミュージアムは3万人をはるかに超えるお客様が来館されました。次は手
塚治虫先生の企画展「トキワ荘と手塚治虫―ジャングル大帝の頃―」を開催
します。東京オリンピック・パラリンピックでは池袋西口公園が文化とス
ポーツを融合したコミュニティライブサイトとして位置付けられました。
8．子どもと女性にやさしいまちづくり
昨年12月の共働き子育てしやすい街ランキングでは、本区が総合第2位、
都内の自治体では首位に返り咲きました。一方で、コロナ禍により若年女
性をめぐる様々な課題が顕在化してきており、時機を失することなく対応
するため、保健、福祉、教育、人権など幅広い部局で構成される横断的な
「すずらんスマイルプロジェクト」を1月に立ち上げました。子育て分野は
「待機児童ゼロ」「児童虐待ゼロ」「支援の届かない子ども・若者・家庭ゼロ」
の3つのゼロを令和3年度予算上の重点施策として掲げています。また、
「（仮称）子ども・若者支援基金運営事業」を、SDGs の重点事業として位置
付け、取り組んでいきます。
9．高齢者にやさしいまちづくり
往復はがきによる高齢者への呼びかけ事業を年1回実施し、感染症予防
などの普及啓発を行うとともに、高齢者総合相談センターの相談支援につ
なげ、高齢者の不安解消と健康維持に努めていきます。毎年発行していた
高齢者のてびきを全面リニューアルし、福祉・暮らしなど高齢者に必要な

かける

情報を満載した冊子「シニア×としまぐらし」として改訂し、70歳以上の方
のいる全戸に郵送し、必要な情報をお届けします。
10．さらに安全・安心なまちづくり
災害時の安全・安心の拠点となる救援センターに飛沫感染防止のための
ダンボールベッドやパーテーションを本格的に導入します。大塚駅北口広

イ ロ ノ ワ ヒ ロ バ

場にネーミングライツの募集を行い、「ironowa hiro ba」と広場名が決
定しました。広場に設置されたモニュメントや大リングなど、5つの拠点
をカラフルに彩る光のファンタジーと、大塚地域の歴史や文化を踏まえた
様々な結びつきを、輪として表現したものです。
11．教育
1月8日から区立小・中学校、幼稚園で3学期が始まり、健康観察に加
えて、悩みに関するアンケート調査や面接を実施し、一人ひとりに寄り添
う教育活動に努めています。タブレットパソコンの一人1台の配布が終了
し、各学校とも、感染症対策だけでなく、タブレットを使ってお友達と一
定の距離を保ちながらの共同作業やリアルタイムで遠方の方々と繋がるな
ど、学習の可能性を徐々に広げています。小・中学校の宿泊を伴う移動教
室、修学旅行は中止や変更を余儀なくされましたが、全中学校の東京ディ
ズニーリゾート1泊旅行は、今後の感染状況や改善の見通しをふまえ、実
施に向けて検討を続けています。区立小・中学校の特別支援学級の児童・
生徒による第57回まとめ展は会場を分散しての実施を予定しています。

「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。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

令和3年第一回区議会
定例会招集あいさつ

豊島区長 高野之夫

2月10日開会、本会議にて▶
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申に住所がない場合は
「〒１７１‐８４２２　豊島
区役所各グループ」へ。

令和3年2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 26,672
(＋214)

178,800
(＋163)

287,381
(＋81)
144,044
143,337

男
女

環境・清掃環境・清掃

健  康

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

官公署だより

池袋マルイで
フードドライブを行います

3月12日㈮～14日㈰ 午前11時～
午後8時 池袋マルイ1階（西池袋
3‐28‐13）◇賞味期限が2か月以
上で、常温保存が可能で、包装外装
が破損していない未開封の食品に限
る█申当日直接会場へ。
█問ごみ減量推進課計画調整グループ
☎3981‐1320

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

3月14日㈰ 午前10時30分～午後
2時 池袋第二公園（池袋3‐29‐4）
※駐車場なし、雨天中止◇募集数…
20店舗（1店舗面積2ｍ×2ｍ）◇区
内在住、在勤、在学の個人またはグ
ループ※営業目的は不可◇1，000円█申
ファクスかＥメールで「『みんなのえ
んがわ』池袋事務局█FAX5951‐1508、█EM
engawa@toshima-npo.org」へ※
1名（1グループ）1通のみ。先着順。
█問当事務局 楢原☎5951‐1508（午
後1～5時）

動画上映会「そうだったの
か！良質な眠りの秘訣～
睡眠と健康のつながり～」

3月15・22日 月曜日 ①午後1
時30分～2時30分、②午後3～4時
池袋保健所◇講師…（一社）日本眠育
普及協会代表／橋爪あき氏◇YouT
ube で動画視聴できなかった方※
すでに視聴後ポイントシール獲得済
の方は対象外◇各回30名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

その息切れ、本当に風邪
ですか～肺の生活習慣病
ＣＯＰＤ～

3月18日㈭ 午後3時～4時30分
池袋保健所◇病気の知識を深め、予
防法を学ぶ。講師…すがも北口内科
クリニック院長／山本義孝氏◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

からだ整える
ジャイロキネシス

3月22日㈪ 午前10時～11時30分
豊島体育館◇動きと呼吸の調和を楽
しみながらエクササイズ◇区内在住
の方◇40名◇動きやすい服装で参加。
室内用シューズ、タオル、飲み物持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

みらい館大明
「カリグラフィー講座」

3月12日㈮ 午後1～3時◇カリ
グラフィーの基礎を学び、メッセー
ジカードを作成。未経験者可。講師
…カリグラフィーネットワーク会員
／牧 幸子氏◇8名◇1，000円
█申電話かＥメールで「みらい館大明
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込
みも可※先着順。

区民フナ釣大会

4月11日㈰※雨天決行 午前5時
30分 東京建物Brillia HALL前集合、
千葉県香取市周辺◇生きたマブナ・
ヘラブナの総重量で競う（竿などの
制限あり）◇区内在住、在勤の方と
家族◇100名◇5，500円（女性と高校

生までの方は4，000円）◇竿（4．5ｍ前
後※希望者には貸竿あり）、仕掛け、
えさ、弁当、水筒、雨具など持参。
█申電話で3月30日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

ソフトテニスジュニア教室

4月11日～令和4年3月27日 毎
月第2・4日曜日 午前7～9時
総合体育場◇区内在住、在学の小・
中学生※4月現在。保護者も参加可
◇40名◇6，000円（保護者9，000円）█申
申込書（区ホームページからダウン
ロード可）を郵送かファクスで「〒
170‐0002 巣鴨1‐33‐5‐502
豊島区ソフトテニス連盟 三好、█FAX
3941‐7406」へ※先着順。
█問当連盟 三好☎3941‐4739

旧第十中学校
初心者硬式テニス教室（前期）

4月11日～9月26日 毎月第2・
4・5日曜日、祝日 午前8～10時
旧第十中学校◇実力に応じて班編成
をし、指導◇区内在住、在勤、在学
の小学5年生以上※初めての方優先
◇30名◇6，000円█申往復はがきで3
月17日（必着）までに「〒171‐0042
高松3‐12‐21 大沼」へ※応募者
多数の場合は抽選。
█問豊島区スポーツボランティアリー
ダー四季 川島☎3951‐4335

●豊島税務署
「令和2年分の申告と納税」
◇令和2年分の申告・納付の期限な
ど…所得税及び復興特別所得税、贈
与税／4月15日㈭、消費税及び地方
消費税／4月15日㈭◇令和2年分の
口座振替日…所得税及び復興特別所
得税／5月31日㈪、消費税及び地方
消費税／5月24日㈪

●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…4月15日㈭まで※土・日曜
日、祝日を除く◇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※駐車場は利用不可◇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、Ｌ
ＩＮＥ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。
█問当署☎3984‐2171※自動音声案内。

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。

�俳句の句会「『河』浦和支部」 毎月第4日曜日 午後
1時～4時30分 としま産業振興プラザ（IKE・Biz）、
としま区民センター◇月額1，500円
█問藤岡☎090‐4120‐1210
�「サハジャヨガ」 木曜日 午前10時～11時30分、隔
週火曜日 午後8時～9時30分、隔週土曜日 午前10
時～11時30分 上池袋コミュニティセンター、オンラ
イン配信
█問渡邉☎090‐3912‐3588

�3月10日㈬ 午後2時 「東京都平和の日」
◇東京大空襲をはじめ戦災で亡くなられた方のご冥福を祈ります。
�3月11日㈭ 午後2時46分 「東日本大震災から10年」
◇犠牲者の方へ哀悼の意を表します。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

令和3年第1回豊島区議会定例
会で、教育委員1名が選任され、
2月25日に大澤 誠氏が就任しま
した。任期は4年間です。
█問庶務課庶務グループ☎3981‐
1141
豊島区教育委員会の構成
職名 氏名 略歴

教育長 金子智雄 元区職員
教育長
職務代理者 樋口郁代 元学校長

委員 酒井 朗 学識経験者
委員 村瀬 愛 元PTA会長

委員 大澤 誠 元薬剤師会
会長

新たな教育委員が
就任しました

1分間の黙とうをささげましょう

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）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3年（2021年） 3月1日号 No.1916 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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