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本庁舎では、一部の窓口業務を毎月第2日曜9時～17時、毎週火曜（祝日・閉庁日を除く）19時まで行っています。取り扱い業務は、区ホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

区施設の休業などの最新情報は、
区ホームページをご覧ください。

マスクを着用する
(口・鼻を覆う)

ハ ン カ チ ・ テ ィ ッ
シュで口・鼻を覆う 袖で口・鼻を覆う

※手を洗えない場合は、手指消毒用アルコール製剤(エタノールなどを
60～８0％程度含むもの)による消毒も有効です。

手洗い前の注意点
● 爪は短く切りましょう
●時計・指輪をはずしましょう
汚れが残りやすいところ

●指の先・間 ●手首
●爪の間 ●手のしわ
●親指の周り

水でよく手をぬらし、せっ
けんをつけてよく泡立てる

1

手の平と指の間をこする

詳しくは
こちらから▶

2

手の甲と平を合わせてこす
る

3

手の平を爪の先でこする

※ 4 月 1 日時点の情報に基づき作成しています。

4

親指をにぎってねじり洗い
する

板橋区長

5

手首をつかんでねじり洗い
し、泡を水で洗い流す

6

正しい手の洗い方

３つのせきエチケット

とっさのとき
マスクが
ないとき

不要不急の外出を控えましょう
　新型コロナウイルス感染症
のオーバーシュート（感染者
の爆発的な増加）を防ぐた
め、不要不急・夜間の外出を
控えましょう。
　また、クラスター（集団）の
発生を防ぐため、「３つの密」
が重ならないよう、工夫しま
しょう。

●発熱・せきなどの体調不良を感じた
ら、まずは、かかりつけ医に電話で受
診方法・家庭での過ごし方などをご相
談ください

●受診の際には、マスクを着用し、かか
りつけ医から受診時間などの指定があ
る場合は、指定された時間に受診して
ください

●受診相談の目安は、熱・せきが４日以
上（基礎疾患がある方は２日以上）続く
場合です。上記を満たさない場合で
も、心配な方は電話で、かかりつけ医

にご相談ください
●一度受診したら、同じ医療機関で継続
して受診してください。症状・診察所
見の変化を的確に把握することができ
ます

●新型コロナウイルスのPCR検査は、肺
炎などの重症者から実施されます。軽
症者には実施されない場合もあります
ので、ご了承ください

※感染への不安から適切な相談をせずに
医療機関を受診することや、感染しやす
い場所に外出することは避けてください。

新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
　新型コロナウイルス感染症の流行を早期に終息させるため、感染症の対策
を知って予防し、ほかの人にうつさないための正しい対処をしましょう。 予防対策課感染症グループ☎3579‐2321問　合

密集
場所

密接
場面

密閉
空間

相談窓口
新型コロナ受診相談窓口
板橋区保健所内相談専用電話

☎6905‐6367
（平日、 ₈ 時30分～17時）

都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター

☎5320‐4592
（平日17時～翌朝 9 時、土曜・日曜・祝日は24時間）

新型コロナウイルス感染症に関する区民の相談窓口
●板橋区各健康福祉センター（７面「健康ガイド」参
照）

●東京都新型コロナコールセンター（９時〜２1時）…
多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）による相
談☎0570‐550571（ナビダイヤル）、聴覚障がいが
ある方の相談 5388‐1396

●新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓
口☎01２0‐565653（フリーダイヤル、９時〜２1時）
※相談窓口の電話番号は、変更する場合があります。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症が拡大していま
す。
　区民の皆様におかれましては、未知のウイ
ルスへの不安や日常生活の制約などにより、
心配な日々をお過ごしのことと思います。
　区では、区民の皆様にご協力をいただきな
がら、生活への支援を含め、適切な対策に努
めてまいります。
　さらなる新型コロナウイルス感染症の拡大
防止、終息のためには、感
染症の特徴を理解し、正し
い情報に基づいた行動をと
ることが大切です。
　心を合わせてこの難局を
克服していきましょう。

板橋区医師会からのお願い

区民の皆様へ

3 つの「密」
● 換気の悪い密閉空間
●多くの人の密集場所
●  近距離で会話・発声

する密接場面
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◉�保険料の計算方法
　保険料は、医療分・後期高齢
者支援金分・介護分からなり、
それぞれに均等割額（被保険者
全員が支払い）と所得割額（被保
険者の所得金額に応じて支払

　今回通知する保険料は、４月〜６月
分で、平成30年中の所得に基づく仮算
定です。７月以降の保険料は、31年（令
和元年）中の所得の確定後、７月に本
算定し、改めて通知します。
▽支払方法
Ⓐ�普通徴収（口座振替・納付書払い）の
場合

● 口座振替の方…通知書のみ送付
● 納付書払いの方…通知書と４月〜６
月分の納付書３枚を送付※口座振替
を希望する場合は、申請が必要。国
民健康保険で口座振替をしていた場
合も、自動的には継続されません。

Ⓑ�特別徴収（年金から差し引き）の場合
　２月と同額の保険料を４月・６月の
年金から差し引きます。現在特別徴収
の方には、今回は通知書をお送りしま
せん。
　現在特別徴収でない方も、10月から
特別徴収になる場合があります。７月

い）があります（下図参照）。
◉�通知時期
　４月以降の保険料は、６月15
日㈪にお送りする「国民健康保
険料納入通知書」をご確認くだ
さい。

の本算定後に、保険料額と合わせて通
知します。

◉�保険料の計算方法
　年間の保険料額は、均等割額（被保
険者全員が支払い）と所得割額（被保険
者の所得金額に応じて支払い）の合計
額になります（下図参照）。
◉�保険料の軽減措置
● 均等割額の軽減（表 1 参照）…同一世
帯の世帯主・被保険者全員の総所得
金額などが基準に該当する場合※国
の特例で実施してきた総所得金額な
どの合計が33万円以下の世帯の軽減
は、介護保険料軽減の拡充・年金生
活者支援給付金の支給と合わせて、
見直されました。

● 所得割額の軽減（表 ２ 参照）…被保険
者の所得が基準に該当する場合

※所得税・住民税が未申告の場合は、
軽減の対象となりません。

　新型コロナウイルス感染症の影響
により、保険料の納付が困難な方を
対象に、納付相談を行っています。
詳しくは、電話で、お問い合わせく
ださい。

▽問
● 国民健康保険について…国保年金課国保収納グループ☎3579‐２409
● 介護保険について…介護保険課資格保険料係☎3579‐２359
● 後期高齢者医療について…後期高齢医療制度課管理収納グループ☎3579‐２3２7

国民健康保険のお知らせ 　離職などで勤務先の健康保険
を脱退したときや、国民健康保
険の加入者が就職などで勤務先
の健康保険に加入したときは、
14日以内に必ず加入・脱退の届
出をお願いします。
▽加入対象＝区内在住で、75歳
未満の個人事業主・その従業
員、勤務先の健康保険を脱退し
た方※一定の条件により、以前
の勤務先の健康保険に継続加入
可。詳しくは、以前の勤務先に
お問い合わせください。▽脱退
対象＝勤務先の健康保険に加入
した方
▽持物
● 加入…健康保険の資格喪失証
明書、本人確認書類、世帯主
・加入者のマイナンバーが分
かるもの

● 脱退…勤務先の健康保険証、
国民健康保険被保険者証、世
帯主・脱退者のマイナンバー
が分かるもの
※別世帯の方は委任状、外国籍
の方は在留カード・パスポート
が必要。
▽届出先＝直接、国保年金課
（区役所２階㉒窓口）または各区
民事務所※脱退は郵送可。詳し
くは、お問い合わせください。
◉�家族の勤務先の健康保険に加
入できませんか

　収入が少なく、被扶養者に該
当する方は、家族の勤務先を通
して扶養認定の手続きをお願い
します。
▽収入基準額＝130万円未満（60
歳以上または障がいがある方は
180万円未満）

国保年金課資格賦課グループ☎3579‐2406問　合

介護保険課資格保険料係☎3579‐2359問　合

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から基
礎控除額33万円を控除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）。

《令和 2年度保険料の計算方法》図

※65歳以上（令和 ２ 年 １ 月 １ 日時点）の方の公的年金所得は、その所得か
ら高齢者特別控除額１5万円を控除した額です。

総所得金額などの合計が下記に該当する世帯 軽減割合
33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万
円以下で、その他の所得がない 70%

33万円以下で70％軽減の基準に該当しない 77.5%
33万円＋（２8. 5 万円×被保険者数）以下 50%
33万円＋（5２万円×被保険者数）以下 20%

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

１5万円以下 50%

２0万円以下 ２5%

�《所得割額の軽減》《均等割額の軽減》

年間保険料額
（限度額64万円）

均等割額
被保険者 1 人あたり

4 万4１00円

所得割額
賦課のもととなる所得金額※

×所得割率 8.7２%
＝ ＋

表 2表 1

後期高齢医療制度課管理
収納グループ☎3579‐2327

問
合

令和 ２年度の保険料率が決定しました

加入・脱退の届出をお忘れなく

後期高齢者医療のお知らせ
暫定保険料額決定通知書を

お送りします
令和 ２年度の保険料率が

決定しました

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

介護保険のお知らせ

　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難
指示区域などから板橋区に転入した方には、保険
料の減額制度があります。詳しくは、お問い合わ
せください。

東日本大震災により板橋区へ転入した方へ

　令和２年度の所得段階が第２・３段階で、世帯
の年間収入・預貯金額などが基準以下の方に、保
険料の減額制度があります。７月中旬（特別徴収
の方は７月下旬）にお送りする通知書で所得段階
を確認のうえ、ご相談ください。詳しくは、同封
するお知らせをご覧ください。※８月31日㈪まで
の申請で、1２か月分の保険料が減額対象になりま
す。※平成31年度に減額となっている方には、４
月１日に更新の案内をお送りしました。※保険料
・保険料減額は、本人の住民税課税状況・前年の
所得状況、同一世帯の方の住民税課税状況をもと
に計算しています。本人または同一世帯の方で、
未申告の場合は、課税課（区役所３階⑫窓口）で住
民税の申告をお願いします。収入がなかった方
も、その旨の申告をお願いします。

保険料の減額制度があります

　65歳以上の普通徴収（口座振替・納付書払い）の
方へ、４月15日㈬頃に通知書をお送りします。今
回通知する保険料は、４月〜６月分で、平成31年
（令和元年）度の所得段階に基づく仮算定です。７
月以降の保険料は、令和２年度の住民税の決定
後、７月に本算定し、改めて通知します。なお、
特別徴収（年金から差し引き）の方には、７月下旬
に通知書をお送りします。また、４月から新たに
特別徴収となる方には、２月19日に案内をお送り
しました。

保険料決定納入通知書をお送りします

《令和 2年度保険料の計算方法》
均等割額 所得割額

(

世
帯
の
年
間)

国
民
健
康
保
険
料

医療分保険料
(限度額63万円) …

3 万9900円
×

加入者数
＋

加入者全員の基礎所得金額
×

7.14％
後期高齢者支援

金分保険料
(限度額19万円)

…
1 万2900円

×
加入者数

＋
加入者全員の基礎所得金額

×
2.29％

介護分保険料
(限度額17万円) …

１ 万5600円
×

40～64歳の加入者数
＋

40～64歳の加入者全員の基礎所得金額
×

1.95％
※基礎所得金額とは、前年中の所得から基礎控除額33万円を控除した額です。

図
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　国が、車のナンバープレートのさらなる活用方策として推進して
いる「地方版図柄入りナンバープレート」。区では、シティプロモー
ションの一環として、板橋ナンバーの交付を始めます。
▽交付開始日＝５月11日㈪▽申込＝４月13日㈪から、図柄ナンバー
申込サービスホームページ※お近
くのディーラー・整備工場・行政
書士からも申込可※ナ
ンバープレートの種類
・手数料など詳しく
は、同ホームページを
ご覧になるか、お問い
合わせください。

学生納付特例の申請は
お済みですか

　保険料の納付が困難で、納付
猶予を希望する学生は、早めの
申請をお願いします。
　なお、平成31年（令和元年）度
に承認されていて、令和２年度
も在学予定の方には、４月上旬
に日本年金機構が申請書をお送
りしましたので、継続希望の場
合は、ご返送ください（昨年度
と同一校に限る）。申請書が届
かない・学校が変わったなどの
場合は、国保年金課国民年金グ
ループ（区役所２階㉕窓口）で手
続きをお願いします。
▽対象＝大学（大学院を含む）・
短期大学・高等専門学校・専修
学校・各種学校その他の教育施
設の一部に在学（いずれも夜間
・通信教育を含む）し、本人の
前年所得が118万円以下（扶養親
族がいない）の方※対象外の学
校あり▽持物＝本人確認書類
（運転免許証など）・年金手帳・
印鑑（スタンプ式は不可）・学生
証▽申請＝直接、国保年金課国
民年金グループ
◉�学生納付特例はさかのぼって
申請できます

　学生納付特例は、申請日時点
で過去２年１か月前までの未納
期間に限り、さかのぼって申請
できます。学生証では在学期間
がわからない・学生証の有効期
限が切れているなどの場合は、

在学期間証明書をお持ちくださ
い。
◉�保険料を追納できます
　支払猶予を承認された期間
は、年金を受給する際に必要な
資格期間に算入されますが、受
給額には反映されません（障害
年金受給の納付要件には算入さ
れます）。承認された期間分の
保険料は、10年以内であれば追
納できます。ただし、承認を受
けた期間の翌年度から起算して
３年度目以降、経過期間に応じ
た一定の金額が加算されます。
�《いずれも》
※詳しくは、お問い合わせくだ
さい。▽問＝板橋年金事務所☎
396２‐1481、板橋区国保年金課
国民年金グループ☎3579‐２431

建築物などの定期調査・
検査報告をお願いします

　今年度に、定期調査・検査報
告が必要な建築物などは、下表
のとおりです。いずれも有資格
者による調査・検査報告が義務
付けられています。
▽問
● 建築物について…（公財）東京
都防災・建築まちづくりセン
ター☎5989‐19２9

● 防火設備について…（公財）東
京都防災・建築まちづくりセ
ンター☎5989‐1937

● 建築設備について…（一財）日
本建築設備・昇降機センター
☎3591‐２4２1

● 昇降機について…（一社）東京
都昇降機安全協議会☎6304‐
２２２5

● 制度全般について…板橋区建
築指導課建築設備グループ☎
3579‐２577

特別弔慰金の請求を
受け付けます

　令和２年４月１日（基準日）に
おいて、恩給法による公務扶助
料・戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金などを受ける
方（戦没者等の妻・父母など）が
いない場合に支給されます。
▽対象＝戦没者等の死亡当時の
遺族でⒶ〜Ⓓの先順位の方１人
Ⓐ基準日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の
受給権を取得した方

Ⓑ戦没者等の子
Ⓒ戦没者等のⓐ父母ⓑ孫ⓒ祖父
母ⓓ兄弟姉妹

※死亡当時の生計関係などによ
り、順番が入れ替わります。
ⒹⒶ〜Ⓒ以外の戦没者等の三親
等内の親族（甥・姪など）※戦
没者等の死亡時まで、引き続
き１年以上の生計関係を有し
ていた方。
▽支給内容＝額面２5万円・５年
償還の記名国債▽請求期限＝令
和５年３月31日㈮※詳しくは、
お問い合わせください。▽請求
・問＝直接、福祉部管理課援護
係（区役所８階⑮窓口）☎3579‐
２２1２または赤塚支所住民サービ
ス係☎3938‐5113※来年３月₃₁
日㈬まで、２04会議室（区役所２
階）で臨時受付窓口を開設して
います。

東京都市計画公園事業第
３ ・ ３ ・３６号東板橋公園
の変更が認可されました

▽事業期間・関係図書の縦覧場
所＝来年３月31日㈬まで、都市
計画課（区役所５階⑮窓口）▽問

＝みどりと公園課公園整備グル
ープ☎3579‐２696

献血にご協力ください
▽とき＝４月14日㈫、10時〜11
時30分・1２時50分〜16時▽とこ
ろ＝区役所（正面玄関横）▽問＝
東京都赤十字血液センター☎
5２7２‐35２3、板橋区総務課総務
係☎3579‐２05２

いのちのリレーをつなぎませんか

「板橋区の統計（令和元年
版）」を作成しました

　区の人口・産業などの基本的
な統計資料を収録しています。
▽閲覧場所＝区政資料室（区役
所１階⑦窓口）・区ホームペー
ジ※４月16日㈭から、区立各図
書館でもご覧になれます。▽問
＝総務課統計係☎3579‐２057

図柄入りご当地ナンバー「板橋」
の交付が始まります

広聴広報課プロモーショングループ☎3579‐2515問　合

▲詳しくは
こちらから

《定期調査・検査報告対象一覧》
対　象 用　途 報告時期

建築物
(特定建築物)

劇場・映画館・演芸場・旅館・ホテル 11月～来年 1 月※
毎年報告する義務
あり

観覧場(屋外観覧席のものを除く)・公会堂・集会場
百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗など
● 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗など(毎年報

告のものを除く)
● 展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダ

ンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店　
● 複合用途建築物(共同住宅などの複合用途・事務所などを

除く)
● 事務所その他これに類するもの

5 月～10月※ 3 年
ごとに報告する義
務あり

防火設備 随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く)

前年の報告日の翌
日から起算して 1
年を経過する日ま
で※毎年報告する
義務あり

建築設備

換気設備(自然換気設備を除く)
排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)
非常用の照明装置
給水設備・排水設備(給水タンクなどを設けるもの)

昇降機

エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているもの
を除く)
エスカレーター
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

5 月11日㈪から

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

　住民税の納付が困難な方を対
象に、徴収・換価の猶予制度が
あります。詳しくは、お問い合
わせください。
▽問＝納税課☎3579‐２138・
２141・２135・２145

　福祉資金貸付金の償還が困難
な方を対象に、支払いの猶予制
度があります。詳しくは、お問
い合わせください。
▽問＝福祉部管理課福祉資金係
☎3579‐２353

◉�緊急小口資金・生活支援費の特例
貸付を実施しています

　新型コロナウイルス感染症の影響
による休業・失業などで、生活資金
にお困りの方を対象に、緊急小口資
金・生活支援費の特例貸付を実施し
ています。条件・必要書類など詳し
くは、板橋区社会福祉協議会ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わ
せください。
▽問＝同協議会☎3964‐0556
◉�子どもの居場所づくり立ち上げ講座
▽とき＝ 4 月２4日・ 5 月２２日・ 6 月
２6日、各金曜、各 1 日制、14時〜16
時▽内容＝講義「子ども食堂・学習
支援・多世代交流などの開始準備」
▽定員＝各日10人（申込順）▽ところ
・申込・問＝ 4 月13日㈪朝 9 時か
ら、電話で、板橋区社会福祉協議会
☎3964‐0２36

住民税の徴収・換価の
猶予

福祉資金貸付金の
償還支払いの猶予

このほか、中小企業を対象とした特別相談窓口などを設置
しています。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症による
緊急経済対策



※費用の明示のないものは無料₄ 広報　いたばし 令和 ２年（２０２０年）４月11日（土）

区職員(看護師)
▽募集人数＝若干名▽勤務場所
＝区立保育園▽採用予定日＝７
月１日㈬▽第１次選考日＝５月
９日㈯▽採用選考案内などの配
布場所＝人事課（区役所４階㉑
窓口）・各地域センター・各区
民事務所・区ホームページなど
※４月16日㈭から、区立各図書
館でも配布します。▽申込・問
＝必要書類を、郵送の場合は４
月２3日（消印有効）・直接または
電子申請（区ホームページ参照）
の場合は２7日㈪17時まで、人事
課人事係（〒173‐8501）☎3579

青少年表彰
　区では、青少年の健全な育成
を促進するため、他の模範とな
る「善い行い」をした青少年を表
彰しています。地域・学校で出
会った青少年の思いやりのある
行いや、地域に貢献する行いな
ど、多くの推薦をお待ちしてい
ます。なお、推薦された「善い

‐２070

会計年度任用職員

区立保育園保育充実職員登録者

▽職種＝Ⓐ保育補助Ⓑ看護師Ⓒ
調理Ⓓ用務▽勤務場所＝区立保
育園（こぶし・にりんそう保育
園を除く）▽対象＝Ⓐ保育士登
録をしている、または保育に関
する知識・経験を有する方Ⓑ看
護師免許を有する方▽勤務時間
＝８時30分〜17時15分のうち５
時間または６時間45分（Ⓐ保育
士資格を有する方は、８時〜18
時のうち５時間または６時間45

行い」は、表彰審査会で厳正な
審査を行い、区長が表彰します。
▽対象＝区内在住または区内で
善行をした、２4歳以下の個人・
団体▽推薦書の配布場所＝地域
教育力推進課（区役所６階⑯窓
口）・各地域センター・区ホー
ムページ▽申込・問＝６月30日
（必着）まで、推薦書を直接また
は郵送・Eメールで、地域教育
力推進課青少年係（〒17 3‐
8501）☎3579‐２488 j-seisho@
city.itabashi.tokyo.jp

「環境教育プログラム」
作成メンバー

▽募集人数＝若干名▽任期＝６
月〜来年１月▽内容＝児童館・
あいキッズなどで取り組める環
境教育のプログラム作り▽対象
＝区内在住・在勤・在学の18歳
以上で、環境教育活動に取り組
んだ実績があり、平日昼間に区
役所などで行う会議（月１回程
度）に出席できる方▽選考＝書
類▽申込・問＝４月２8日（必着）
まで、作文「環境教育に関する
考え」（800〜1２00字）と、別紙に

分）▽賃金（時給）＝ⒶⒸⒹ1050
円（Ⓐ保育士資格を有する方は
1156円）Ⓑ1２51円※公共交通機
関を利用する場合は、１か月
５万5000円を限度に交通実費を
支給。※条件付採用あり。勤務
成績が良好な場合は、再度任用
の可能性あり。▽申込・問＝履
歴書（写真貼付）を直接または郵
送で、保育サービス課保育管理
係（区役所３階㉓窓口、〒173‐
8501）☎3579‐２480※履歴書の
上部余白に「保育充実職員希望」
と朱書きし、備考欄に希望する
職種（Ⓐ〜Ⓓ）・勤務場所・勤務
時間、社会保険加入の可否、区

申込記入例の項目、職業、過去
５年以内の環境教育の活動実績
を明記のうえ、郵送・FAX・Ｅ
メールで、環境政策課環境教育
係☎3579‐２２33 3579‐２589
s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jp

農業支援ボランティア
▽募集人数＝２0人（申込順）▽活
動期間＝５月から▽内容＝区内
農家・農業関連事業の支援、区
内学校・福祉教育団体などが所
有する田畑の管理▽対象＝18歳
以上の方▽申請書の配布場所＝
赤塚支所・区ホームページ▽申
込・問＝４月13日㈪朝９時か
ら、申請書を直接または郵送
で、赤塚支所都市農業係（〒175
‐009２赤塚６‐38‐１）☎3938
‐5114

生活安全協議会委員
▽募集人数＝２人▽任期＝７月
から２年間▽対象＝区内在住の
18歳以上で、平日昼間に区役所
で行う会議（年２回程度）に出席
できる方▽選考＝書類・面接▽
申込・問＝４月30日（必着）ま

施設での勤務経験の有無を明
記。※登録期間は受付時〜来年
３月。期間内に雇用されない場
合あり。

区立小学校学校運営員

▽募集人数＝若干名▽勤務期間
＝６月〜来年３月▽募集要項な
どの配布場所＝教育総務課（区
役所６階⑪窓口）・区ホームペ
ージ▽申込・問＝４月２２日（必
着）まで、必要書類を直接また
は郵送で、教育総
務課学校職員係
（〒173‐8501）☎
3579‐２606

で、作文「地域の防犯対策」（800
〜1２00字程度）・履歴書（写真貼
付）と、別紙に区のほかの会議
での委員歴、防犯に関する活動
経験の有無（活動内容・所属団
体名・活動年数など）、応募動
機を明記のうえ、直接または郵
送で、防災危機管理課防犯促進
グループ（区役所４階㉕窓口）☎
3579‐２153

消費者センター登録団体
▽対象＝次の両方の要件を満た
す団体
●主たる活動が消費生活に関す
る学習・活動である

●構成員が５人以上で、その半
数以上が区内在住・在勤・在
学である

※このほかにも要件あり。詳し
くは、お問い合わせください。
▽支援内容＝消費者センター内
施設（勉強室など）・印刷機の利
用、イベント情報・情報紙の提
供、研修会・消費生活展などへ
の参加▽申込・問＝直接または
電話で、消費者センター（情報
処理センター７階）☎3579‐
２２66

就学援助制度を
ご利用ください

　区内在住で、区立小・中学校
に通学しているお子さんがお
り、経済的な理由で学校生活に
必要な学用品費・給食費などの
負担が大きい家庭に、その費用
の一部を援助します（所得制限
あり）。希望する場合は、通学
している小・中学校へお申し込
みください。※板橋区立以外の
国公立小・中学校に通学してい
て援助を希望する場合は、区ホ
ームページをご覧になるか、お
問い合わせください。
▽問＝学務課学事係☎3579‐
２611

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

　スマートフォン・タブレット
端末などから利用できる多言語
対応アプリ「カタログポケット」
で、「広報いたばし」を配信して
います。ぜひ、ご利用くださ
い。※通信料がかかります。※
パソコンからもご覧になれま
す。詳しくは、カタログポケッ
トホームページをご覧くださ
い。

主な機能
◉�多言語自動翻訳
　日本語のほか、英語・中国語
（簡体字・繁体字）・韓国語・タ

イ語・ポルトガル語・スペイン
語・インドネシア語・ベトナム
語で読むことができます。※自
動翻訳のため、本来の意味とは
異なる表現になる場合がありま
す。
◉�音声読み上げ
　テキストの読み上げを設定
し、聞きたい部分を指で押す
と、音声を聞くことができま
す。
◉�発行日に通知
　「広報いたばし」をマイコンテ
ンツに追加すると、発行日に通
知が届きます。

多言語対応アプリ「カタログポケット」で
「広報いたばし」を配信しています

広聴広報課広報グループ
☎3579‐2022

問　合

Android用 iPhone用

ダウンロードは
こちらから

区職員を募集します ※対象など明示のない項目は、各募集要項などをご覧ください。



※費用の明示のないものは無料 ₅広報　いたばし令和 ２年（２０２０年）４月11日（土）

▽練習日＝毎週水曜、18時30分〜２1時▽ところ＝区立文化会館リハ
ーサル室など▽講師＝音楽監督　高井優希ほか▽対象＝区内在住・
在勤・在学で、16歳以上の方※オーディションあり▽費用＝月額
２500円（学生
1000円）▽申
込＝電話で、
（公財）板橋区
文化・国際交
流財団（区立
文化会館内）

▽練習日＝毎週１・２回（主に土曜・日曜の午後または夜間）▽とこ
ろ＝グリーンホールなど▽講師＝常任指揮者　大橋晃一ほか▽対象
＝区内在住・在勤・
在学の16歳以上で、
演奏経験者※オーデ
ィションあり▽費用
＝月額２２00円（高校
生1２00円）※申込方
法など詳しくは、板
橋区吹奏楽団ホーム
ページをご覧くださ
い。

　「いたばしくらしガイド２019
‐２0２0」は、くらしに役立つ行
政情報・医療機関・地図などを
掲載しています。また、裏面は
防災ガイドとして、防災マップ
・洪水ハザードマップ・土砂災
害ハザードマップなどの防災情
報を掲載しています。ぜひ、お
役立てください。※平成30年1２
月に全戸配布した冊子です。

シニアの
絵本読み聞かせ講座

▽コース・とき（1２日制）
Ⓐ�６月11日〜９月10日（７月２3
日・８月13日を除く）の毎週
木曜

Ⓑ�10月１日〜1２月17日の毎週木
曜

※10時〜1２時
▽ところ＝グリーンカレッジホ
ール（志村３‐3２‐６）▽内容＝
発声練習・選書・感情表現の方
法など▽対象＝区内在住・在勤
の50歳以上で、計３回の健康診
断を受診できる方▽定員＝ⒶⒷ
各２0人（抽選）▽費用＝3000円▽
申込＝５月７日（必着）まで、往
復はがき・Eメールで、長寿社
会推進課シニア活動支援係 ki-
senior@city.itabashi.tokyo.jp※申
込記入例（４面）の項目と希望コ
ース（ⒶまたはⒷ）、生年月日を
明記。
▽問
● 講座の申込について…板橋区
長寿社会推進課シニア活動支
援係☎3579‐２376

● 講座の内容につい
て…（地独）東京都
健康長寿医療セン
ター研究所☎3964
‐3２41

日本語ボランティア
養成講座

▽とき＝５月16日㈯〜７月18日
㈯のうち15日間※時間など詳し

配布場所
庁舎案内(区役所１階)・広聴広
報課（区役所４階㉓窓口)・各区
民事務所・各地域センター・区
ホームページ

郵送できます
▽申込＝２15円分の切手（１部の
場合）と別紙に申込記入例（４
面）の項目を明記のうえ、郵送
で、広聴広報課広報グループ

くは、同財団ホームページをご
覧ください。▽ところ＝グリー
ンホール会議室など▽対象＝区
内在住・在勤・在学の２0歳以上
で、講座修了後に区財団が主催
する日本語教室のボランティア
教師として活動できる方※10月
から次のいずれかで活動（Ⓐ月
曜・木曜コース…10時〜1２時Ⓑ
火曜・金曜コース…18時30分〜
２0時30分）▽定員＝30人▽選考
＝作文▽費用＝5000円▽申込・
問＝４月２２日（必着）まで、作文
「日本語ボランティアに応募し
た理由」（1000字程度）と、別紙
に申込記入例（４面）の項目、希
望コース（ⒶまたはⒷ）、性別、
日本語教師経験の有無を明記の
うえ、直接または郵送・FAX・
Eメールで、（公財）板橋区文化
・国際交流財団（区役所８階⑬
窓口）☎3579‐２015 3579‐
２046 kkouryu@city.itabashi.
tokyo.jp※同財団ホームページ
からも申込可

【区立文化会館・
グリーンホール受付窓口】

▽施設・とき
● 区立文化会館…４月２２日㈬・
２3日㈭

● グリーンホール…４月２7日㈪
※17時〜２0時※施設点検のため
▽問＝区立文化会館☎3579‐
２２２２
【志村コミュニティホール】
▽とき＝４月２0日㈪※施設点検
のため▽問＝地域振興課庶務係
☎3579‐２161

音楽に親しんでみませんか

「いたばしくらしガイド2019‐2020」
をご利用ください

広聴広報課広報グループ☎3579‐2022問　合

（公財）板橋区文化・国際交流財団
（区立文化会館内）☎3579‐3130問　合

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

板橋区混声合唱団団員募集

板橋区吹奏楽団団員募集

　東京都障害者総合スポーツセ
ンターの協力で、パラリンピッ
ク公式種目の「ボッチャ」などを
行います。
▽とき＝５月11日・６月８日・
７月13日・９月14日・10月1２日
・11月９日・1２月14日・来年１
月18日、各月曜、８日制、13時
30分〜15時30分▽ところ＝障が
い者福祉センター※11月９日㈪
は変更になる場合あり▽対象＝
区内在住の18歳以上で、障がい
がある方とその介助者▽定員＝
２0人（初めての方を優先し抽選）
▽費用＝２00円※後日、障がい

の状況などを確認する場合あ
り。※定員に空きがある場合
は、随時受付。
◉�ボランティアを募集します
　障がいがある方とレクリエー
ション・スポーツ教室に参加
し、補助をしていただくボラン
ティアを募集します。
▽定員＝５人（抽選）
《いずれも》
▽申込・問＝４月30日（必着）ま
で、電話・FAXで、障がいサー
ビス課福祉係☎3579‐２36２
3579‐２364※申込記入例（４面）
参照

ボッチャを体験してみませんか

障がい者レクリエーション・
スポーツ教室

いずれも
※諸経費などが別途必要※４月１日現在、練習は中止しています。



見積
無料

お客様へのお約束
★土日でもＯＫです
★トイレはお借りしません
★お茶はご遠慮します

生垣剪定幅1ｍ（高さ2ｍ）
通常2,000円が

先着
１０名様

（株）ガーデンエクスプレス 東京北支店
練馬区土支田3-19-12

☎03-5933-2811
営業時間9：00~17：00

庭木�本からお手入れＯＫ 「広報いたばし」に
広告を掲載しませんか

「広報いたばし」は、第１〜第４
土曜日に約16万3000部発行して
います。ぜひ、ご活用くださ
い。※版下は広告主が作成。募
集号・掲載料など詳しくは、区
ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。▽申込
・問＝掲載希望号の申込締切日
（必着）まで、広聴広報課（区役
所４階㉓窓口）・区ホームペー
ジにある申込書に広告原稿案を
添えて、直接または郵送で、広
聴広報課広報グループ（〒173
‐8501）☎3579‐2022

◆広告コーナー 広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。掲載のお問い合わせは広聴広報課広報グループ☎3579‐2022

※費用の明示のないものは無料₆ 広報　いたばし 令和 ２年（２０２０年）４月11日（土）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

子ども読書週間
※先着順。当日、直接会場へ。※第3月曜・
月末日休館。ただし 5月31日㈰は開館。※
4月 1日時点、一部サービスを休止してい
ます。

行　事 と　き 内　容 対　象 定　員 ところ・問

春のスタンプラリー 4 月1８日㈯～ 5 月17日㈰
貸出時に配付するシールのクイズ
に解答※ 5 問正解した方に景品を
差し上げます。

小学生以下

―

清水図書館☎3965‐9701、蓮根図書
館☎3965‐7351、西台図書館☎5399
‐1191、志村図書館☎5994‐3021

よんでよんでビンゴ 4 月21日㈫～ 5 月12日㈫
カードに書かれた請求記号の本を
借りるビンゴ※完成した方に景品
を差し上げます。

成増図書館☎3977‐607８

としょかんビンゴ 4 月23日㈭～ 5 月12日㈫ 本を借りてビンゴに挑戦 東板橋図書館☎3579‐2666

めざせ本の「おび」大賞 4 月23日㈭～ 5 月31日㈰
好きな本を紹介する「おび」の作成
・投票※受賞作は 1 年間、赤塚図
書館の本の「おび」に採用。

― 赤塚図書館☎3939‐52８1

はるのおたのしみ会 4 月25日㈯10時15分～11時 大型絵本・パネルシアターなど

小学生以下

清水図書館☎3965‐9701

春のおはなし会 5 月 2 日㈯10時30分～11時15分 絵本の読み聞かせ・工作など 15人 中央図書館☎3967‐5261

子どもの日おはなし会 5 月 3 日㈷14時～15時 パネルシアター・大型絵本・紙芝
居など ― 小茂根図書館☎3554‐８８01

おはなし会 5 月 5 日㈷11時～12時 子ども向け素話・手遊び 30人 高島平図書館☎3939‐6565

▽とき＝５月８日㈮〜10日㈰、
９時〜17時※雨天中止の場合あ
り▽ところ＝高島平緑地噴水広
場（高島平２‐34）▽内容＝春の

草花・観葉植物・盆栽などの販
売▽問＝赤塚支所都市農業係☎
3938‐5114

　歩道の清掃など、自分たちで
できる美化活動を期間中の都合
の良い日に行っていただきま
す。個人・団体・事業所など、
どなたでも参加できます。
▽とき＝５月16日㈯〜31日㈰▽
実行計画書の配布場所＝資源循
環推進課（区役所７階⑪窓口）・

各地域センター・区ホームペー
ジ▽申込・問＝４月２0日（必着）
まで、必要書類を直接または郵
送・FAX・Ｅメールで、資源循
環推進課資源循環協働係（〒173
‐8501）☎3579‐２２58 3579‐
２２49 s-recycle@city.itabashi.
tokyo.jp

春季植木市

春の板橋クリーン作戦
無料行政情報アプリで
「広報いたばし」を
配信しています

広聴広報課広報グループ☎3579‐2022
問　合

Android用 iPhone用

ダウンロードは
こちらから

手軽に読める！

　スマートフォンなどから利用
できる無料行政情報アプリ「マ
チイロ」で、「広報いたばし」を
配信しています。アプリを開い
て、読みたい号をダウンロード
する、の２ステップだけで広報
紙を読むことができます。ま

た、板橋区以外のアプリ導入自
治体の広報紙も読むことがで
き、読者登録をすると発行日に
通知が届きます。ぜひ、ご利用
ください。※平成２9年度以降の
「広報いたばし」をご覧になれま
す。※通信料がかかります。
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高齢者用肺炎球菌 
予防接種の予診票を 
お送りしました

　今年度の対象者に、３月２5日
に予診票をお送りしました。接
種を希望する場合、費用の一部
を区が助成しますので、協力医
療機関で接種してください。※
転入などで予診票が届かない場
合は、お問い合わせください。
※区外（東京２3区内）の協力医療
機関でも接種可。詳しくは、各
区予防接種担当または協力医療
機関へお問い合わせください。
▽接種期限＝来年３月31日㈬
▽対象＝高齢者用肺炎球菌ワク
チンを未接種で、次のいずれか
の要件を満たす方
●今年度中に65・70・75・80・
85・90・95・100歳になる

●60〜64歳で、心臓・腎臓・呼
吸器の機能障害、免疫機能障
害で身体障害者手帳１級を持
っている
▽自己負担額＝4000円※生活保
護・中国残留邦人などに対する
支援給付を受給中の方は無料▽
持物＝予診票・健康保険証▽問
＝予防対策課予防接種グループ

☎3579‐２318、各健康福祉セン
ター

区民結核健診

▽とき＝５月８日㈮15時〜16時
▽ところ＝板橋区保健所▽内容
＝胸部Ｘ線検査※診断書は発行
しません。▽対象＝区内在住の
16歳以上で、胸部Ｘ線検査を受
ける機会がない方▽定員＝40人
（申込順）▽申込・問＝電話で、
予防対策課感染症グループ☎
3579‐２3２1

胃がん検診（内視鏡検査）

▽とき＝５月１日㈮〜1２月２8日
㈪▽ところ＝区内指定医療機関
▽内容＝問診・内視鏡検査▽対
象＝区内在住で、４月〜来年３
月に50〜70歳の誕生日を迎える
方※50・60歳の方は、胃がんリ
スク検診・胃部Ｘ線検査・内視
鏡検査のいずれかを受診可（胃
がんリスク検診は６月〜10月に
実施）※勤務先などで同検診を
受ける機会がある方、胃疾患で
治療中・経過観察中の方は受診
不可。※問診の結果、受診でき
ない場合あり。▽定員＝２000人
（申込順）▽費用＝1800円▽申込
＝直接または電話・はがき・電
子申請（区ホームページ参照）
で、健康推進課健（検）診申込窓
口（区役所３階㉑窓口）☎3579‐
２319※申込記入例（４面）の項目
と生年月日を明記▽問＝健康推
進課成人健診係☎3579‐２31２

骨粗しょう症予防検診

▽とき＝５月〜来年２月▽とこ
ろ＝区内約150か所の指定医療
機関▽内容＝問診、骨密度・握

力測定▽対象＝区内在住で、４
月〜来年３月に40・45・50・55
・60・65・70歳の誕生日を迎え
る女性※対象者には、４月２２日
㈬に受診券をお送りします。※
４月以降に転入した対象者は、
申込が必要。直接または電話・
はがき・電子申請（区ホームペ
ージ参照）で、健康推進課健
（検）診申込窓口（区役所３階㉑
窓口）☎3579‐２319（申込記入例
４面の項目と生年月日を明
記）。※骨粗しょう症で治療中
・経過観察中の方は受診不可▽
費用＝500円※Ⓐ70歳の方Ⓑ生
活保護・中国残留邦人などに対
する支援給付を受給中の方Ⓒ住
民税非課税世帯の方は無料。Ⓑ
Ⓒは事前に健康推進課へ申請が
必要（受診後の申出による費用
の返還は不可）。▽問＝健康推
進課成人健診係☎3579‐２31２

お母さんの休み時間

▽ところ・とき（各１日制）＝下
表参照▽内容＝子育ての不安・
悩みの語り合い▽対象＝区内在
住で、子育て中の母親▽定員＝
各日８人（申込順）※生後４か月
〜未就学児の保育あり（定員各日
８人、申込順）▽申込・問＝電話
で、希望する健康福祉センター

9

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

▽申込期間＝ 4 月16日㈭〜２0日㈪※
区立文化会館大ホールは来年 5 月
分、それ以外は11月分。※申込方法
など詳しくは、区ホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。
問合�区立文化会館☎3579‐2222

区立文化会館・
グリーンホールの利用受付

施設名 利用できない日
区立文化会館

大ホール 5 ／ ８ ・ 9 ・12～16・27・29…
全日

小ホール
11／ 3 ・ 6 ・ 7 ・10～15・1８・
26～29…全日、11／19・22…午
前・午後

大会議室
11／ 1 ・19・22…午前・午後、
11／ 6 …午後・夜間、11／ 7 ・
10～13・16・1８・26…全日

グリーンホール

1 階ホール
11／ 5 ～ ８ ・10～13・22・30…
全日、11／ 9 …午後・夜間、11
／21…夜間

2 階ホール 11／ 5 ～ ８ ・10～13・30…全
日、11／ 9 …午後・夜間

601会議室 11／ 2 ・ 5 ～ ８ ・10～13・30…
全日、11／ 9 …午後・夜間

▽予約の条件＝501会議室と50２会議
室を同時利用し、501会議室を保育
室として利用すること▽抽選＝ 4 月
２0日㈪朝 9 時から、男女社会参画課
（板橋区保健所 5 階）※抽選後、空き
がある場合は 4 月２２日㈬まで受付。
▽問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579‐２486

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約（12月分）

　狂犬病予防法により、犬の飼い主は、毎
年４月〜６月に狂犬病予防注射を犬に受け
させ、注射済票・鑑札を犬に装着しなけれ
ばなりません。６月30日㈫まで、一部の区
内動物病院（右表参照）で同注射・注射済票
の交付が一度に受けられますので、ご利用
ください。※費用は、病院ごとに異なりま
す。※犬の病気などで、期限までに同注射
を受けられない場合は、獣医師が発行した
「注射猶予願い」をお持ちのうえ、区へ注射
猶予の手続きをお願いします。※犬鑑札の
再交付、注射猶予・注射済票交付の手続き
などは、生活衛生課（板橋区保健所３階）・
各健康福祉センター・各区民事務所で行っ
ています。

病院名 住　所
まえざわどうぶつ病院 本町33‐19 
板橋動物病院 板橋 1 ‐16‐ 7
パインフィールド動物病院 大和町26‐ 7
あんどう動物病院 大山町1８‐ 2
あず動物病院 大山金井町17‐ 2
中丸町どうぶつ病院 中丸町44‐ 7
犬と猫の病院ぴーす 大谷口北町75‐ 6  
千川犬猫病院 向原 2 ‐ 4 ‐ 2  
ドリトル動物病院 小茂根 1 ‐30‐ 7  
アーツ動物クリニック 坂下 1 ‐27‐11
DOG TOWN AZUSAWA CLINIC 小豆沢 2 ‐35‐ ８  
あずさわ動物病院 小豆沢 4 ‐27‐10 
ペタ動物病院 蓮沼町８2‐ 4
志村坂上動物病院 志村 1 ‐10‐ ８  
アームズ動物病院 前野町 1 ‐ 1 ‐ 3  
ニコ動物病院 前野町 4 ‐ 1 ‐1８ 
上板橋リズ犬猫病院 常盤台 3 ‐25‐13 

病院名 住　所
常盤台動物病院 常盤台 2 ‐10‐20 
北川犬猫病院 南常盤台 1 ‐39‐ 1
ひなた動物病院 東新町 2 ‐56‐11
山本犬猫病院 上板橋 2 ‐37‐ 9  
上板橋どうぶつ病院 上板橋 3 ‐11‐ 2  
高島平手塚動物病院 高島平 1 ‐35‐11
さの動物病院 高島平 ８ ‐10‐ 5
アトム動物病院動物呼吸器病センタ
ー 徳丸 1 ‐ 5 ‐15 

ノブ動物病院 徳丸 6 ‐ 1 ‐22 
光が丘動物病院とくまるクリニック 徳丸 3 ‐16‐ 4
佐藤獣医科 四葉 1 ‐25‐ 4  
ロッキーどうぶつ病院 赤塚 6 ‐ 6 ‐33‐ 1 Ｆ 
赤塚動物病院 赤塚 6 ‐27‐12 
ハナ動物病院 成増 3 ‐30‐15 
小川動物病院 成増 3 ‐50‐13 
※上記以外の動物病院で同注射を受けた場合は、区へ注射済票
交付の手続きをお願いします。

《対象病院一覧》

生活衛生課管理・衛生検査グループ
☎3579‐2332

問　合

区内動物病院で狂犬病予防注射の
注射済票を交付できます

◉下頭橋通り朝市　▽とき＝ 4 月18
日㈯朝 8 時から▽とこ
ろ＝下頭橋通り防災辻
広場（弥生町11‐ 6 ）▽
催し＝朝採り野菜販売

《お母さんの休み時間》
ところ と　き
板橋 6 月26日㈮・ 7 月17日㈮

上板橋 6 月25日㈭・ 7 月16日㈭
赤塚 6 月 9 日㈫・ 7 月 7 日㈫
志村 6 月12日㈮・ 7 月10日㈮

高島平 6 月23日㈫・ 7 月2８日㈫
※10時～11時30分
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　高齢者は日中、家にいること
が多く、加齢による判断力など
の低下もあるため、他の年代に
比べて契約トラブルに遭いやす
く、被害金額が高くなる傾向に
あります。消費者センターで

は、警察・おとしより相談セン
ター・民生委員などと協力して
見守りを強化し、
高齢者の消費者被
害の防止に努めて
います。

次のような方に気づいたら、消費者センターへご相談く
ださい。

●見慣れない訪問販売業者・工事業者
が、高齢者の家を出入りしている

●高齢者の家に、新しいもの・見慣れ
ない商品(健康食品・浄水器など)が
増えている

●代金の支払いに困っている

消費者センターを
ご利用ください

　近年、契約トラブル・悪質商法は、ますます多様化・複雑化して
います。消費者センターでは、消費生活に関する問題解決をお手伝
いします。

消費者センター☎3962‐3511
（相談専用、平日 9時～16時30分）問　合

　専門の相談員が公正・中立な
立場で、契約トラブル・悪質商
法などの消費生活に関する相談
に応じています。
▽対象＝区内在住・在勤・在学
の方▽相談方法＝直接または電
話で、消費者センター（情報処
理センター７階）

　区内団体が主催する参加者２0
人以上の学習会などに、専門知
識を持った消費生活相談員を派
遣しています。※申込方法など
詳しくは、消費者センター（☎
3579‐２２66）にお問い合わせく
ださい。

　くらしに役立つ情報・相談事
例・悪質商法への注意喚起など
を掲載しています。
▽配布場所＝区内の公共施設・
スーパーマーケット・区ホーム
ページなど

　相続・遺言・お金などをテー
マにしたくらしに役立つ講座
を、年に
数回、開
催してい
ます。

　スマートフォンに、「商品の注文を承りました」
というメールが届いた。マスク３箱が代金引換で
届くと記載されているが、注文した覚えはない。

　「日頃の感謝を込めてマスクを売ります」という
メールが届いた。１箱600円と書いてあったの
で、氏名・住所・生年月日・クレジットカード番
号・セキュリティコードを入力し、３箱注文し
た。その後、マスク代金のほか、不審な引き落と
しをされていることが分かった。

　身に覚えがない商品の受注メールが届いても、返
信しないようにしましょう。うっかり連絡してしま
うと、勧誘され、金銭を請求される場合がありま
す。

　こまめにクレジットカードの利用明細を確認し、
身に覚えがない引き落としがある場合は、すぐにカ
ード会社に連絡・相談し、利用停止の手続きをしま
しょう。

消費生活相談

消費者センターの主な取組
学習会への講師派遣

消費生活講座

事
例
1

事
例
3

　インターネット広告で見つけた通信販売業者
に、マスクを注文した。クレジットカード払いを
選択し、カード情報を入力したところ、注文承諾
メールが英文で届いた。不審に思い、メールでキ
ャンセルを申し出たが、返事がない。

　通信販売の契約の際は、事前に事業者の情報をよ
く確認しましょう。通信販売サイトには、法令によ
り事業者の氏名・法人名・住所・電話番号などの記
載が義務付けられています。事業者の連絡先がメー
ルアドレスのみなどの場合は、詐欺サイトの可能性
があります。

事
例
2

対
処
法

対
処
法

対
処
法

消費者センター情報紙
「くらしのEye(あい)」

高齢者を契約トラブルから守るために

マスクの入手困難を悪用する手口にご注意！
　新型コロナウイルスに便乗した
悪質商法が発生しています。冷静
な対応を心がけましょう。

おかしいな、困ったなと思ったら…

TOKYOいたばし花火
フェスティバル2020は中止します

　 ₅月₂₃日㈯に開催を予定していたTOKYOいたばし花火フェスティバル₂₀₂₀(いたばし花火大会)は、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、来場者の安全面を考慮し中止します。今年度の開催はありません。
▽問＝くらしと観光課事業推進グループ☎₃₅₇₉‐₂₂₅₁


