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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。

常勤監査委員・教育委員が決まりました

　11月２日付で、常勤監査委員に菊地裕之氏
が、教育委員に高野佐紀子氏が再任されまし
た。いずれも任期は４年です。

新しい選挙管理委員が決まりました

　10月27日付で、選挙管理委員に菊田順一
氏、佐藤康夫氏、大田伸一氏、不破光一氏が
任命されました。いずれも任期は４年です。

Go To Eatキャンペーン Tokyo
プレミアム付食事券の販売が始まります

施設案内
▷開園日＝火曜〜日曜、10時〜16時（３月
〜11月は16時30分まで）▷住所＝板橋３ ‐
50 ‐ １▷入園料＝無料※体験型プログラム
は一部有料※団体利用（10人以上）は事前申
込が必要。詳しくは、区ホームページをご
覧ください。

施設紹介
◉�ヤギの橋わたり
　ヤギは、高いと
ころに登る習性が
あるため、橋に登
る様子を見ること
ができます。
◉�リスのトンネル
　トンネルの中を
駆け抜けるリスを
間近で見ることが
できます。
◉�ポニーの引き馬
体験

　ポニーとのふれ
あいを気軽に楽し
く体験できます。
※３歳〜小学生対
象

◉�モルモットだっこ広場
　 ふ わ ふ わ の モ
ルモットに直接ふ
れることができま
す。
◉�キッズルーム
　造本作家・駒形克己デザインの壁面アー
トに彩られた空間です。絵本・動物のクッ
ションで遊んだ
り、木の温もり
が感じられるベ
ンチで休憩した
りできます。
◉�赤ちゃんの駅
　乳幼児連れの保
護者が、おむつ替
え・授乳で利用で
き る ス ペ ー ス で
す。
◉その他
　ヤギ・ヒツジへの餌やり、リクガメの展
示などがあります。詳しくは、区ホームペ
ージをご覧ください。

　同園のリニューアルにあた
り、新たにシンボルマークを
作成しました。
　造本作家・駒形克己がデザ
インを手がけ、同園の顔であるポニーと愛
らしいウサギをモチーフにしています。

　SDGsとは、持続可能な世界を実現す
るための17のゴールから構成される国際
目標です。同園では、３つの観点から
SDGsを推進します。
▷目標名・取組内容
●すべての人に健康と福祉を…心身への

癒しの効果を期待し、子ども・障がい
がある方・高齢者などが参加できる動
物とのふれあいプログラムを用意

●つくる責任つかう責任…馬
ば

糞
ふ ん

のたい肥
化、野菜くずの活用などで循環型社会
に貢献

●気候変動に具体的な対策を…草屋根・
壁面緑化により、環境負荷の低減・気
候変動への影響緩和を促進

　１2月 ₈日㈫に、動物と身近に親しめる施設「板橋こども動物園」がリニュー
アルオープンします。施設機能の充実、環境・ユニバーサルデザインへの配慮
など、より幅広い世代が楽しめる施設に生まれ変わります。
　ぜひ、お越しください。

板橋こども動物園☎39₆3 ‐ ８003〈月曜休園〉、
板橋区みどりと公園課施設運営グループ☎3579 ‐ 2532問　合

SDGsに取り組んでいます

親しみのある動物たちに会いに行きませんか

板橋こども動物園が
リニューアルオープンします

お客様向けサポートセンター☎0570 ‐ 550 ‐ 2₆9（ 9 時30分〜17時30分、
年末年始を除く）、板橋区産業振興課商工振興グループ☎3579 ‐ 2171問　合

　都内の対象店舗で使えるプレミアム付食事券の販売が始まります。電子チケッ
ト・紙チケットの２種類があり、還元率25％のお得なチケットです。
▷販売期間＝11月20日㈮〜来年１月31日㈰※対象店舗・購入方法など詳
しくは、Go To Eatキャンペーン Tokyoホームページをご覧ください。

12月 8日

※新型コロナウイルス感染症対策の
ため、入園時に手指消毒・検温を実
施します。

板橋こども動物園シンボルマーク

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



※費用の明示がないものは無料2 広報　いたばし 令和 ２年（２０２０年）11月14日（土）

区の人事行政の
運営状況を
お知らせします

　区では、「東京都板橋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、人事行政の運営状況などを区民のみなさんに公表し、
公平性・透明性の確保に努めています。
　今日は、区の職員数・給与の状況などの概要をお知らせします。な
お、区政資料室（区役所 １階⑦窓口）・区ホームページで、全文をご覧
になれます。

※明示がないものは、いずれも令
和 ２ 年 ４ 月 １ 日現在の数字。
※数値は表示単位未満で端数処理
しているため、合計・率などが異
なる場合があります。

◉任免の状況
《採用者数》� （令和 2年 ６月 １日現在）

事務 土木造園（土木) 土木造園（造園) 建築 衛生監視 福祉
94人 ６ 人 １ 人 ２ 人 ２ 人 44人
心理 学芸研究 保健師 看護師 合計
３人 4人 ５人 ６人 １６7人

《退職者数》� （令和元年度）
定年退職 勧奨退職 普通退職 死亡退職 合計
9５人 ３２人 49人 １ 人 １77人

◉分限処分・懲戒処分の状況� （令和元年度）
分限処分 懲戒処分
休職 戒告 減給 停職 免職

職員数 48人 １ 人 ０ 人 １ 人 ０ 人
※分限処分とは、心身の病気により公務が行えない状態になった職員などに
対する処分です。懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない行為があった
職員などに対する処分です。

◉年度別職員実数の概要� （各年度とも 4月 １日現在）
平成
２３年度 ２4年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２8年度 ２9年度 ３０年度 令和

元年度 ２年度
一般行政部門 ３０６8人 ３０６１人 ３０２8人 ３０１２人 ３０００人 ３０１9人 ３０２０人 ３０4３人 ３０３６人 ３０74人
教育部門 ３５０人 ３4０人 ３３7人 ３３8人 ３4１人 ３５３人 ３５６人 ３６２人 ３６8人 ３7１人
公営企業等
会計部門 １87人 １88人 １88人 １89人 １9２人 １9１人 １94人 １9６人 １9６人 １99人
合計 ３６０５人 ３５89人 ３５５３人 ３５３9人 ３５３３人 ３５６３人 ３５7０人 ３６０１人 ３６００人 ３６44人

職員数 対前年度
増減数 主な増減理由令和

元年度 ２年度

一般行政部門

議会 １8人 １8人 ０ 人 ーーーーーーーーーーーーーー

総務 ５89人 ６０4人 １５人 児童相談所の設置準備による増、国勢調査の実施による増など
税務 １３１人 １３３人 ２ 人 育児休業職員の対応による増など

民生 １4１9人 １4３4人 １５人 児童相談所への職員派遣の増、保育士配置基準の見直しによる減など

衛生 48３人 49１人 8 人 受動喫煙対策による増、育児休業職員の対応による増など
労働 4人 4人 ０人 ーーーーーーーーーーーーーー
農林水産 ５人 4人 △ １人 認定農業者制度の策定完了による減
商工 4３人 ３9人 △ 4人 事務の見直しによる減など
土木 ３44人 ３47人 ３ 人 まちづくりの推進による増など
計 ３０３６人 ３０74人 ３8人〈参考〉人口 １万人あたりの職員数　５３.7０人

教育部門 教育 ３６8人 ３7１人 ３ 人 オリンピック機運醸成事業による増、学校用務の委託化による減など
小計 ３4０4人 ３44５人 4１人〈参考〉人口 １万人あたりの職員数　６０.１8人

公営企業等
会計部門 その他 １9６人 １99人 ３ 人 居宅介護支援事業所事務の移管による増など

合計 ３６００人 ３６44人 44人〈参考〉人口 １万人あたりの職員数　６３.６５人（３47６人） （３47６人） （ ０ 人）

◉部門別職員数の状況と主な増減理由� （各年度とも 4月 １日現在）

※部門別職員数は、国が実施する定員管理調査に基づいています。
※公営企業等会計部門とは、国民健康保険事業・介護保険事業などです。
※職員数は一般職に属する職員の人数で、条例定数外職員（育児休業者・休職者)を含みます。
※（　)内は、条例定数の合計です。
※増減数の内訳には、部門間の変更を含みます。

◉一般職員の給与
　東京23区では、中立かつ専門的な機関
として設置している「特別区人事委員会」
が民間企業の給与実態を調査し、23区職
員の給与について勧告を行っています。
板橋区職員の給与も、この勧告に基づき
区議会の審議を経て、条例により定めら
れています。

◉特別職の報酬など
　区長・区議会議員などの特別職の給料
・報酬は、学識経験者などで構成される

「板橋区特別職報酬等審議会」の答申を受
け、区議会の審議を経て、条例により定
められています。

◉人件費の状況� （令和元年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（令和 ２年 １月 １日現在) 歳出額（A) 実質収支 人件費（B) 人件費比率

（B/A)
５7万１３５7人 ２１99億4848万

３０００円
５５億５６88万
8０００円

３２０億7１５１万
１０００円 １4.６０%

※人件費とは、職員の給与・退職手当、特別職の給料・報酬のほ
か、共済費（社会保険料の事業主負担分)などを含む経費の合計で
す。
※実質収支とは、歳入歳出差引残額から翌年度へ繰り越すべき財
源を差し引いた実質的な残額です。
※人件費比率とは、人件費の歳出額全体に占める割合です。

◉職員給与費の状況� （令和元年度普通会計決算）

職員数
（A)

給与費
給料 職員手当 期末･

勤勉手当 計（B) １ 人あたり
給与費（B/A)

３4０4人 １２３億２74６万
３０００円

4２億8２78万
7０００円

５9億３97２万
２０００円

２２５億4997万
２０００円

６６２万５０００
円

※職員手当には、退職手当を含みません。
※職員数は、平成３１年 4 月 １ 日現在の人数です（公営企業等会計部門に
従事する職員を除く)。
※給与費には、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務))の給与
費が含まれており、職員数には当該職員を含みません。
※千円未満を切り上げています。

区分 経験年数１５年 経験年数２０年

一般
行政職

Ⅰ類
（大学卒) ３4万６３３8円 ３６万３79３円
Ⅲ類
（高校卒) － ３３万9６０円

技能
労務職 高校卒 － ２9万１9６０円

◉職員の経験年数別・学歴別　平均給料月額の状況

※上記のほか、一般任期付職員 ２人、育児休業代替任期付職員として事務 ３人
・栄養士 １人を採用。

◉職員の平均給料月額・平均給与月額・平均年齢の状況
区分 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース) 平均年齢
一般行政職

板橋区 ２9万4５２５円 ３9万２６7３円 ３６万9１7５円 ３9. １ 歳
東京都 ３１万488５円 4５万7０97円 － 4１. 8 歳
国 ３２万7５６4円 4０万88６8円 4３. ２ 歳

技能労務職
板橋区 ２9万６8１２円 ３8万５4１9円 ３６万６8６６円 ５２. ５ 歳
東京都 ２9万１５２１円 ３9万7００１円 － ５０. ３ 歳
国 ２8万7２8３円 ３２万88６２円 ５０. 9 歳

※平均給与月額とは、給料月額と諸手当（扶養手当・地域手当・住
居手当など)の合計です。
※平均給与月額（国ベース)とは、平均給与月額に諸手当が含まれて
いない国家公務員の平均給与と同じ基準で再計算したものです。
※「－」は現時点で公表されていません。

区分 給料月額など 期末手当支給の割合 １期の退職手当額
区長 １１３万５０００円

３.６５月分

２０4３万円
副区長 9１万円 １１２8万4０００円
議長 9１万円
副議長 78万２０００円
議員 ６０万円

◉特別職の報酬などの状況

※退職手当は、区長は給料月額×勤続期間×4５０/１００、副区長は給料
月額×勤続期間×３１０/１００が支給されます。区議会議長・副議長・議
員には支給されません。
※ １期の退職手当額は、令和 ２年 4月 １日現在の給料月額・支給率
に基づき、 １期（ 4 年＝48月)勤めた場合の退職手当の見込額です。

毎
月
決
ま
っ
て
支
給

扶
養
手
当

区分
支給月額

板橋区 国
配偶者 ６０００円 ６５００円
子 9０００円 １ 万円
父母など 各６０００円 各６５００円
１６～２２歳の子についての加算 各4０００円 各５０００円
●支給職員 １人あたりの平均支給年額…１9万６３9０円
●支給実績… ２億１799万３０００円

地
域
手
当

●支給額＝（給料＋扶養手当＋管理職手当)×支給率
※支給率は、東京２３区内２０％、千葉県鴨川市（天津わか
しお学校)１２％、国は地域区分により ０～２０％まで。
●支給職員 １人あたりの平均支給年額…7０万１６５１円

住
居
手
当

区分 支給月額

世帯主
満２7歳までの者 ２万7０００円
満２7歳以上３２歳までの者 １万7６００円
上記以外の者 8３００円

※国の賃貸住宅居住に対する最高支給額が ２万8０００円
●支給職員 １人あたりの平均支給年額…１8万２５8５円
●支給実績… １億7１６３万円

通
勤
手
当

運賃相当額（支給限度月額 ５万５０００円)
●支給職員 １人あたりの平均支給年額…１２万7６３１円
●支給実績… 4億１7０9万7０００円

そ
の
他
管理職手当・初任給調整手当・単身赴任手当など

◉職員の手当の種類・その内容

勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給

時
間
外
勤
務
手
当

年度 支給総額 支給職員 １人あたり
の平均支給年額

令和元年度 7億２9２8万円 １8万１4５8円
平成３０年度 ６億74３8万１０００円 １7万２74１円

特
殊
勤
務
手
当

著しく危険・不健康、その他特殊な業務に就いたとき
に支給される手当
●手当の種類… 4種類（令和 ２年度から ６種類)
●手当支給職員の割合…１３. ６ ％
●支給職員 １人あたりの平均支給年額…１０万３２５8円

そ
の
他
休日勤務手当・宿日直手当など

一
定
の
時
期
に
支
給

期
末
・
勤
勉
手
当

区分
板橋区 東京都 国

期末 勤勉 期末 勤勉 期末 勤勉

金額
１人あたりの
平均支給額
１６4万５０００円

－

月数 ２.６０
（１.4５)

２.０５
（１.００)

２.６０
（１.4５)

２.０５
（１.００)

２.６０
（１.4５)

１.9０
（０.9０)

計 4.６５月分
（２.4５月分）

4.６５月分
（２.4５月分）

4.５０月分
（２.３５月分）

※（　)内は再任用職員の支給割合です。
※「－」は現時点で公表されていません。
退
職
時
期
に
支
給

退
職
手
当

区分 普通退職 定年退職
最高限度支給月数 ３9.7５ 47. 7
令和元年度退職者の
１人あたりの平均支給額 ３０１万３０００円 ２０６６万9０００円※ １人あたりの平均支給年額は、令和元年度一般会計・国民健

康保険事業特別会計決算により算出しました。

※「－」は該当なし

区分 板橋区 東京都 国

一般
行政職

Ⅰ類
（大学卒) １8万３7００円 １8万３7００円 総合職１8万６7００円　

一般職１8万２２００円　　　
Ⅲ類
（高校卒) １4万7１００円 １4万５６００円 １５万６００円

技能
労務職 高校卒 １３万94００円 １4万３０００円 １4万79００円

◉職員の初任給の状況

　

問合　人事課人事係☎3579 - 2070

問合　人事課給与係☎3579 - 2074職員の給与の状況

職員の任免・職員数などの状況

「広報いたばし」は、行政情報アプリ「マチイロ」・多言語対応アプリ「カタログポケット」でも配信しています
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「広報いたばし」に掲載する広告を募集しています。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、広聴広報課広報グループ（☎3579―2022）へお問い合わせください。

　計画（素案）などを公表し、みなさん
から意見を募集します。

　文化芸術・多文化共生を取り巻く状況
の変化に合わせ、本ビジョンを策定します。
▷全文の閲覧場所＝文化・国際交流課
（区役所８階⑬窓口）、区政資料室（区役
所１階⑦窓口）、区立美術館、区立文化
会館、グリーンホール、区立各図書館、
区ホームページ▷意見書の提出締切＝11
月30日▷意見書の提出先・問＝文化・国
際交流課文化・国際交流係☎3579 ‐ 2018

3579 ‐ 2046 kb-bk-kanri@city.itaba
shi.tokyo.jp

　区の障がい者福祉の基本方針を定める「障がい者計画2023」と併
せて、障がい福祉サービス・地域生活支援事業などの提供体制の
確保を目的とする「障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画
（第２期）」を策定します。
▷全文の閲覧場所＝障がい政策課（区役所３階㉔窓口）、区政資料
室（区役所１階⑦窓口）、赤塚・志村の各福祉事務所、区立各図書
館、区ホームページ▷意見書の提出締切＝12月７日▷意見書の提
出先・問＝障がい政策課管理係☎3579 ‐ 2361 3579 ‐ 4159
fukushi@city.itabashi.tokyo.jp

いたばし文化芸術・多文化共生ビジョン₂₀₂₅
(素案)

障がい者計画₂₀₂₃・障がい福祉計画(第 ₆期)
・障がい児福祉計画(第 ₂期)(素案)

　ユニバーサルデザインに関する施策を
総合的・計画的に推進するため、本計画
を策定します。
▷全文の閲覧場所＝障がい政策課（区役
所３階㉔窓口）・区政資料室（区役所１階
⑦窓口）・区立各図書館・区ホームペー
ジ▷意見書の提出締切＝12月７日▷意見
書の提出先・問＝障がい政策課ユニバー
サルデザイン推進係☎3579 ‐ 2252 3579
‐ 4159 f-udesign@city.itabashi.tokyo.jp

ユニバーサルデザイン推進計画₂₀₂₅
実施計画₂₀₂₅(素案)

▷対象＝区内在住・在勤・在学の方、区内
事業者、区内で活動する団体など▷閲覧期
間・意見書の提出＝各締切日（必着）まで、
素案に対する意見と申込記入例（８面）の項
目、法人・各種団体の場合は名称・所在地

・代表者氏名を明記のうえ、直接または郵
送・FAX・Ｅメール・区ホームページで、
各提出先※提出された意見に個別の回答は
行いません。意見に対する区の考え方を後
日公表します。

　区の高齢者保健福祉の基本方針を定める「高齢者保健福祉計画」
と併せて、保険給付・地域支援事業の円滑な実施の確保を目的と
する「介護保険事業計画」を策定します。
▷全文の閲覧場所＝介護保険課（区役所２階⑭窓口）・区政資料室
（区役所１階⑦窓口）・各健康福祉センター・おとしより保健福祉
センター・各おとしより相談センター・各福祉事務所・区立各図
書館・区ホームページ▷意見書の提出締切＝11月30日▷意見書の
提出先・問＝介護保険課管理相談係☎3579 ‐ 2357 3579 ‐ 3402
kaigo@city.itabashi.tokyo.jp

計画(素案)などの
意見提出

高齢者保健福祉・介護保険事業計画₂₀₂₃(素案)

　新たな時代の要請に対応し、ICTを用
いた業務効率化・区民サービスの向上を
図るため、本計画を策定します。
▷全文の閲覧場所＝IT推進課（情報処理
センター10階）・区政資料室（区役所１階
⑦窓口）・区立各図書館・区ホームペー
ジ▷意見書の提出締切＝11月30日▷意見
書の提出先・問＝IT推進課情報企画・番
号制度グループ（〒173 ‐ 0004板橋２ ‐ 65
‐ ６）☎3579 ‐ 2043 3579 ‐ 2049 sk-ban
gou@city.itabashi.tokyo.jp

ICT推進・活用計画₂₀₂₅(素案)

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

◉�実践から学ぶ企業・社員のための
社会貢献講座

▷とき＝12月 4 日㈮18時30分〜20時
▷内容＝講義「企業のCSR活動紹介
など」▷講師＝リンテック㈱広報・
IR室室長代理　吉田知人▷対象＝
区内在勤の方、区内企業の社会貢献
事業・人事担当者▷定員＝15人※オ
ンライン15人（いずれも申込順）▷と
ころ・申込・問＝11月14日㈯朝 9 時
から、電話・Ｅメールで、いたばし
総合ボランティアセンター☎5944 ‐
4601 info@ita-vc.or.jp〈月曜事務局
休み。ただし祝日の場合は開局し翌
日休み〉※申込記入例（ 8 面）の項目
とオンライン希望の場合はその旨を
明記

産前産後期間の保険料が
免除されます

　第１号被保険者が出産（妊娠
85日以上の出産で、死産・流産
・早産を含む）した場合に、出
産前後の保険料が免除されます。
▷免除期間＝出産予定日または
出産日が属する月の前月から４
か月間※多胎妊娠の場合は、出
産予定日または出産日が属する
月の３か月前から６か月間。▷
対象＝第１号被保険者で、出産
日が平成31年２月１日以降の方
※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

【情報公開及び
個人情報保護審議会】

▷とき＝11月30日㈪14時から▷
ところ＝大会議室A（区役所９

▷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＝11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11月25日㈬まで受付。
▷問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579 ‐ 2486

▷申込期間＝11月16日㈪〜20日㈮※
区立文化会館大ホールは来年12月
分、それ以外は来年 6 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

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約(来年 7月分)

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
１２／ ３ ・ 7 ・１３…夜間、１２／ 4
・１１・１６～１8・２５・２7～３１…全
日、１２／１０…午後・夜間

小ホール ６／２３～２５…全日
大会議室 ６／１8…午後・夜間、 ６／２３・

２4…全日
グリーンホール

１階ホール
６／ ２…夜間、 ６／ ３・１7…午
後、 ６／ 4・ 9・１１・１５・２8…
全日

２階ホール ６／２8…全日６０１会議室

階）▷内容＝個人情報保護制度
に基づく諮問など▷定員＝15人
（先着順）※当日、13時50分まで
区政情報課（区役所１階⑦窓口）
で受付。▷問＝区政情報課個人
情報保護グループ☎3579 ‐ 2020

【コンビニエンスストアでの
各種証明書交付サービス】

▷とき＝11月25日㈬※設備点検
のため※休止する証明書の種類
など詳しくは、区ホームページ
をご覧ください。▷問＝戸籍住
民課証明係☎3579 ‐ 2210
【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…11月26日㈭
●グリーンホール…11月30日㈪
※17時〜20時※施設点検のため
▷問＝区立文化会館☎3579 ‐
2222
【志村図書館】
▷とき＝11月30日㈪〜12月12日
㈯※設備工事などのため▷問＝
中央図書館☎3967 ‐ 5261〈第３
月曜・月末日休館〉

◉�親族後見人のつどい
▷とき＝12月 7 日㈪14時〜15時30分
▷ところ＝グリーンホール101会議
室▷講師＝社会福祉士　笠原美和子
▷対象＝親族で成年後見人・保佐人
・補助人をしている方※被後見人ま
たは後見人などが区内在住・在勤の
方※申立中の方も可▷定員＝10人
（申込順）▷申込・問＝11月16日㈪朝
9 時から、電話で、権利擁護いた
ばしサポートセンター☎5943 ‐ 7070
※ 聴 覚 障 が い が あ る 方 の み FA X
（3964 ‐ 0245）で申込可。申込記入例
（ 8 面）の項目と参加人数を明記。

計画(素案)などにご意見をお寄せください
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「　　　　　　」

相談事例
　インターネットで、サプリメ
ントを初回お試し価格で購入し
た。しかし、体に合わず解約を
申し出たが、４回
の購入が条件の定
期 購 入 だ と 言 わ
れ、拒否された。

対処法
　商品を購入する前に、契約内
容・解約条件をしっかり確認
し、慎重に判断し
ましょう。また、
事業者との連絡内
容を記録しておき
ましょう。

　契約トラブル・悪質商法による被害が後を絶ちません。消費者セ
ンターでは、専門の相談員が消費生活に関する相談に応じていま
す。

通信販売の定期購入に
ご注意ください　

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

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

問　合

都市づくり推進条例を
制定しました

　「都市づくりビジョン」に基づ
き、区民・事業者・区が連携し
た協働の都市づくりを推進する
ため、本条例を制定しました。
詳しくは、区ホームページをご
覧ください。
▷問＝都市計画課土地利用計画
担当係☎3579 ‐ 2552

区有地を売却します
▷売却方法＝一般競争入札▷所
在地＝長野県諏訪市上諏訪字角
間澤東13338番Ⓐ88Ⓑ72・171・
1 7 7▷面積＝ Ⓐ 4 2 5 8 . 3 9 ㎡ Ⓑ
10556.35㎡▷最低売払価格＝Ⓐ
198万1251円Ⓑ448万1105円▷入
札説明書などの配布場所＝政策
企画課（区役所４階⑫窓口）・区
ホームページ▷申込・問＝11月
27日（必着）まで、申込書を直接
または郵送で、政策企画課管財
グループ（〒173 ‐ 8501）☎3579
‐ 2243

特別工業地区原案の
縦覧・意見書の提出

▷対象区域＝新河岸二丁目・舟
渡三丁目・蓮根三丁目・坂下三
丁目・東坂下・小豆沢四丁目の
各一部▷面積＝約69.5ha▷縦覧
・意見書の提出期間＝11月16日
㈪〜12月14日㈪▷縦覧場所・意
見書の提出先＝直接または郵送
で、都市計画課土地利用計画担
当係（区役所５階⑮窓口、〒173
‐ 8501）
◉�説明会
▷とき・ところ（各１回制）＝下
表参照※当日、直接会場へ。
《いずれも》
▷問＝都市計画課土地利用計画
担当係☎3579 ‐ 2552

《説明会》
と　き ところ

１１月３０日㈪
１4時～１５時３０分 高島平地域センター

１１月３０日㈪
１9時～２０時３０分 舟渡地域センター

１２月 ３ 日㈭
１4時～１５時３０分 志村坂上区民事務所

１２月 ３ 日㈭
１9時～２０時３０分 舟渡地域センター

１２月 ５ 日㈯
１０時～１１時３０分 高島平地域センター

１２月 ５ 日㈯
１4時～１５時３０分 志村坂上区民事務所

住民基本台帳の一部の
写しの閲覧状況を
公表します

▷とき＝12月１日㈫〜28日㈪の
平日▷ところ＝戸籍住民課（区
役所１階戸籍住民課受付）・区
ホームページ▷内容＝令和元年
11月〜２年10月に請求された閲
覧の、閲覧年月日・閲覧者氏名
（法人の場合はその名称）・利用
目的概要・閲覧に係る住民の範
囲▷問＝戸籍住民課住民台帳係
☎3579 ‐ 2207

リサイクル自転車販売
▷受渡日＝12月18日㈮10時〜11
時▷受渡場所＝Ⓐリサイクル自
転車作業所（志村３ ‐ 17 ‐ 14）Ⓑ
グリーンホール１階ホール▷対
象＝区内在住・在勤・在学の方
▷販売台数＝100台（抽選）▷販
売価格＝5000円・7000円・9000
円▷申込＝11月27日（消印有効）
まで、往復はがきで、（公社）板
橋区シルバー人材センター（〒
173 ‐ 0004板橋２ ‐ 65 ‐ ６）※申
込記入例（８面）の項目と希望す
る受渡場所（ⒶまたはⒷ）を明記
▷問＝同セン
ター☎3964 ‐
0871、板橋区
交通安全課自
転車グループ
☎3579 ‐ 2513

国際交流事業に
助成します

▷対象＝国際交流・相互理解の
促進を目的として12月〜来年３
月に実施し、１週間以内で完了
する事業▷助成金額＝対象事業
費の２分の１（１団体につき、
同一年度内上限20万円）※助成
の可否・金額は審査のうえ決定
▷募集要項などの配布場所＝
（公財）板橋区文化・国際交流財
団（区役所８階⑬窓口）、同財団
ホームページ、いたばし総合ボ
ランティアセンター▷申込・問
＝12月15日（必着）まで、必要書
類を直接または郵送で、同財団
（〒173 ‐ 8501）☎3579 ‐ 2015

りんご湯を行います
　区内各浴場では、11月15日㈰
にりんご湯を行います。湯船に
浮かぶ、りんごの彩りと甘い香
りをお楽しみください。※詳し
くは、板橋区浴場組合ホームペ
ージをご覧く
ださい。
▷費用＝入浴
料▷問＝産業
振興課商工振
興グループ☎
3579 ‐ 2171

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

　スマートフォンなどから利用できる次のアプリで、「広報いたばし」
を配信しています。ぜひ、ご利用ください。

ダウンロードはこちらから
マチイロ カタログポケット

Android用 iPhone用Android用 iPhone用

　アプリを開いて、読みたい号をダウンロードする
だけで、広報紙を読むことができます。また、読者
登録をすると発行日に通知が届きます。※通信料が
かかります。

行政情報アプリ「マチイロ」

　多言語自動翻訳・音声読み上げなどの機能が利用
できます。また、マイコンテンツに追加すると発行
日に通知が届きます。※通信料がかかります。

多言語対応アプリ「カタログポケット」

◉�ニリンソウの森を守る担い手づく
り講座

▷とき＝11月28日㈯・12月13日㈰・
19日㈯、3 日制、10時〜12時（初日は
12時30分まで）▷ところ＝都立赤塚
公園▷内容＝ニリンソウ自生地の手
入れなど▷対象＝講座修了後に、都
立赤塚公園の緑の保全活動に参加で
きる方▷定員＝10人（申込順）▷申込
・問＝電話で、都立赤塚公園サービ
スセンター☎3938 ‐ 5715
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かみいた南未来会議
▷とき＝11月28日㈯・12月12日
㈯、２日制、10時〜12時▷内容
＝上板橋駅南口周辺の街歩き・
意見交換など▷定員＝30人（抽
選）▷申込・問＝11月23日㈷ま
で、FAX・Ｅメールで、地区整
備事業担当課上板橋駅南口まち
づくりグループ☎3579 ‐ 2556
3579 ‐ 2129 t-k-machi@city.ita
bashi.tokyo.jp※申込記入例（８
面）参照

初心者向け
防災スマホ教室

▷とき＝12月６日㈰９時〜12時
・13時30分〜16時30分、７日㈪
９時〜12時、17日㈭10時〜13時
・14時〜17時、各１回制▷とこ
ろ＝災害対策室（区役所４階）▷
内容＝講義「初歩的な操作・災
害時の情報収集方法など」▷定
員＝各回20人（抽選）※スマート
フォンをお持ちでない方も参加
可▷申込・問＝11月30日（必着）
まで、電話・はがき・FAX・Ｅ
メールで、地域防災支援課地域
支援グループ☎3579 ‐ 2152
3 9 6 3 ‐ 0 1 5 0
kk-chishien@
ci ty. i tabashi .
tokyo.jp※申込
記入例（８面）の
項目と希望日時
を明記

イタリア・ボローニャ市
友好都市交流1₅周年記念
講座

▷とき＝12月12日㈯13時30分〜
15時▷内容＝講義「料理から知
るイタリアの文化」※オンライ
ン会議システム「Zoom」を使用
▷講師＝カフェ店員など▷対象
＝区内在住・在勤・在学の方▷
定員＝30人（抽選）▷申込・問＝
11月26日㈭まで、Ｅメールで、
（公財）板橋区文化・国際交流財
団（区役所内）☎3579 ‐ 2015
kkouryu@city.itabashi.tokyo.jp
※申込記入例（８面）の項目と性
別を明記※同財団ホームページ
からも申込可

コロナ拡大で見えた
ジェンダー格差

▷とき＝12月20日㈰14時〜16時
▷ところ＝区立文化会館大会議
室▷内容＝講義▷講師＝生存の
ためのコロナ対策ネットワーク
共同代表　藤田孝典▷定員＝50
人（申込順）※生後４か月〜未就
学児の保育あり（定員６人、申
込順）▷申込・問＝11月16日㈪
朝９時から、電話・Ｅメール
で、男女社会参画課男女平等推
進係☎3579 ‐ 2486 j-danjo@
city.itabashi.tokyo.jp※申込記入
例（８面）参照。保育を希望する
場合は、お子さんの氏名（ふり
がな）・何歳何か月・性別を明
記のうえ、12月７日㈪までにお
申し込みください。

表 １ 《かくしゃく講座》
教　室 施　設 と　き 流派名

書道

仲町
ふれあい館

１２月 ２ 日・１６日・来年 １月 ６日・２０日・ ２月 ３日・１7
日・ ３月 ３日・１7日、各水曜、１０時～１２時

中台
ふれあい館

１２月 8 日・２２日・来年 １月１２日・２６日・ ２月 9日・２３
日・ ３月 9日・２３日、各火曜、１０時～１２時

志村
ふれあい館

１２月 7 日・２１日・来年 １月 4日・１8日・ ２月 １日・１５
日・ ３月 １日・１５日、各月曜、１３時３０分～１５時３０分

高島平
ふれあい館

１２月 8 日・２２日・来年 １月１２日・２６日・ ２月 9日・２３
日・ ３月 9日・２３日、各火曜、１３時３０分～１５時３０分

華道

仲町
ふれあい館

１２月 ２ 日・１６日・来年 １月 ６日・２０日・ ２月 ３日・１7
日・ ３月 ３日・１7日、各水曜、１０時～１２時 池坊中台

ふれあい館
１２月 １ 日・１５日・来年 １月 ５日・１9日・ ２月 ２日・１６
日・ ３月 ２日・１６日、各火曜、１０時～１２時

志村
ふれあい館

１２月１１日・２５日・来年 １月 8日・２２日・ ２月１２日・２６
日・ ３月１２日・２６日、各金曜、１３時３０分～１５時３０分 池坊大青流

高島平
ふれあい館

１２月 ２ 日・１６日・来年 １月 ６日・２０日・ ２月 ３日・１7
日・ ３月 ３日・１7日、各水曜、１３時３０分～１５時３０分 草月流

茶道

仲町
ふれあい館

１２月 ２ 日・１６日・来年 １月 ６日・２０日・ ２月 ３日・１7
日・ ３月 ３日・１7日、各水曜、１０時～１２時 表千家徳丸

ふれあい館Ⓐ
１２月 7 日・２１日・来年 １月 4日・１8日・ ２月 １日・１５
日・ ３月 １日・１５日、各月曜、１０時～１２時

徳丸
ふれあい館Ⓑ

１２月１０日・２4日・来年 １月１4日・２8日・ ２月１１日・２５
日・ ３月１１日・２５日、各木曜、１３時３０分～１５時３０分 江戸千家

※ 8日制。書道・華道は洋室で実施。

表 2 《かくしゃく講座申込先》
申込先 問

仲町
ふれあい館

〒１7３ ︲ ００２２仲町２０ ︲ ５
☎３9５8 ︲ ０１６３〈月曜休館〉

中台
ふれあい館

〒１74 ︲ ００６4中台 ２ ︲ １4 ︲ １
☎３9３4 ︲ ２94０〈月曜休館〉

徳丸
ふれあい館

〒１7５ ︲ ００8３徳丸 ２ ︲ １２ ︲ １２
☎３9３4 ︲ 8６２7〈火曜休館〉

志村
ふれあい館

〒１74 ︲ ００５６志村 ３ ︲ ３２ ︲ ６
☎３9６０ ︲ ５88５〈火曜休館〉

高島平
ふれあい館

〒１7５ ︲ ００8２高島平 8 ︲ ２9 ︲ １
☎３9３５ ︲ １77５〈月曜休館〉

かくしゃく講座　
書道・華道・茶道教室

いつまでも元気で
潤いのある生活を

▷施設・とき＝表１参照▷対象＝
区内在住で、60歳以上の方▷定員
＝各教室・各施設10人（抽選）
▷費用・持物
●書道…4800円、書道用具一式・

新聞紙・雑巾
●華道…１万円、生け花用はさみ

・包み紙（新聞紙など）・雑巾・
ごみ袋

●茶道…6000円、ふくさ・扇子・
懐紙・布巾
▷申込・問＝11月24日（必着）ま
で、往復はがき（各教室１人１施
設）で、希望するふれあい館（表２
参照）※申込記入例（８面）の項目

と 希 望 教 室 ・ 施
設名（茶道の徳丸
ふ れ あ い 館 は Ⓐ
またはⒷ）を明記

歩きを楽しむ！ぐるっと板橋スタンプラリー

ダウンロードは
こちらから

Android用

iPhone用

　区の魅力を再発見できる板橋区観光アプリ
「ITA-マニア」をダウンロードして、デジタルス
タンプラリーに参加してみませんか。「ITA-マ
ニア」を起動して、区内11施設（下図参照）に設
置している二次元コードを読み取ると、デジタ

ルスタンプを集めることができます。
▷とき＝11月16日㈪〜来年１月11日㈷※スタン
プを一定数集めた方は、いたばし花火大会ペア
招待券などの豪華賞品が抽選で当たります。詳
しくは、区ホームページをご覧ください。 　「ITA-マニア」は、区内のおすすめスポ

ット・グルメ情報の検索、散策ルートの
自動作成などの機能があり、歩くこと自
体を楽しめるアプリです。※通信料がか
かります。

「ITA-マニア」とは

区主催事業などの中止・延期情報は、区ホームページをご覧ください

赤    塚

志    村

板    橋

高  島  平

上  板  橋

東京メトロ有楽町線・副都心線

区立美術館赤塚植物園

赤塚体育館

郷土資料館

いたばし観光センター

高島平温水プール

植村冒険館

小豆沢体育館

教育科学館

上板橋体育館

こども動物園（高島平分園）

くらしと観光課観光振興グループ☎3579 ‐ 2251
問　合

二次元コード設置施設

▲詳しくは
こちらから



　　福太郎奨学財団新年度
　　奨学生募集
＊対象：①都内在住で大学等に在
学・進学予定②都内大学等に在
学・進学予定＊貸与金額月5万（無
利息）＊募集期間12/1～1/27＊財
団ＨＰ（http://www:fukutaro－zaidan.jp)
にて詳細ご確認下さい。財団事務局TEL03-
3940-0495

モスバーガー

高島第二小

首都高
コジマ

ファミリーマート

赤塚公園

高島平駅
巣鴨→

コンシェール徳丸

◆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

※費用の明示がないものは無料6 広報　いたばし 令和 ２年（２０２０年）11月14日（土）

オンラインビジネス 
英会話教室

▷とき・コース（12日制）＝下表
参照▷対象＝区内在住・在勤の
方▷定員＝Ⓐ〜Ⓓ各４人（抽選）
▷費用＝１万2000円※申込方法
など詳しくは、（一社）板橋産業
連合会ホームページをご覧くだ
さい。▷問＝同連合会☎3962 ‐
0131、板橋区産業振興課商工振
興グループ☎3579 ‐ 2171
《オンラインビジネス英会話教室》

と　き コース
Ⓐ１２月１６日～来年 ３月１7日の毎週水
曜、１8時３０分～１9時３０分 基礎

Ⓑ１２月１６日～来年 ３月１7日の毎週水
曜、１9時５０分～２０時５０分 中級

Ⓒ１２月１１日～来年 ２月 １日の毎週月
曜・金曜、１8時３０分～１9時３０分 基礎

Ⓓ１２月１１日～来年 ２月 １日の毎週月
曜・金曜、１9時５０分～２０時５０分 中級

※ⒶⒷ１２月３０日・来年 １月 ６日ⒸⒹ１２月２7
日・３０日・来年 １月 １日・ 4日を除く。

都営住宅（板橋区地元 
割当）入居者

▷募集内容・戸数
●１・２人向け…１戸
●２人以上向け…３戸
※対象など詳しくは、募集案内
をご覧ください。
▷募集案内などの配布場所＝11
月24日㈫〜12月１日㈫に、住宅

政策課（区役所５階⑭窓口）・庁
舎案内（区役所１階）・赤塚支所
・各区民事務所・各地域センタ
ー・各福祉事務所・区ホームペ
ージ※夜間・土曜・日曜は、区
役所の夜間受付で配布。▷申込
・問＝12月３日（必着）まで、必
要書類を郵送で、住宅政策課住
宅運営グループ☎3579 ‐ 2187※
12月２日㈬までの消印が必要

ひとり親家庭ホーム 
ヘルプサービス事業者

▷期間＝来年４月から１年間※
対象など詳しくは、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＝12
月14日㈪まで、直接または電話
で、子ども政策課庶務係（区役
所３階㉒窓口）☎3579 ‐ 2471

資源環境審議会区民委員
▷募集人数＝若干名▷任期＝来
年３月から２年間▷対象＝区内
在住で、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＝作文▷申込・問＝
12月14日（必着）まで、作文「板
橋区を取り巻く環境問題」（1000
〜1200字）と、別紙に申込記入
例（８面）の項目、性別、職業、
区のほかの会議での委員歴、環
境に関する活動経歴などを明記
のうえ、直接または郵送・FAX
・Ｅメールで、環境政策課環境
政策推進係（区役所７階⑫窓口）
☎3579 ‐ 2591 3579 ‐ 2589
s-kankan@city.itabashi.tokyo.jp

区立保育園保育充実職員
登録者 

（会計年度任用職員）
▷職種＝Ⓐ保育補助Ⓑ看護師▷
勤務場所＝区立保育園（にりん
そう・こぶしの各保育園を除
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（Ⓐ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（Ⓐまた
はⒷ）・勤務場所・勤務時間、
社会保険加入の可否、区施設で
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。

顕彰候補者
　文化・スポーツ・国際交流の
各分野で活躍した個人・団体に
区民文化栄誉賞・優秀賞などを
贈呈し、その功績を顕彰します。
▷対象期間＝令和２年１月〜12
月
▷対象＝次のいずれかに該当す
る区内在住・在勤・在学の個人
または区内に活動の本拠地を置
く団体
●文化部門…全国大会以上の各

種コンクールなどで上位３位
以内に入賞

●スポーツ部門…全国大会以上
の各種スポーツ大会などで上
位３位以内に入賞

●国際交流部門…国際交流活動
で顕著な活躍

●その他…板橋区の文化芸術・
スポーツ文化の向上に貢献

し、顕著な活躍
※既に顕彰されている場合は、
対象外の可能性あり。
▷申請書の配布場所＝（公財）板
橋区文化・国際交流財団（区立
文化会館内）、同財団ホームペ
ージ※郵送を希望する場合は、
お問い合わせください。▷申込
・問＝12月18日（必着）まで、申
請書を直接または郵送で、同財
団（〒173 ‐ 0014大山東町51 ‐
１）☎3579 ‐ 3130※12月19日㈯
以降に、大会などの予定がある
場合は、事前にご相談ください。

『広報いたばし』に掲載する広告を募集しています。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、広聴広報課広報グループ（☎3579―2022）へお問い合わせください。

▷とき＝12月10日㈭15時〜17時
▷ところ＝板橋産連会館（仲宿
54 ‐ 10）▷内容＝講義「SDGs（持
続可能な開発目標）の基本・取
組事例・メリット」▷講師＝㈱
国際開発センターSDGs室室長　
三井久明▷定員＝15人※オンラ
イン50人（いずれも申込順）▷申
込＝11月16日㈪朝９時から、（一

社）板橋産業連合会ホームペー
ジにある申込書をFAXで、同連
合 会 3 9 6 2 ‐
0133▷問＝同連
合 会 ☎ 3 9 6 2 ‐
0131、板橋区環
境政策課環境政
策推進係☎3579
‐ 2591

中小企業SDGsセミナー

三井久明

◉社交ダンス「ひまわりダンス会」　
初心者・初級者歓迎　月 4 回木曜　
13時〜16時または18時30分〜20時30
分　常盤台地域センター　月額3000
円　☎小林090 ‐ 3130 ‐ 0623
◉社交ダンス「ハッピーダンス」　50
歳以上の初心者・初級者歓迎　毎週
木曜　13時〜14時30分　志村坂上地
域センター　入会金2000円・月額
4500円　☎今井090 ‐ 4591 ‐ 8158
◉水墨画すみれ会　15歳以上の初心
者〜中級者対象　第 2 ・ 4 金曜　 9  
時30分〜11時30分　まなぽーと大原　
月額3000円　☎安武090 ‐ 3684 ‐
0502
◉和裁同好会　初心者〜中級者歓迎　
第 1 ・ 3 水曜　 9 時30分〜12時　ま
なぽーと大原　入会金1000円・月額
2500円　☎柴野080 ‐ 5077 ‐ 7594
◉スポーツ吹矢撫子　無料体験あり　
10歳以上の初心者対象　第 2 ・ 4 日
曜　13時〜15時　下板橋駅前集会所
（板橋 2 ‐ 3 ‐ 1 ）　 1 回500円　☎
鈴木090 ‐ 4450 ‐ 6682
◉太極拳クラブ日和　無料体験あり　
月 3 回月曜　13時30分〜15時　大谷
口地域センター　月額3000円　☎木
下090 ‐ 6656 ‐ 3716
◉悠喜カラオケサークル　月 3 回木
曜　18時〜21時　志村坂上地域セン
ター　月額4500円　☎森3558 ‐ 3145
◉オカリナ同好会　50歳以上の初心
者・初級者歓迎　第 2 ・ 4 日曜　13
時〜16時　グリーンカレッジホール
（志村 3 ‐ 32 ‐ 6 ）　月額1500円　☎
西野3967 ‐ 3854

※活動日時・場所などは変更にな
る場合があります。現在の活動状
況など詳しくは、各サークルにお
問い合わせください。
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高齢者の暮らしを拡げる
「10の筋トレ」体験講座
▷とき＝Ⓐ11月30日㈪Ⓑ12月2
日㈬、各１日制、14時〜16時▷
ところ＝Ⓐ中台地域センターⒷ
グリーンホール601会議室▷内
容＝介護予防に効果がある筋力
トレーニングの説明・体験▷講
師＝Ⓐ上板橋病院理学療法士　
作本奈々子ⒷDHCスマイルガ
ーデン理学療法士　戸津由加里
▷対象＝区内在住で、地域の方
と筋力トレーニングを始めてみ
たい個人・グループ▷定員＝Ⓐ
30人Ⓑ40人（いずれも申込順）▷
申込・問＝11月16日㈪朝９時か
ら、電話で、おとしより保健福
祉センター介護普及係☎5970 ‐
1120

認知症の方を介護する 
家族のための講座

▷とき＝12月10日㈭14時〜16時
▷内容＝講義・実技「介護の疲
れを癒やすアロマセラピー」▷
講師＝アロマケアサロン＆スク
ールオレンジムーンセラピスト　
大久保真奈美▷対象＝区内在住
・在勤で、認知症の方を介護し
ている家族または介護に関わる
方▷定員＝20人（申込順）▷持物
＝浴用タオル・バスタオル▷と
ころ・申込・問＝11月16日㈪朝
９時から、電話で、おとしより
保健福祉センター認知症施策推
進係☎5970 ‐ 1121

若年性認知症講演会
▷とき＝12月12日㈯14時〜16時
▷ところ＝区立文化会館大会議
室▷内容＝講演「自分らしく生
きるための地域支援・家族会の
役割」▷講師＝若年認知症社会
参加支援センタージョイント所
長　比留間ちづ子ほか▷対象＝
区内在住・在勤の方▷定員＝40

人（申込順）▷申込・問＝11月16
日㈪朝９時から、電話で、おと
しより保健福祉センター認知症
施策推進係☎5970 ‐ 1121

認知症サポーター 
養成講座

▷とき＝12月14日㈪14時〜15時
30分▷ところ＝成増アクトホー
ル▷内容＝講義「認知症の症状
・支援方法、認知症の方と接す
るときの心構えなど」※受講者
には、認知症の方とその家族を
支援する意志を示す「オレンジ
リング」を差し上げます。希望
する事業者（介護保険事業者を
除く）には、「高齢者あんしん協
力店」ステッカーを配付し、区
ホームページに事業者名を掲載
します。▷対象＝区内在住・在
勤・在学の方、区内事業者▷定
員＝40人（申込順）▷申込・問＝
11月16日㈪朝９時から、電話
で、おとしより保健福祉センタ
ー認知症施策推進係☎5970 ‐
1121

　毎年、多くのHIV感染者・エ
イズ患者が報告されています。
年齢別でみると、HIV感染者は
20・30代、エイズ患者は30〜50
代に多くなっています。また、
同じく性感染症の一つである梅
毒も多くの患者が発生していま
す。梅毒などの性感染症にかか
っていると、HIVにも感染しや
すくなります。
　HIVは、感染しても自覚症状
がほとんどないため、検査を受
けて感染の有無を確認しましょ
う。HIV・エイズは完治できま
せんが、早期発見・治療によ
り、エイズの発症を抑えること
ができます。
　一人ひとりがHIV・エイズの
正しい知識を持ち、予防に向け
た行動をとるとともに、差別・偏
見のない社会をつくりましょう。

東京都南新宿検査・相談室
▷とき＝平日（祝日・休日を除
く）15時30分〜19時30分、土曜
・日曜13時〜16時30分▷内容＝
HIV抗体検査・梅毒検査※希望
者には、クラミジア・淋

り ん

病の検
査も実施（予防月間中のみ）。▷
ところ・申込・問＝電話で、東
京都南新宿検査・相談室（渋谷
区代々木２ ‐ ７ ‐ ８東京南新宿
ビル３階）☎3377 ‐ 0811※聴覚
・言語障がいがあ
る方はFAX（3377
‐ 0821）での申込
可※携帯電話サイ
トからも申込可

11月16日〜12月15日は東京都エイズ予防月間

予防対策課感染症相談指導
グループ☎3579 ‐ 2321

問　合

差別・偏見のない社会をつくりましょう

9

尿もれ予防体操教室
▷とき＝11月25日㈬10時〜11時
30分・12月１日㈫14時〜15時30
分、各１日制▷ところ＝板橋区
保健所▷内容＝講義・実技▷講
師＝センター保健師▷対象＝区
内在住・在勤の女性▷定員＝各
日10人（申込順）▷持物＝ハンド
タオル▷申込・問＝電話で、女
性健康支援センター

離乳食から幼児食への 
すすめ方

▷とき＝12月15日㈫、Ⓐ10時30
分〜11時30分Ⓑ14時〜15時▷内
容＝講義・調理実演▷対象＝区
内在住で、開催日現在、Ⓐ１歳
〜１歳６か月Ⓑ生後９か月〜11
か月のお子さんの保護者※いず
れも対象月齢のお子さんの同伴
可▷定員＝ⒶⒷ各９人（申込順）
▷ところ・申込・問＝電話で、
志村健康福祉センター

区民結核健診
▷とき＝12月15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、
予防対策課感染症相談指導グル
ープ☎3579 ‐ 2321

親子健康講座
▷とき＝12月18日㈮14時〜14時
45分▷ところ＝東新児童館▷内

▲携帯電話サイト

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

　４月から、望まない受動喫煙
を防止するため、改正健康増進
法・東京都受動喫煙防止条例が
全面施行されました。多くの方
が利用する施設の屋内は、原則
禁煙です。

飲食店などを経営する
区内事業者へ

　飲食店などでは、次のような
対応が必要です。
● 店内の喫煙状況を適切な標識

で掲示する
● 一定の要件を満たして喫煙可

能室を設置する場合は、保健
所に届け出る

※敷地内・屋外に喫煙場所を設
置する場合は、受動喫煙を防止
するための配慮が義務付けられ
ています。

喫煙する方へ
　法律・条例の規制対象外であ
る屋外・私有地で喫煙する場合
でも、周囲の方に受動喫煙の影
響を与えないよう思いやりの心
を持ってご配慮ください。

板橋区受動喫煙防止相談窓口
☎3579 ‐ 2707

（平日、 ８時30分〜17時）

問　合

引き続き新型コロナウイルス感染症に
ご注意ください

※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。

容＝各科専門医のミニ講座▷対
象＝区内在住の乳幼児とその保
護者▷定員＝15組（申込順）▷申
込＝直接で東新児童館または電
話で（公社）板橋区医師会☎3962 
‐ 1301▷問＝健康推進課母子保
健係☎3579 ‐ 2313

母親学級
▷ところ・ときなど（各２日制）
＝下表参照▷内容＝赤ちゃんの
お世話の仕方・妊産婦のための
栄養・母と子のお口の健康など
▷対象＝各開催日現在、おおむ
ね妊娠20週以降の初産の方※定
員あり（申込順）※持ち物など詳
しくは、お問い合わせくださ
い。▷申込・問＝電話で、希望
する健康福祉センター※複数の
センターへの申込不可

受動喫煙対策に取り組みましょう

《母親学級》
ところ と　き
板橋 １２月 ２ 日㈬・ 9日㈬
上板橋 来年 １月１５日㈮・２２日㈮

赤塚 １１月３０日㈪・１２月 7 日㈪
来年 １月１8日㈪・２５日㈪

志村 来年 １月１２日㈫・１9日㈫
高島平 １２月 7 日㈪・１4日㈪
※１３時３０分～１4時３０分または１５時～１６時。
両日とも同時間での参加が必要。

板橋区新型コロナ健康相談窓口
☎5877 ‐ 4834
（平日、 ９ 時〜17時）

東京都発熱相談センター
☎5320 ‐ 45９2

（24時間）

新型コロナウイルスに関する相談窓口

　感染拡大防止のため、手洗い・マスク着用・身体的距離の確保など
の新しい生活様式を徹底し、会食・飲み会は注意しましょう。
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行　事 と　き 内　容 対　象 定員（申込順) ところ・申込・問

美術史講座「怪物ピカソ破壊の
美学」 １１月２7日㈮１7時～１9時 ベルギー王立美術館公認解説者・森

耕治による講義 中学生以上の方 ２０人 １１月１4日㈯朝 9時から、直接または電話で、
小茂根図書館☎３５５4 ︲ 88０１

ミニ・ボローニャ・ブックフェ
ア＆クイズラリー １２月 １ 日㈫～１０日㈭ 展示絵本を使ったクイズラリー※全

問正解者に記念品を差し上げます。 － － 西台図書館☎５３99 ︲ １１9１

オリジナル御朱印帳をつくろう １２月１２日㈯１4時～１５時３０分 選んだ絵柄で御朱印帳づくり※費
用： １冊１０００円 中学生以上の方 １０人

１１月１4日㈯朝 9時から、直接または電話で、
成増図書館☎３977 ︲ ６０78※ところ：成増アー
トギャラリー

おうちでクリスマス １２月１9日㈯～２５日㈮ 本を借りたお子さんに景品をプレゼ
ント 小学生以下 － 赤塚図書館☎３9３9 ︲ ５２8１

キラキラスノードーム １２月２０日㈰１4時～１５時 スノードーム作り 小学生 １５人 １２月 ５ 日㈯朝 9時から、直接または電話で、
高島平図書館☎３9３9 ︲ ６５６５

日本歴史と懐中袋物 Ⓐ来年 １月２３日㈯Ⓑ３０日㈯、各 １日
制、１4時～１５時

Ⓐ筥迫工房・山崎ヒロミによる講演
Ⓑ匂い袋作り※費用：7００円 中学生以上の方 各日１０人 １２月１１日㈮朝 9時から、直接または電話で、

東板橋図書館☎３５79 ︲ ２６６６

美術史講座「栄光のベネチア　
ルネッサンス」 来年 １月２３日㈯１4時～１６時 ベルギー王立美術館公認解説者・森

耕治による講義 高校生以上の方 ３０人 １１月２３日㈷朝 9時から、直接または電話で、
氷川図書館☎３9６１ ︲ 998１

冬の図書館行事 ※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。
※いずれも第3月曜・月末日休館

電子工作
「光るスターステッキ」
▷とき＝12月６日㈰、９時30分
〜12時・13時30分〜16時、各１
回制▷対象＝小学４年生以上の
方▷定員＝各回８人（区内在住
・在勤・在学の方を優先し抽
選）▷費用＝2800円▷ところ・
申込・問＝11月24日（必着）ま
で、往復はがき・Ｅメールで、
教育科学館（〒174 ‐ 0071常盤台
４ ‐ 14 ‐ １）☎3559 ‐ 6561 ita
kk@itbs-sem.jp〈月曜休館。た
だし11月23日㈷は開館し24日㈫
休館〉※申込記入例の項目と希
望の回（午前・午後）を明記

老人クラブ連合会　
芸能大会

▷とき＝11月25日㈬10時〜15時
▷ところ＝区立文化会館大ホー
ル※当日、直接会場へ。▷内容
＝踊り・フラダンス・楽器演奏
▷出演＝老人クラブ会員▷問＝
板橋区老人クラブ連合会☎3963
‐ 5334（９時〜12時）、板橋区長
寿社会推進課シニア活動支援係
☎3579 ‐ 2376

史跡散歩（板橋地区）
▷とき＝12月12日㈯９時45分〜
12時※荒天中止▷内容＝板五米
店・文殊院・中宿脇本陣跡など
の散策▷対象＝区内在住・在勤
・在学の方▷定員＝30人（抽選）
▷費用＝50円▷申込＝11月24日
（消印有効）まで、往復はがき
で、板橋史談会（〒173 ‐ 0015栄
町24 ‐ 12 ‐ 203井上方）※申込記
入 例 参 照▷問＝ 同 会 ☎090 ‐
9326 ‐ 4586（18時〜21時）、板橋
区生涯学習課文化財係☎3579 ‐
2636

エコポリスセンター
◉�環境講座「お正月に飾るミニ
盆栽」

▷とき＝12月12日㈯10時30分〜
12時▷定員＝15人▷費用＝3500
円▷持物＝花ばさみ・エプロン
◉リサイクルワークショップ
▷とき＝12月13日㈰12時30分〜
15時30分▷内容＝鍋敷き作り▷
定員＝10人▷費用＝1100円
《いずれも》

※区内在住・在勤・在学の方を
優先し抽選▷ところ・申込・問
＝11月21日（必着）まで、往復は
がきで、エコポリスセンター
（〒174 ‐ 0063前野町４ ‐ ６ ‐
１）☎5970 ‐ 5001〈第３月曜休
館〉 ※申込記入例参照※同セン
ターホームページからも申込可

リサイクルプラザ
Ⓐ干支印・雅印作り講座
▷とき＝11月29日㈰10時20分〜
13時▷定員＝10人（抽選）▷費用
＝1000円▷持物＝エプロン▷と
ころ・申込＝11月20日（必着）ま
で、往復はがきで、リサイクル
プラザ（〒174 ‐ 0041舟渡４ ‐ 16
‐ ６）※申込記入例参照

Ⓑ冬鳥観察会
▷とき＝12月６日㈰※10時20分
にリサイクルプラザ集合・12時
10分解散▷内容＝荒川生物生態
園・荒川河畔に飛来する冬の野
鳥の観察・解説※雨天時は講義
▷講師＝いたばし野鳥クラブ会
員▷定員＝20人（申込順）▷持物
＝双眼鏡・野鳥図鑑（いずれも
お持ちの方）▷申込＝11月14日
㈯朝９時から、電話で、リサイ
クルプラザ
《ⒶⒷいずれも》
※同プラザホームページからも
申込可▷対象＝区内在住・在勤
・在学の方（Ⓑの小学３年生以
下は保護者同伴）▷問＝同プラ
ザ☎3558 ‐ 5374

▷とき＝来年１月23日㈯・24日
㈰（１泊２日）※朝８時に区役所
正面玄関前集合・24日㈰18時解
散予定※往復貸切バス利用▷宿
泊＝高峰高原ホテル（長野県小
諸市）▷内容＝スノーシューで
高峰高原の雪道散策▷対象＝小
学〜高校生とその保護者▷定員
＝７組（抽選）※申込が３組以下
の場合は中止▷費用＝一般２万
9900円、小学〜高校生２万4050
円※GoToトラベル対象事業の
ため、この費用は割引後の金額
となり、申込時に自動適用され
ます。▷持物＝スキーウエアな
ど※スキーウエアの有料貸出あ

り※申込方法など詳しくは、植
村冒険館ホームページをご覧く
ださい。▷問＝植村冒険館☎
3969 ‐ 7421〈月曜休館。ただし
祝日の場合は開館し翌日休館〉
※本事業は、民間旅行会社への
委託事業です。

スノーシューハイクに
挑戦しよう！

工作に挑戦してみよう

▽視聴方法＝チャンネルいた
ばし（区ホームページ参照)、
J:COMチャンネル（毎日１２時
・２０時)※区政資料室（☎３５79
︲ ２０２０)でDVDの貸出を行っ
ています。▽問＝ブランド戦
略担当課☎３５79 ︲ ２０２５

11月のテーマ
「板橋区の伝統工芸」

雪の世界を遊びつくそう

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


