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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。

　区では、増加する特殊詐欺被
害を防止するため、次の事業を
実施しています。ぜひ、ご活用
ください。
簡易型自動通話録音機の配付
　簡易型自動通話録音機は、受
話器に取り付けることで、自動
で警告メッセージを流し、通話
を録音する防犯グッズです。
▷配付場所＝防災危機管理課
(区役所４階㉕窓口)・区内各警
察署生活安全課▷対象＝区内在
住の65歳以上で、昨年度に受け

　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。
▷相談事例
　SNSで知り合った人から、
USB教材を使った投資の儲

もう

け話
をされた。契約金額は50万円で、
お金がないと伝えると、消費者
金融で借りるように言われた。

板橋セーフティー・ネットワーク
(事業者による地域の見守り活動)

　業務中に使用する車・バイク
・自転車などに「パトロール中」
のマグネット・ステッカーを貼
り、地域の見守り活動や不審者
の通報などを行っています。現
在、124事業者(従業員数約8000
人・車両数3919台)が、業務の
傍らパトロールを行っています。

　家の周りを外灯などで明るく
する・ごみは決められた日の朝
に出すなど、放火されにくい環
境を作りましょう。
電気ストーブ火災に注意

　電気ストーブなどの近くに
は、燃えやすい物を置かないよ

放火に注意

　区では、この活動への参加
事業者を募集しています。
総合安心・安全パトロール

　犯罪防止・児童の安全確保・
資源持ち去り防止などを目的
に、３台の青色防犯パトロール
カーが警察署と連携して、24時
間体制で区内全域を巡回してい
ます。

うにしましょう。
住宅用火災警報器の点検

　いざというと
きのために、機
器の寿命・故障
・電池切れなど
を日頃から点検
しましょう。

取っていない方▷持物＝年齢・
住所が確認できる書類※配付期
間など詳しくは、お問い合わせ
ください。
自動通話録音機・迷惑防止機能
付き電話機への補助金制度

　警告メッセージ・録音などの
機能がある「自動通話録音機」
「迷惑防止機能付き電話機」を区
内店舗で購入した区民に、補助
金(上限2000円)を支給していま
す。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

▷対処法
　契約する前に、契約内容をし
っかり確認し、慎重に判断しま
しょう。また、簡単に大金を稼
げるうまい話はありませんの
で、安易に信用せずに、はっき
りと断りましょう。
▷問＝消費者センター☎3962 -
3511(相談専用、平日９時～16
時30分)

防犯・防火意識を高めて
犯罪防止・火災予防

　年末年始に増加する犯罪・火災を予防するため、区・警察署・消
防署などが連携し、防犯・防火の意識を高める活動を行っています。
　日頃の対策を見直し、大切な命・財産を守りましょう。

防災危機管理課防犯促進グループ☎3579 - 2153問　合

▷とき＝12月18日㈮11時～12時
▷ところ＝イベントスクエア
(区役所１階)※当日、直接会場
へ。▷内容＝防犯・防火啓発展
示※参加者に防犯・防火グッズ
を差し上げます。▷費用＝無料

▷とき＝12月20日㈰※当日休業
の浴場は、翌営業日に実施。※
ところなど詳しくは、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

自分でできる！情報収集
◉ 防災・緊急情報メール配信サービス
　区内の災害・気象・緊急犯罪情報などを電子
メールで配信しています。

◉ 警視庁防犯アプリ「Digi　Police」
　犯罪発生状況・子どもと女性の安全情
報・防犯ツールを配信しています。

◉ 「最近の犯罪発生情報」の発行
　毎週金曜に、区内で発生した特殊詐欺・空巣事件などの情報を掲
載した情報紙を発行しています。防災危機管理課(区役所４階㉕窓
口)で配布しているほか、区ホームページに掲載しています。
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iPhone用

iPhone用

Android用

Android用
◉ 東京消防庁公式アプリ
　消防施設マップや、緊急ブザー・心臓
マッサージ方法などの緊急時対応ツール
を配信しています。

●  板橋区防災危機管理課防犯
促進グループ☎3579 - 2153

●板橋警察署☎3964 - 0110
●板橋消防署☎3964 - 0119

問　合

ピーポくん・キュータ・
りんりんちゃんがやってくる！

区内各浴場でアンケート回答者
に特製タオルをプレゼント

12月20日は「生活安全の日」

特殊詐欺被害にご注意ください

簡単な儲け話にご注意ください

始まりは
「１本の電話」から！

ピーポくん キュータ りんりんちゃん

特殊詐欺に関する情報提供などを行っています

犯罪を未然に防ぐ取組

火災を防ぐ身近な取組
「パトロール中」のマグネット・ステッカー 青色防犯パトロールカー

生活安全の日イベント

いたばしプレミアムバル事業の
一時休止のお知らせ

11月21日号掲載のいたばしプレミアムバル事業は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時休止しています。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。▷問＝産業振興課商工振興グループ☎3579‐2171
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※費用の明示がないものは無料

◉ 源泉徴収票をお送りします
　老齢年金は、所得税法上「雑
所得」として課税対象です。老
齢年金の受給者には、１月中旬
頃に、日本年金機構から確定申
告用の源泉徴収票をお送りしま
す。障害年金・遺族年金は非課
税のため、源泉徴収票はお送り
しません。
◉ 保険料を「２年前納」で納付し
た場合の所得控除

　保険料は、全額が確定申告・
年末調整の社会保険料控除の対
象です。対象者には、11月上旬
頃に、日本年金機構から控除証
明書をお送りしました。「２年
前納」で納めた保険料を控除す
る場合は、控除する年を選択で
きます。
●納めた年に全額を控除…控除
証明書(下部の３枚を切り離
さず)を添付して申告してく
ださい

●１年分の保険料に相当する額
を１年ごとに控除…控除証明
書(下部の３枚のうち今年分)
を添付して申告してください

《いずれも》
▷問
●源泉徴収票・２年前納につい
て…板橋年金事務所☎3962 -
1481

●国民年金の加入・免除につい
て…板橋区国保年金課国民年
金グループ☎3579 - 2431

12月 5 日～13日はポイ
捨て防止啓発重点期間

　期間中に、ごみのポイ捨て防
止を呼びかける啓発を行いま
す。一人ひとりの気持ち・行動
で、きれいなまちをめざしまし
ょう。
▷問＝資源循環推進課資源循環
協働係☎3579 - 2258

都市計画案の
縦覧・意見書の提出

　対象区域に在住の方・計画案
に利害関係がある方は、意見書
を提出できます。
▷内容＝Ⓐ都市計画区域の整備
・開発・保全の方針Ⓑ都市再開
発の方針※対象区域など詳しく
は、お問い合わせください。▷
縦覧・意見書の提出期間＝12月
16日㈬まで▷縦覧場所＝東京都
都市整備局都市計画課(都庁第
二本庁舎12階)・板橋区都市計
画課(区役所５階⑮窓口)・都ホ
ームページなど▷意見書の提出
先＝直接または郵送で、東京都
都市整備局都市計画課(〒163 -
8001新宿区西新宿２ - ８ - １)
▷問
●Ⓐについて…東京都都市整備
局広域調整課☎5388 - 3227

●Ⓑについて…東京都都市整備
局企画課☎5320 - 5128

●縦覧・意見書の提出について
…東京都都市整備局都市計画
課☎5388 - 3225、板橋区都市
計画課土地利用計画担当係☎
3579 - 2552(縦覧のみ)

多胎児家庭支援事業
　区内在住で２歳以下の多胎児
を養育する家庭を対象に、１世
帯あたり年額２万4000円の移動
経費を補助します。対象家庭に
は、11月下旬頃に、申請書類な
どをお送りしました。詳しく

は、区ホームページをご覧くだ
さい。
▷問＝健康推進課母子保健係☎
3579 - 2313

ひとり親家庭等医療証を
お送りします

　ひとり親家庭等医療費助成制
度の現況届を提出し資格要件を
満たしている方に、１月から有
効の医療証を12月16日㈬にお送
りします。現況届を未提出の方
は、資格を確認する必要があり
ますので、ご提出ください。※
９月30日までに児童扶養手当の
現況届を提出した方は、提出不
要です。
▷問＝子ども政策課子どもの手
当医療係☎3579 - 2374

感覚運動あそびの教室
▷とき＝１月９日㈯10時～11時
30分▷内容＝講義▷講師＝作業
療法士▷対象＝区内在住で、１
歳～未就学児の保護者▷定員＝
15人(申込順)※生後５か月～未
就学児の保育あり(定員４人、
申込順)▷ところ・申込・問＝
12月７日㈪９時30分から、電話
で、子ども発達支援センター☎
5917 - 0905

「広報いたばし」編集業務
を行う事業者

▷期間＝４月から１年間※２回
を限度に更新可▷選定＝プロポ
ーザル方式▷募集要項の配布場
所＝広聴広報課(区役所４階㉓
窓口)・区ホームページ▷申込
・問＝１月８日(必着)まで、必

要書類を直接または簡易書留
で、広聴広報課広報グループ
(〒173 - 8501)☎3579 - 2022

（仮称）公共交通会議
公募委員

▷募集人数＝１人▷任期＝３月
から２年間▷対象＝区内在住・
在勤・在学で、日常的に区内の
公共交通機関を利用し、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※区内の
公共交通機関の事業者・関係者
などを除く。▷選考＝作文・書
類▷申込・問＝12月25日(必着)
まで、作文「都市部での持続可
能な公共交通」(800～1200字)
と、別紙に申込記入例の項目、
職業、区のほかの会議での委員
歴、応募動機を明記のうえ、直
接または郵送・Ｅメールで、都
市計画課交通政策担当係(区役
所５階⑮窓口)☎3579 - 2548
t-koutsu@city.itabashi.tokyo.jp

いたばし
観光ボランティア

▷期間＝４月から１年間※更新
可▷対象＝区内在住で、18歳以
上の方▷内容＝いたばし観光セ
ンター当番(毎月２回程度)、事
務連絡会・勉強会(毎月各１
回)、来館者の案内・観光客へ
の現地ガイドなど▷選考＝書類
・面接▷申込・問＝１月22日(必
着)まで、履歴書と別紙に応募
動機、観光ボランティア活動を
行ううえでの自己PRを明記の
うえ、直接または郵送で、くら
しと観光課観光振興グループ
(情報処理センター６階、〒173
- 0004板橋２ - 65 - ６)☎3579
- 2251

Ⓐ区職員
▷職種＝栄養士▷募集人数＝若
干名

Ⓑ育児休業代替任期付職員
▷職種・募集人数
●事務…10人程度
●看護師…若干名

ⒶⒷいずれも
▷採用予定日＝４月１日㈭▷選
考＝筆記・面接▷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▷申込・問＝12月23日
(必着)まで、必要書類を直接ま
たは郵送・電子申請(区ホーム
ページ参照)で、人事課人事係
(〒173 - 8501)☎3579 - 2070※

※勤務時間・賃金などの明示がない項目は、各募集案内などをご覧
ください。

直接・電子申請は17時まで、郵
送は12月21日㈪までの消印が必
要。

Ⓒ区立保育園(会計年度任用職員)
▷職種・募集人数
ⓐ保育補助員…40人程度
ⓑ保育充実職員…若干名
ⓒ医療的ケア看護師…若干名
ⓓ栄養士…４人程度
▷勤務期間＝４月から１年間▷
選考＝書類・面接▷募集案内な
どの配布場所＝保育サービス課
(区役所３階㉓窓口)・区立各保
育園(にりんそう・こぶしの各
保育園を除く)・区ホームペー
ジ▷申込・問＝ⓐⓑ12月28日ⓒ
ⓓ１月８日(いずれも必着)ま
で、必要書類を直接または郵送
で、保育サービス課保育管理係
(〒173 - 8501)☎3579 - 2480

区職員を募集します

「広報いたばし」は第1～4土曜に新聞折り込みで配布しています。区の施設、区内の各駅・公衆浴場などにも置いてあります。また、区ホームページでもご覧になれます。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

　いたばし観光キャラクター「りんりんちゃん」の年賀状用イラ
ストを、区ホームページからダウンロードできます。
▷問＝くらしと観光課事業推進グループ☎3579 - 2251

来年の干支が「丑（ウシ）」で
あることから、牛乳を元気
よく飲むりんりんちゃんと
牛のイラストが描かれたデ
ザイン

人々を疫病から守るという
言い伝えがある赤べこを、
疫病除けの効果がある獅

し

子
し

舞
まい

風にして、感染症の終息
を願うりんりんちゃん

りんりんちゃんで年賀のあいさつ
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家事援助サービス
スタッフ研修

　研修修了者は、要支援１・２
の方を対象とした訪問型の家事
援助サービス(掃除・調理・買
い物など)に従事するための資
格(板橋区のみ有効)を取得でき
ます。※区内訪問事業者との就
労相談会あり
▷とき＝２月10日～24日の毎週
水曜、３日制、10時～15時▷と
ころ＝グリーンホール601会議
室▷対象＝区内の訪問介護事業
所で働く意欲がある方※ヘルパ
ーなどの有資格者を除く。▷定
員＝40人(抽選)
▷申込・問＝12
月28日㈪まで、
電話で、介護保
険課施設整備・
事業者指定係☎
3579 - 2253

リサイクルおもちゃ
クリスマスプレゼント

▷とき＝12月５日㈯～25日㈮、
10時～16時※当日、直接会場
へ。▷内容＝くじ引きでリサイ
クルおもちゃをプレゼント▷対
象＝区内在住・在勤・在学の方
※持ち物など詳しくは、リサイ
クルプラザホームページをご覧
ください。▷ところ・問＝同プ
ラザ☎3558 - 5374

傘のプラネタリウムを
作ろう

▷とき＝12月19日㈯14時～16時
▷内容＝チェロ演奏鑑賞・傘の
プラネタリウム作り▷定員＝18
人(申込順)※小学３年生以下は
保護者同伴▷費用＝1500円▷と
ころ・申込・問＝12月５日㈯朝
９時から、電話で、郷土芸能伝
承館☎5398 - 4711

【子ども読書活動推進計画
検討委員会】

▷とき＝12月18日㈮14時から▷
ところ＝教育支援センター(区
役所６階)▷内容＝第三期計画
(素案)の協議▷定員＝５人(先
着順)※当日、13時30分から直
接会場へ。▷問＝中央図書館☎
3967 - 5261
【 板橋グリーンカレッジ

運営協議会】
▷とき＝12月18日㈮14時～16時
▷ところ＝グリーンカレッジホ
ール(志村３ - 32 - ６)▷内容＝
板橋グリーンカレッジの運営報
告▷定員＝５人(申込順)▷申込
・問＝12月７日㈪朝９時から、
電話で、長寿社会推進課シニア
事業係☎3579 - 2372

【区立図書館】
▷施設・とき
●中央図書館・いたばしボロー
ニャ子ども絵本館…12月21日
㈪～３月27日㈯※移転のため
※返却ポストも利用不可

●氷川図書館…２月８日㈪～27
日㈯※設備工事などのため
▷問＝中央図書館☎3967 - 5261
※12月21日㈪～１月３日㈰は、
問い合わせできません。新しい
電話番号は、１月４日㈪以降、
区ホームページなどでお知らせ
します。

▷とき＝１月11日㈷９時～16時▷ところ＝徳水亭(水車公園内)▷
問＝みどりと公園課施設運営グループ☎3579 - 2532

赤塚植物園  ☎3975 ｰ 9127
〈月曜、第 1・3・5 火曜事務室休み〉

※赤塚植物園では、みどりの相談を受け付けています。

◉ ツルウメモドキ
　ニシキギ科ツルウメモドキ属
のつる性落葉低木。雌

し

雄
ゆう

異
い

株
しゅ

で、５月頃に黄緑色の小花を咲
かせます。
　晩秋の見事な黄葉に続き、黄
色く熟した実の皮が３つに割
れ、中から朱赤の球が現れま
す。この部分は仮種皮と呼ば

れ、種子のまわりが多肉化した
柔らかいもので、鳥などの多く
の生き物が食べます。
　黄色い果皮と朱赤の仮種皮の
対比が美しく花材に使われま
す。自然の曲がりを生かしてつ
るを丸めれば、素敵なリースが
できあがります。

◉ 決算説明会
▷とき＝ 1 月12日㈫・13日㈬、10時
～11時30分・13時30分～15時、各 1
回制▷ところ＝板橋青色申告会館
(本町38 - 5 )▷内容＝所得税の決算
書(収支内訳書)の作成▷講師＝税理
士　長谷川強▷対象＝区内の個人事
業者・不動産貸付業の方▷申込・問
＝12月 7 日㈪朝 9 時から、電話で、
(公社)板橋青色申告会☎3963 - 5345

日本庭園・茶室で成人の日の
記念撮影をしませんか

　６月20日㈰に区立文化会館大
ホールで行う、オペラ「ラ・ボ
エーム」に合唱隊として参加し
ませんか。
▷練習日＝３月10日～６月９日
(５月５日を除く)の毎週水曜・
５月６日㈭、14日制、19時～21
時※６月15日㈫・17日㈭・19日
㈯に通し稽古などあり▷ところ
＝グリーンホール１階ホールな
ど▷講師＝板橋区演奏家協会会
員▷対象＝区内在住・在勤・在
学で、18歳以上の方▷定員＝30
人(抽選)▷費用＝２万5000円※
楽譜・衣裳代などが別途必要※

参加後にキャンセルした場合の
払い戻し不可▷申込・問＝２月
５日(必着)まで、はがき・FAX
で、(公財)板橋区文化・国際交
流財団(〒173 - 0014大山東町51
- １区立文化会館内)☎3579 -
3130 3579 - 2276※申込記入例
(２面)参照※同財団ホームペー
ジからも申込可

オペラに出演しませんか

電話で相談

電話で相談

電話で相談

かかりつけ医がいる方

かかりつけ医で診療・検査

かかりつけ医がいない方・
相談する医療機関に迷う方

新型コロナウイルスに関する相談窓口
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）

診療・検査できる医療機関を受診

かかりつけ医で
診療・検査できるか

医療機関情報の
案内

医療機関情報の
案内

いいえ

はい

発熱・呼吸器症状などが
ある場合の受診方法

引き続き新型コロナウイルス感染症に
ご注意ください

※受診した医療機関でPCR検査ができない場合、主治医の紹介により板橋区PCRセン
ターなどで検査できます。

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。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ましょう
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※費用の明示がないものは無料

▷とき＝３月１日㈪～21日㈰▷
種目＝マラソン(42.195㎞)※開
催期間中に累積距離42.195㎞以
上を走った方を完走者とする。
※コースは参加者が自由に設定
▷距離計測方法＝トレーニング
アプリ「TATTA」のGPS計測な
ど▷参加資格＝平成20年４月１
日以前に生まれた方▷参加特典
＝マフラータオル※別途抽選に
よる特典あり(下表参照)▷完走

開催案内
▷とき＝12月12日㈯～３月21日㈰、９時
30分～17時(入館は16時30分まで)

展示内容
◉ 戦後復興・高度経済成長を支えた技術
　これまでに開発されたカメラ・レンズ
・双眼鏡のほか、今年に科学技術遺産に
登録された「トプコンREスーパー」「アサ
ヒフレックスⅠ型」などの往年の名機を
紹介します。

特典＝動画完走証「.finisher」を
ダウンロード可▷費用＝1500円
※振込手数料220円が別途必要
▷申込＝２月22日㈪23時59分ま
で、大会ホームページ※申込
後、期限内に参加費の入金がな
い場合、申込は無
効。※詳しくは、
大会ホームページ
をご覧ください。

期間中の催し
◉ 親子でさわってさつえいフィルムカメラ
▷とき＝12月20日・１月17日・２月21日
・３月14日、各日曜、10時30分から・13
時30分から、各１回制▷内容＝フィルム
カメラを使ったマニュアル撮影の体験▷
対象＝区内在住・在学の小・中学生とそ
の保護者▷定員＝各回３組(抽選)▷費用
＝700円※現像・プリント代金が別途必
要▷申込＝各開催日の10日前(必着)ま
で、往復はがきで、郷土資料館(〒175 -
0092赤塚５ - 35
- 25)※申込記
入例(２面)の項
目と希望の回
(第３希望まで)
を明記

2021板橋CityマラソンONLINE

いたばし産のカメラたち
板橋と光学vol.３

　今回は、オンラインなどを活用したマラソン大会を開催します。参加者は、都合の良い時間・
場所でランニングを行い、開催期間中に合計42.195kmの完走をめざします。日頃から走ってい
る方も、これからランニングを始めようと思っている方も、気軽に参加してみませんか。

　平成20年「板橋と光学 国産フィルム発祥の地光学王国」、22年「板橋と光
学vol. 2  国産35ミリ一眼レフ誕生の地・板橋」に続く光学の展示です。
　本展では、戦前から戦後にかけての光学製品・カメラの歴史に加え、光
学の今を紹介します。

板橋Cityマラソン実行委員会事務局
(板橋区スポーツ振興課内)☎3579 - 2654

問　合

郷土資料館☎5998 - 0081
〈月曜休館。ただし 1月11日㈷は開館し12日㈫休館〉

ところ・問合

《抽選による特典》
内　容 数　量 抽選対象要件など

第62回いたばし花火大会無料招待券(ぺア)・
ランニンググッズ 1点※当該大会中止の場合
はランニンググッズのみ。

5人 ー

金沢マラソン2021優先出場権(有料)・ランニ
ンググッズ 1点※当該大会中止の場合、優先
出場権は2022大会に持ち越し。

各10人

●19歳以上
●  6 時間45分以内に完走できる※変更の
場合あり

2022板橋Cityマラソン(マラソンの部)無料出
走権・ランニンググッズ 1点※当該大会中止
の場合はランニンググッズのみ。

19歳以上で、健康かつ心疾患がなく、競
技に耐えうる体力を持つ方(車いす利用
者などを除く)

舟渡ラーメン( 4 食分)
各100人 ー

板橋Cityマラソンオリジナルグッズ 1点

トプコンREスーパー アサヒフレックスⅠ型

郷土資料館
特別展

板橋と光学の歴史
　戦前の志村地域には、東京光学(現
㈱トプコン)をはじめとする光学兵器
の製造工場が集まり、測量用のレンズ
や銃に付ける照準眼鏡が製造されまし
た。戦後、それらの技術は双眼鏡・カ
メラレンズの製造に転用されました。
昭和40年頃には、日本の主要な精密機
器出荷額の多くを板橋区が占め、戦後
復興や高度経済成長を支えました。そ
の後、国外での光学機器生産が増える
と、付加価値の高い光学機器の製造に
切り替わりました。
　これらは、現在も「光学の板橋」とし
て地域を支える重要な産業分野となっ
ています。

トレーニングアプリ「TATTA」
ダウンロードはこちらから

Android用 iPhone用

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

このほかにも、撮影イベントなどを開催します。詳しくは、同館ホームページをご
覧ください。

▽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

12月のテーマ
「ぐるっと板橋スタンプラリー

開催！」


