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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、ワーク・ライフ・バランス(仕事・生活の調和)の推進や
多様な人材活用に取り組む企業を「いたばしグッドバランス」推進企
業として表彰しています。この機会に、コロナ禍における働き方や
職場の環境を見つめ直してみませんか。

男女社会参画課男女平等推進係☎3579 - 2486問　合

　区内事業所を対象にした昨年度の調査では、「既に十分に取り組
んでいる(5.1％)」「現状のままで問題ない(27％)」「取り組んではいる
が不十分(18.6％)」「全く取り組んでいない(36%)」となっており、全
体の半数以上で取組が十分に進んでいないと認識されています。
　一方で、取組を行っている事業所は、「人材の定着率の向上(36.1
％)」「所定外労働時間の減少(27.8％)」「従業員の労働意欲の向上
(24.1％)」などの効果があると回答しており、働き手だけではな
く、企業にとってもメリットがあると捉えられています。

「いたばしグッドバランス」とは
　区では、誰もが生きやすく能力が発揮できる状態を「いたばしグ
ッドバランス」と名付け、一人ひとりが多様な生き方を選択できる
社会の実現をめざしています。互いにワーク・ライフ・バランスを
認め合い、ともに成長できる地域社会づくりを推進していきます。

「いたばし good balance 会社賞2020」受賞企業を紹介します

自社の強みを生かした
業務の効率化

コアマイクロシステムズ㈱
業種：コンピュータ製造・販売、
コンサルティング業
総従業員数：21人(男性16人・
女性５人)

主な取組内容
●独自の行動予定共有アプリの
開発・導入による業務効率の
改善

●都立浮間公園の水質改善・近
隣の清掃活動などの積極的な
地域貢献計画

●シニア人材の積極的な雇用・
現役時代と変わらない活躍の
場の提供

大胆な業務改善と
男性の育児参加の促進
森本鐵鋼産業㈱

業種：製鋼原料のリサイクル事
業・産業廃棄物中間処理業
総従業員数：18人(男性９人・
女性９人)

主な取組内容
●業務改善箱・業務改善表彰制
度などを通じた常識にとらわ
れない改革風土の形成

●男性の育児休業取得の推進・
育児に関する費用補助

●累計133人のインタ
ーンシップ生の受入
・不用品の無償回収
などの地域貢献

積極的な在宅勤務支援で
柔軟な働き方を実現
㈱シエロ

業種：情報サービス業
総従業員数：45人(男性32人・
女性13人)

主な取組内容
●大手企業並みの在宅勤務支援
による働き方の弾力化

●女性管理職の積極的な登用・
ハラスメント対策委員会の設
置

●地域の小学校
・介護施設へ
の洗える抗菌
布マスクの寄
付

子育て中・職場復帰職員への
手厚い支援

東京信用金庫上板橋支店
業種：金融業
総従業員数：16人(男性12人・
女性４人)

主な取組内容
●子どもが２歳になるまで取得
できる育児休業制度・復帰者
への賞与上乗せ支給

●育児に関する制度などの情報
提供・自己啓発の費用補助

●育児休業復帰職員
へのアンケート結
果を「子育て職員
の声」としてホー
ムページに掲載

　この冊子では、受賞企業の
取組やコロナ禍における働き
方の変化などを紹介していま
す。ワーク・ライフ・バラン
スを見つめ直す際の参考とし
て、ご活用ください。

▷とき＝１月28日㈭14時30分～16時30分▷ところ＝グリーン
ホール601会議室▷内容＝講義「ウィズコロナ・アフターコロ
ナ時代に企業に求められる新制度への対応」▷講師＝社会保
険労務士　佐佐木由美子▷対象＝事業主・人事担当者など▷
定員＝50人(申込順)▷費用＝無料▷申込＝電
話・FAXで、東京都労働相談情報センター池
袋事務所☎5954 - 6501 5954 - 6502※催し名
・氏名(ふりがな)・電話番号を明記※TOKYO
はたらくネットホームページからも申込可

「2021働き方を変える」を発行しました
表彰企業の取組を紹介！

多様な働き方セミナー

▲詳しくはこちらから

▲TOKYOはたらく
ネットホームページ

ワーク・ライフ・バランスへの取組状況

「いたばし good balance 会社賞」とは
　次の６つを主な評価項目として、優れた取組を行っている企業
(「いたばしグッドバランス」推進企業)を表彰しています。
◉ 主な評価項目
①長時間労働の削減
②有給休暇の取得促進
③仕事と育児・介護の両立支援
④男女がともに働きやすい職場づくり
⑤地域活動への貢献
⑥シニア世代・障がいがある方などの多様な人材の活用

【受賞企業のみなさん】
コアマイクロシステムズ㈱（前列・後列左端）、㈱シエロ（前列・後列左から 2人目）、東京信用金庫上
板橋支店（前列右から 2人目・後列左から 3人目）、森本鐵鋼産業㈱（前列右端・後列左から 4人目）

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）

多様な働き方を推進する企業を応援します
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※費用の明示がないものは無料

成年年齢引き下げ後も
成人式の対象年齢は
20歳とします

　令和４年４月から、民法の一
部を改正する法律により、成年
年齢が20歳から18歳に引き下げ
られます。毎年１月に実施して
いる区の成人式(成人の日のつ
どい)は、令和４年度以降も、
現行どおり20歳の方を対象に実
施します。
▷問＝地域振興課地域振興係☎
3579 - 2163

ゆず湯を行います
　区内各浴場では、12月21日㈪
にゆず湯を行います。冬至にゆ
ずの香りと大きな湯船で、１年
の疲れを癒やしませんか。※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

献血にご協力ください
▷とき＝12月22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

「板橋区の資源とごみの
分け方・出し方ハンド
ブック」の広告募集

▷掲載位置・規格＝裏表紙の内
側８分の１面(縦6.3㎝×横９
㎝、A4カラー版20ページ)▷掲
載料＝1700円▷発行部数＝４万
1000部※主に転入者へ配付▷発
行時期＝２月予定▷選定方法＝
内容を審査のうえ抽選※広告版
下は広告主が作成。掲載基準な
ど詳しくは、お問い合わせくだ
さい。 ▷申込書の配布場所＝資
源循環推進課(区役所７階⑪窓
口)・区ホームページ▷申込・
問＝１月11日(必着)まで、申込
書・広告原稿案を直接または郵
送・FAXで、資源循環推進課資
源循環協働係(〒173 - 8501)☎
3579 - 2258 3579 - 2249

外国人のための
法律電話相談

▷とき＝１月21日㈭・２月18日
㈭、各１日制、13時30分～16時
※相談時間は１人30分▷内容＝
弁護士によるビザ・労働・離婚
などの相談※通訳が必要な場合
は、申込時にご相談ください。
▷対象＝外国籍の方▷申込・問
＝各実施日の７日前まで、Ｅメ
ール(日本語・英語)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
入例参照※同財団ホームページ
からも申込可

デジタルトランスフォー
メーション・３次元デジ
タルモデル講演会

▷とき＝１月９日㈯14時～16時
▷内容＝講演「これからの社会
における３次元デジタルツール
の活用」など▷講師＝㈱アプリ
クラフト取締役　中島淳雄▷定
員＝25人(申込順)▷ところ・申
込・問＝12月19日㈯10時から、
電話で、発達障がい者支援セン
ター☎5964 - 5422〈月曜・日曜
・祝日休み〉

認知症に備えるための
講演会

▷とき＝１月14日㈭14時～15時
30分▷ところ＝区立文化会館大
会議室▷内容＝講演「高齢ドラ

イバーの安全運転に役立つ知識
・体操」▷講師＝NPO法人高齢
者安全運転支援研究会事務局長　
平塚雅之ほか▷対象＝区内在住
で、65歳以上の方▷定員＝40人
(申込順)▷申込・問＝12月21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

ビジネス英語講座
▷とき＝１月21日～３月18日
(２月11日を除く)の毎週木曜、
８日制、Ⓐ18時30分～19時40分
Ⓑ19時50分～21時▷ところ＝板
橋産連会館(仲宿54 - 10)※オン
ライン参加可▷対象＝区内在住
・在勤の方▷定員＝ⒶⒷ各10人
(抽選)▷費用＝5000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

親子で体験あんぜん教室
▷とき＝２月27日㈯Ⓐ10時Ⓑ12
時30分Ⓒ14時30分Ⓓ28日㈰10
時、各１回制※各回１時間30分
▷ところ＝きたのホール▷内容
＝きっぱり断る・大声を出す練
習、防犯ブザーの使用方法など
▷対象＝区内在住で、４月から
小学校に入学するお子さんとそ
の保護者▷定員＝Ⓐ～Ⓓ各20組
(抽選)▷申込・問＝１月22日(必
着)まで、電話
・はがき・Ｅメ
ールで、防災危
機管理課防犯促

会計年度任用職員
　会計年度任用職員は、４月～
翌年３月の範囲内で任用する一
般職の非常勤職員です。

区立児童館子育て支援指導員

▷募集人数＝若干名▷選考＝書
類・面接▷募集要領などの配布
場所＝子ども政策課(区役所３
階㉒窓口)・各児童館・区ホー
ムページ▷申込・問＝１月20日
(必着)まで、必要書類を直接ま
たは郵送で、子ども政策課育成
係(〒173 - 8501)☎3579 - 2475

区立小学校学校運営員

▷募集人数＝若干名▷選考＝書
類・論文・面接▷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＝１月19日(必着)

で、工事課工務係☎3579 - 2541
またはみどりと公園課公園管理
グループ☎3579 - 2525(いずれ
も〒173 - 8501)

一般任期付職員
　一般任期付職員は、任期を定
めて採用する常勤職員です。

児童相談所長(部長級)・
児童相談所事務(係長級)・
一時保護所(係長級)

▷募集人数＝各１人▷任期＝４
月から５年間▷選考＝書類・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・区立各図書館・区ホームペ
ージなど▷申込・問＝必要書類
を、郵送の場合は１月４日(消
印有効)・直接の場合は６日㈬
まで、人事課人事係(〒173 -
8501)☎3579 - 2070

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。できるだけ不要不急の外出を控えましょう

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

Ⓐ区立学校生活支援員
Ⓑ特別支援アドバイザー

▷募集人数＝Ⓐ96人程度Ⓑ若干
名▷選考＝書類・面接▷募集要
項の配布場所＝指導室(区役所
６階⑰窓口)・区ホームページ
▷申込・問＝１月15日(必着)ま
で、必要書類を直接または郵送
で、指導室特別支援教育係(〒
173 - 8501)☎3579 - 2612

道路・公園業務員

▷募集人数＝若干名▷選考＝書
類・面接▷募集要項などの配布
場所＝工事課(区役所５階㉔窓
口)・みどりと公園課(区役所５
階㉒窓口)・各土木事務所・各
公園事務所・区ホームページ▷
申込・問＝１月15日(必着)ま
で、必要書類を直接または郵送

区職員を募集します
※勤務時間・賃金などの明示がない項目は、各募集要項などをご覧ください。

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

進グループ☎3579 - 2153 oya
ko@city.itabashi.tokyo.jp※申込
記入例の項目と希望の回(Ⓐ～
Ⓓ、複数希望の場合は希望順
位)を明記

【障がい福祉計画等策定委員会】
▷とき＝１月７日㈭14時～16時
▷ところ＝災害対策室(区役所
４階)▷内容＝障がい福祉計画
などの策定▷定員＝６人(申込
順)▷申込・問＝12月21日㈪朝
９時から、直接または電話・
FAX・Ｅメールで、障がい政策
課管理係(区役所３階㉔窓口)☎
3579 - 2361 3579 - 4159 f-kei
kaku@city.itabashi.tokyo.jp※申
込記入例参照
【ユニバーサルデザイン

推進協議会】
▷とき＝１月14日㈭14時～16時
▷ところ＝グリーンホール２階
ホール▷内容＝ユニバーサルデ
ザイン推進計画の検討など▷定
員＝６人(申込順)※生後４か月
～未就学児の保育あり(定員１
人、申込順)▷申込・問＝12月
21日㈪朝９時から、直接または
電話・FAX・Ｅメールで、障が
い政策課ユニバーサルデザイン
推進係(区役所３階㉔窓口)☎
3579 - 2252 3579 - 4159 f-ude
sign@city.itabashi.tokyo.jp※申
込記入例参照※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、１月６日㈬までにお
申し込みください。
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区民結核健診
▷とき＝１月25日㈪９時30分～
10時30分▷ところ＝赤塚健康福
祉センター▷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

尿もれ予防体操教室
▷とき＝１月26日㈫14時～15時
30分▷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＝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☎3579 - 2306

親子健康講座
▷とき＝１月28日㈭14時～14時
45分▷ところ＝紅梅児童館▷内
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＝10組(申込順)▷申
込＝電話で、紅梅児童館☎3934
- 6477または(公社)板橋区医師
会☎3962 - 1301▷問＝健康推進
課母子保健係☎3579 - 2313

医師によるもの忘れ相談
▷とき・ところなど＝下表参照
▷対象＝区内在住の65歳以上

で、もの忘れが気になる方・そ
の家族※もの忘れで医療機関に
かかっていない方▷定員＝各回
１人(初めての方を優先)▷申込
・問＝電話で、希望会場を担当
するおとしより相談センター

胃・肺がん検診
▷ところ・とき＝下表参照▷検
診受付時間＝受診券で指定した
時間
▷内容
● 胃がん検診…胃部Ｘ線検査
(バリウムを飲みます)※妊娠
中の方・胃の手術経験がある
方などは受診不可※誤

ご

嚥
えん

の可
能性がある方などは、問診の
結果、受診できない場合あり。

●肺がん検診…胸部Ｘ線検査※
要件に該当している方は、か
くたん検査も実施。※妊娠中
の方は受診不可
▷対象＝区内在住で、昭和56年
３月31日以前に生まれた方▷定
員＝各日50人(申込順)
▷申込
●はがき・電子申請(区ホーム
ページ参照)…12月19日㈯か
ら、健康推進課成人健診係※
申込記入例(２面)の項目と希
望検診名、生年月日、性別、
希望日・会場を明記。受診希
望日の14日前までにご投

とう

函
かん

く
ださい。

●直接・電話…12月21日㈪朝８
時30分から、健康推進課健
(検)診申込窓口(区役所３階
㉑窓口)☎3579
- 2319

▷問＝健康推進課
成人健診係☎3579
- 2312
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◉ 第112回板橋落語会
▷とき＝ 2 月12日㈮18時30分▷
ところ＝区立文化会館小ホール
▷出演＝区内在住
の若手落語家・講
談師▷料金＝1500
円(全席自由)※未
就学児入場不可

好評発売中

◉ ロビーコンサート
▷とき＝ 1 月12日㈫12時20分～
12時50分▷ところ＝区立文化会
館大ホールロビー▷出演＝グル
ープ音▷曲目＝八段の調べなど
▷定員＝80人(先着
順)※当日、11時か
ら整理券を配付。

鑑賞無料

29.795 mm
◆チケットのお求めは…電話または区立文化会
館チケット販売窓口へ（ 9時～20時、☎3579‐
5666）。
◆公演内容のお問い合わせは…電話で、（公財）板
橋区文化・国際交流財団へ（平日 9時～17時、
☎3579‐3130）。

1 月の映画会
□の下 2けたの数字は映画製作年（西暦）
□子…子ども向け　□ア…アニメ　□字…字幕
無印は一般向け

図書館名 内容・とき

蓮根
☎3965 - 7351

地球の静止する日( 51・字 )…
9 日㈯10時、ドナルドダック
②(子・ア )… 9 日㈯14時
※会場は蓮根図書館となりの
蓮根集会所

氷川
☎3961 - 9981

ロイドの牛乳屋( 36・字 )… 9
日㈯14時、うっかりぺネロぺ　
うたおう、あそぼう編(子・
ア )…23日㈯14時

図書館名 内容・とき

東板橋
☎3579 - 2666

Ⓐたろうのおでかけ(子・ア )
… 9 日㈯14時、Ⓑ生きた正倉
院　雅楽…16日㈯14時
※Ⓑ申込： 1月 5日㈫朝 9時
から、直接または電話で、東
板橋図書館

小茂根
☎3554 - 8801

世界の名作童話②(子・ア )…
9 日㈯14時、モダンタイムス
( 36・字 )…23日㈯14時

西台
☎5399 - 1191

ドナルドダック①(子・ア )…
9 日㈯14時、綾小路きみまろ　
爆笑エキサイトライブビデオ
第 4集( 13 )…23日㈯14時

※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。
※上映内容が変更になる場合があります。詳しくは、各図書館にお問い合わせください。

《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話

1月 7日㈭
区役所( 2 階⑮窓口)

※申込は熊野おとしより
相談センター☎5926 - 6566

1 月15日㈮
前野地域センター

※申込は前野おとしより
相談センター☎5915 - 2636

1 月22日㈮ 蓮根おとしより相談センター
☎5970 - 9106

1 月25日㈪
成増アクトホール

※申込は成増おとしより
相談センター☎3939 - 0678

1 月29日㈮ 常盤台おとしより相談センター☎5398 - 8651
※13時20分から・14時から、各 1回制。

◉板橋朝市　▷とき＝12月20日㈰朝
7 時から▷ところ＝板橋三丁目縁宿
広場(板橋 3 - 5 )

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」

　「広報いたばし」は、第１～第
４土曜日に約16万2000部発行し
ています。ぜひ、ご活用くださ
い。※広告版下は広告主が作
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。

▷申込書の配布場所＝広聴広報
課(区役所４階㉓窓口)・区ホー
ムページ▷申込・問＝掲載希望
号の申込締切日(必着)まで、申
込書・広告原稿案を直接または
郵送で、広聴広報課広報グルー
プ(〒173 - 8501)☎3579 - 2022

「広報いたばし」の広告を追加募集しています
《胃・肺がん検診》
ところ と　き

板橋区医師会病院 2月 2日～16日の毎
週火曜

グリーンホール 1階ホ
ール

2月 6日㈯・15日㈪
・25日㈭
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※費用の明示がないものは無料

自転車の交通事故が多発しています
　区内で、自転車の交通違反による交通事故が多発しています。交通事故を防止するた
め、信号無視・一時不停止・車道の逆走などの交通違反はやめましょう。
▷問＝志村警察署☎3966 - 0110、板橋区交通安全課交通安全グループ☎3579 - 2517

リサイクルプラザの催し
◉ 海洋ごみについて考えよう
●パネル展…▷とき＝１月８日
㈮～31日㈰、９時～17時

●講演会…▷とき＝１月17日㈰
10時15分～12時10分※別日に
オンライン配信あり。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。▷講
師＝NPO法人OWS理事　池
上喜代壱▷対象＝区内在住・
在勤・在学で、小学４年生以
上の方▷定員＝40人(抽選)▷
申込＝１月６日(必着)まで、
往復はがきで、同プラザ(〒
174 - 0041舟渡４ - 16 - ６)※
申込記入例(２面)の項目とリ
サイクル推
進員の方は
その旨を明
記※同プラ
ザホームペ
ージからも
申込可

▷内容＝海洋プラスチックごみ
問題の現状・生態系への影響

◉ 裂き織りぞうり講座
▷とき＝１月10日㈰10時20分～
14時▷対象＝区内在住・在勤・
在学の方▷定員＝10人(申込順)
▷費用＝200円▷持物＝木綿ま
たは綿混紡の布(薄い布は幅８
㎝・厚い布は幅５㎝、長さ1.5m)
20枚・昼食▷申込＝12月19日㈯
朝９時から、電話で、リサイク
ルプラザ※同プラザホームペー
ジからも申込可
《いずれも》
▷ところ・問＝リサイクルプラ
ザ☎3558 - 5374

どんぐりのぼうしで
ハリネズミをつくろう

▷とき＝１月16日㈯、13時30分
～15時・15時～16時30分、各１
回制▷定員＝各回18人(申込順)
▷費用＝350円▷ところ・申込
・問＝12月19日㈯朝９時から、
電話で、郷土芸
能伝承館☎5398
- 4711〈第３月
曜休館〉

フラダンス教室
▷とき＝１月15日～３月のうち
６日間、各金曜、14時～15時30

分▷講師＝フラダンスインスト
ラクター　片桐由美▷対象＝区
内在住・在勤の50歳以上で、ほ
かの教室・サークルに在籍して
いない方▷定員＝20人(申込順)
▷費用＝3000円▷ところ・申込
・問＝12月19日㈯朝９時から、
直接または電話で、グリーンカ
レッジホール(志村３ - 32 - ６)
☎3960 - 7701

板橋クリーン作戦
ごみ拾い選手権

▷とき＝２月20日㈯９時30分～
12時30分▷ところ＝蓮根地域セ
ンター周辺▷内容＝ごみ拾い※
チームごとにごみの質量・数量
を競い、上位チームを表彰しま
す。▷対象＝区内在住・在勤・
在学の方※中学生以下でチーム
を構成する場合は、20歳以上の
方をチームに入れてください。
▷定員＝10チーム(１チーム４
人以内、抽選)▷申込書の配布
場所＝資源循環推進課(区役所
７階⑪窓口)・区ホームページ
▷申込・問＝１月19日(必着)ま
で、申込書を直接または郵送・
Ｅメールで、資源循環推進課資
源循環協働係(〒173 - 8501)☎

各種証明書交付サービスの休止

▷施設・とき
●コンビニエンスストア(マイ
ナンバーカード使用)…12月
26日㈯・27日㈰・29日㈫～１
月３日㈰

●板橋富士見・板橋徳丸・板橋
向原の各郵便局…12月29日㈫
～１月３日㈰

▷問＝戸籍住民課証明係☎3579
- 2210

　主な区施設の年末年始の休業日は、右表をご覧ください(問い
合わせは各施設へ)。年末は、申請・届出などで、窓口が大変混
雑します。また、証明書などの交付に日数がかかる場合がありま
すので、早めの手続きをお願いします。

板橋区リアルタイム窓口情報
ホームページの休止

▷とき＝12月28日㈪17時～１月
３日㈰▷問＝戸籍住民課管理係
☎3579 - 2201

コミュニティバス
「りんりん号」の運休

▷とき＝12月29日㈫～１月３日
㈰▷問＝国際興業㈱志村営業所
☎3966 - 2247、板橋区都市計画
課交通政策担当係☎3579 - 2548

《主な区施設の年末年始の休業日》
施設名 休業期間

区役所(※ 1 )、赤塚支所、区民事務所、地域
センター、福祉事務所、区民相談室(※ 2 )、
板橋区保健所、健康福祉センター、女性健康
支援センター、おとしより保健福祉センタ
ー、おとしより相談センター、障がい者福祉
センター、子ども家庭支援センター、子ども
発達支援センター、児童館、教育支援センタ
ー、教育科学館、エコポリスセンター、リサ
イクルプラザ、赤塚植物園、消費者センタ
ー、グリーンカレッジホール、ふれあい館、
いこいの家、文化会館、グリーンホール、い
たばし観光センター、自転車保管所

12月29日㈫～ 1月 3日㈰

発達障がい者支援センター 12月27日㈰～ 1月 4日㈪

男女平等推進センター 12月28日㈪～ 1月 3日㈰

植村冒険館、郷土資料館、美術館、板橋こど
も動物園、こども動物園高島平分園 12月28日㈪～ 1月 4日㈪

体育館(※ 3 )、高島平温水プール、図書館
(※ 4 ) 12月29日㈫～ 1月 4日㈪

ハイライフプラザ 12月30日㈬～ 1月 4日㈪

板橋区指定斎場舟渡斎場 12月31日㈭18時～ 1月 3日㈰14時

清掃事務所 1月 1日㈷～ 1月 3日㈰
※ 1：休業期間中でも、出生届・死亡届・婚姻届などは、夜間受付でお預かりします。
※ 2： 相談は、年末は12月25日㈮まで、年始は 1月 5 日㈫から。電話予約は、 1月 4 日㈪朝

9時から受け付けます(☎3579 - 2288)。
※ 3 ：東板橋体育館は、改修工事のため、来年秋頃まで休館。
※ 4：中央図書館・いたばしボローニャ子ども絵本館は、移転のため、3月27日㈯まで休館。
※熱帯環境植物館は、改修工事のため、 4月上旬まで休館。
※旧粕谷家住宅は、設備工事のため、12月28日㈪～令和 4年 3 月頃まで公開休止。
※各施設で行っている事業の受付・予約・抽選開始日などは、事前にご確認ください。

区役所の休みは12月29日㈫～１月３日㈰です
区施設の年末年始の休業日をお知らせします

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

☆区へ(10月14日～11月10日)
▷宮本ハル 5 万円▷髙松滋雄 3 万円
▷小林省三 3 万円▷上野和夫 3 万円
▷㈱カスミ 5 万8359円▷北川敏夫 5
万円▷加藤健一 1 万円▷いたばしプ
ロレスリング㈱ 2 万円▷仲宿東町会
5 万円▷松本照雄 3 万円▷㈱木村工
業10万円▷加賀五四自治会 3 万円▷
加賀五四自治会会長竹澤喜孝 3 万円
▷東方電設工業㈱ 3 万円▷羽深逹男
5 万円▷田中京子10万円▷前野町二
丁目町会10万円▷アネス㈱ 5 万円▷
氷川町会 3 万円▷藤田雅史 3 万円▷
(公社)板橋区シルバー人材センター
3 万円▷谷博10万円▷宮元親興会 3
万円▷平塚幸雄 5 万円▷板橋区町会
連合会板橋支部 3 万円
☆社会福祉協議会へ

(10月 8 日～11月 4 日)
▷伊藤康治 5 万円▷藤ホーム地所㈱
10万円▷第一生命保険㈱池袋総合支
社14万4100円▷里彩くるカエル倶楽
部3000円▷上村八郎 2 万5000円▷
NPO法人国際ブリアー10万円▷中台
對雲会6450円▷新町熟年会6052円▷
原伸久 3 万8101円▷大工原辰実 1 万
円▷NPO法人ゆずり葉6700円▷福祉
の森サロン 2 団体 1 万7248円

年末年始期間中の感染防止対策
　年末年始は、人の移動が集中し、感染リスクが高まる恐
れがあります。次の感染防止対策を徹底し、オンライン帰
省の活用・分散参拝などで「３密」を避けましょう。※初詣
の対応など、例年と異なる場合があります。詳しくは、各
施設にお問い合わせください。

感染防止の３つの基本

池上喜代壱

2 m

手洗い マスク着用 身体的距離の確保

① ② ③

3579 - 2258 s-recycle@city.
itabashi.tokyo.jp


