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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。感染拡大の防止のため、各種届出・申請書などの提出は、郵送などでできる手続きをご利用ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

※夜間の区施設の利用を制限しています。
※一部の区施設では、休館・利用時間の短縮を行っています。
※一部の区主催事業は、中止・延期する場合があります。
※最新情報は、区ホームページをご覧ください。 詳しくは

こちらから▶

※ 1月 7日時点の情報に基づき作成しています。

緊急事態宣言が
発令されています

　新型コロナウイルス感染症の感染者数の急増を受け、国から緊急事態宣言が発令されました。感染拡大の防止に
は、一人ひとりの徹底した対策が不可欠です。これまで以上に感染リスクが高い行動を避けていただくよう、ご協力
をお願いします。

●不要不急の外出を控えてください。
　特に、20時以降の外出を自粛してください
●飲食店を利用するときは、少人数・短時間を心がけてください
● 3密(密閉・密集・密接)を避け、必要な外出は短時間を心がけてください

手洗い マスク着用 身体的距離の確保

2 m

感染防止の３つの基本を徹底しましょう
① ② ③

寒い環境でも換気の実施
●機械換気による常時換気を行
う。機械換気ができない場合
は、窓を少し
開けて換気す
る(暖房など
で室温18℃以
上を維持)

適度な保湿
●湿度は40％以
上を目安に、
換気をしなが
ら加湿する

●こまめに拭き
掃除をする

寒冷な場面での感染防止のポイント

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

※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。

区民のみなさんへのお願い
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※費用の明示がないものは無料

保険料の前納制度を
ご利用ください

　「前納」とは、保険料をまとめ
て前払いすると割引になる制度
です。支払方法は、現金・クレ
ジットカード払いと、割引額が
高い口座振替があります。な
お、クレジットカード払い・口
座振替の６か月前納(４月～９
月分)・１年前納・２年前納の
申込期限は、３月１日㈪です。
４月30日㈮(金融機関が休業の
場合は翌営業日)に口座から引
き落とされます。※申込方法な
ど詳しくは、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

高齢者理美容師
派遣事業に登録する
理容室・美容室

　区では、要介護３以上で理容
室・美容室に行くことができな
い65歳以上の方を対象に、自宅
で調髪が受けられる理美容師派
遣事業を行っています。
　この事業に協力していただけ
る理容室・美容室を募集します。
※今年度、区と契約している個
人事業者も申込が必要。
▷期間＝４月から１年間

▷対象＝次の全ての要件を満た
す理容室・美容室
●区内で営業している
●利用者の自宅(区内全域)に出
張して調髪できる

●東京都生活衛生同業組合(板
橋区各支部)に加入していない

▷申込書の配布場所＝１月18日
㈪から、長寿社会推進課(区役
所２階⑮窓口)・区ホームペー
ジ▷申込・問＝１月29日㈮ま
で、必要書類を直接、長寿社会
推進課高齢者相談係☎3579 -
2464※申込者は、説明会(２月
８日㈪15時30分から、大会議室
Ｂ(区役所９階))にご参加くだ
さい。

子ども家庭支援センター
電話相談・虐待相談受付
業務を行う事業者

▷期間＝４月から３年間▷選定
＝プロポーザル方式▷募集要項
の配布場所＝区ホームページ▷
申込・問＝１月29日(必着)ま
で、必要書類を直接または郵送
で、子ども家庭支援センター
(グリーンホール７階、〒173 -
0015栄町36 - １)☎3579 - 2656

センターだより
「スクエアー・Ｉ（あい）」
の広告

　区民のみなさんと区との協働
で、企画・編集・発行している
センターだより「スクエアー・
Ｉ(あい)」(３月発行予定)の広
告を募集します。
▷掲載位置・規格＝裏表紙の内
側(横17.3cm×縦5.5cm)※刷り
色は２色▷掲載料＝3700円▷発
行部数＝5000部▷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＝男女
社会参画課(板橋区保健所５階)
・区ホームページ▷申込・問＝
２月８日(必着)まで、申込書・
広告原稿案を直接または郵送・
FAXで、男女社会参画課男女平
等推進係(〒173 - 0014大山東町
32 - 15)☎3579 - 2486 3579 -
1351

行政補助員登録者
▷登録申込書の配布場所＝人事
課(区役所４階㉑窓口)・区ホー
ムページ▷申込・問＝登録申込
書(写真貼付)を直接または郵送
で、人事課人事係(〒173 - 8501)
☎3579 - 2070※新型コロナウイ
ルス感染症により就労に影響を
受けている方は、登録申込書の
その他欄にその旨を明記。※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。

区立学校栄養士
▷募集人数＝若干名▷勤務期間
＝採用日(４月以降)～来年３月
▷選考＝作文・面接▷募集要項
などの配布場所＝学務課(区役
所６階⑭窓口)・区ホームペー
ジ▷申込・問＝２月１日(必着)
まで、必要書類を直接または郵
送で、学務課学
校給食係(〒173
- 8501)☎3579
- 2617

1 月 7日時点での情報です。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。

※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。

会計年度任用職員を募集します

板橋グリーンカレッジ
受講生を募集します

　板橋グリーンカレッジは、シニア世代の多様化・高度化する学習意
欲への対応、地域社会での活動促進を目的に、開校しています。 長寿社会推進課シニア事業係☎3579 - 2372問　合

受講日程・感染症対策など詳しくは、
区ホームページをご覧ください。

▷履修回数＝年18回、午前コー
ス(10時～11時30分)・午後コー
ス(14時～15時30分)▷履修内容
＝教養課程(幅広い分野・多様
なテーマを学習)※修了者は専
門課程に進級可▷対象＝区内在
住・在勤で、昭和37年４月１日

▷履修回数＝年20回▷履修内容
＝専門課程(文化文学・社会生
活・健康福祉のうち１コースを
学習)▷対象＝板橋グリーンカ
レッジ卒業生※Ⓒとの重複申込
不可※以前受講したコースも受

▷履修回数＝年13回▷履修内容
＝講義・グループ研究(グルー
プごとの研究発表・卒業レポー
ト提出あり)▷対象＝板橋グリ
ーンカレッジ卒業生※Ⓑとの重
複申込不可※以前受講したコー

※抽選▷受講期間＝Ⓐ４月から
２年間ⒷⒸ４月から１年間▷と
ころ＝グリーンカレッジホール
(志村３ - 32 - ６)▷費用＝年間
5000円※教材費などが別途必要
になる場合あり▷申込＝２月17
日(必着)まで、往復はがきで、

以前に生まれた方※過去に途中
退学した方も申込可▷定員＝各
コース80人▷申込特記事項＝希
望コース(午前または午後、ど
ちらでもよい場合はその旨)、
生年月日

講可(内容が重複する場合あり)
▷定員＝各コース20人▷申込特
記事項＝希望コース(第２希望
まで)、希望時間、板橋グリー
ンカレッジ卒業年度、生年月日

スも受講可(内容が重複する場
合あり)▷定員＝各コース25人
▷申込特記事項＝希望コース
(第２希望まで)、板橋グリーン
カレッジ卒業年度、生年月日

長寿社会推進課シニア事業係※
申込記入例(４面)の項目と申込
特記事項を明記※入学・受講の
可否は、３月中旬にお知らせし
ます。※４月12日㈪14時から、
成増アクトホールで入学式あり
(聴講生を除く)。

Ⓐ新入生 Ⓒ大学院生

Ⓐ～Ⓒいずれも
Ⓑ聴講生

　区ホームページのトップページなどに掲載するバナー広告は、
１か月単位で申込できます。※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＝掲載開始希望月の前月10日(閉庁日の
場合は翌開庁日)(必着)まで、申込書・広告原稿案
を直接または郵送で、広聴広報課広聴グループ(〒
173 - 8501)☎3579 - 2024

区ホームページにバナー広告を掲載しませんか
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シニア生涯ワーキング
セミナー

▷とき＝２月15日㈪13時～15時
45分▷ところ＝グリーンホール
601会議室▷内容＝講義「年金な
どの各種制度の基礎知識・シニ
ア世代の働き方」▷講師＝ファ
イナンシャルプランナー　水谷
恒夫ほか▷対象＝55歳以上の方
▷定員＝25人(申込順)▷申込＝
１月18日㈪朝９時から、電話
で、(公社)長寿社会文化協会☎
5843 - 7665(平日、９時～17時)
▷問＝東京しごとセンター☎
5211 - 2335、板橋区長寿社会推
進課シニア活動支援係☎3579 -
2376

在宅療養を支援します
◉ 板橋区医師会在宅医療センタ
ー療養相談室

▷ところ＝高島平２ - 32 - ２ -
107▷内容＝在宅療養のための
相談・支援▷対象＝在宅療養を

行っている、またはこれから在
宅療養に移行する方・その家族
など※申込方法など詳しくは、
お問い合わせください。▷問＝
板橋区医師会在宅医療センター
療養相談室☎5922 - 4711
◉ 在宅療養患者の緊急一時入院
の病床確保

　在宅療養患者が緊急一時的に
入院する必要がある場合に、か
かりつけ医などを通して板橋区
医師会病院の病床を速やかに利
用できる仕組みです。
　在宅療養を続けていく際に、
緊急一時的な入院が必要となっ
た場合は、ご活用ください。利
用を希望する場合は、かかりつ
け医にご相談ください。
▷問＝健康推進課健康づくり係
☎3579 - 2302

【国民健康保険運営協議会】
▷とき＝２月25日㈭14時～16時
▷ところ＝大会議室Ａ(区役所
９階)▷内容＝国民健康保険条
例の一部改正など▷定員＝５人
(申込順)▷申込・問＝１月18日
㈪朝９時から、電話で、国保年
金課管理グループ☎3579 - 2401

親子健康講座
▷とき＝２月16日㈫14時～14時
45分▷ところ＝高島平児童館▷
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＝15組(申込順)▷

1 月 7日時点での情報です。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。

9

申込＝電話で、高島平児童館☎
3979 - 3894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

【男女平等推進センター】
▷とき＝１月25日㈪※施設点検
のため▷問＝男女平等推進セン
ター☎3579 - 2790

行　事 と　き 内　容 対　象 定員(申込順) ところ・申込・問

みんなでつくろう！てづく
りえほん 2月11日㈷～ 3月10日㈬ 参加者が描いた絵で絵本作り 小学生以下 20人 2 月11日㈷10時から、直接、成増

図書館☎3977 - 6078

世界のバリアフリー児童図
書展 2月24日㈬～ 3月 6日㈯障がいがある方に配慮した児童図書

―

― 蓮根図書館☎3965 - 7351 

はるのおはなしかい 2月27日㈯14時～15時 春にちなんだ大型絵本・紙芝
居など 15人

2 月13日㈯朝 9時から、直接また
は電話で、赤塚図書館☎3939 -
5281

ハーダンガー刺
し
繍
しゅう
にチャレ

ンジ 3月14日㈰14時から ノルウェーの伝統刺繍の体験 中学生以上の方 10人
2 月28日㈰朝 9時から、直接また
は電話で、小茂根図書館☎3554 -
8801

氷川短歌賞公開選評会の作
品募集 ―

募集テーマ「パン」※歌人・水
原紫苑などによる公開選評あ
り

公開選評会( 4 月25日
㈰、14時～15時30分
または16時30分～18
時)に参加できる方

50人
1 月16日㈯朝 9時から、直接、氷
川図書館☎3961 - 9981※同館ホー
ムページからも申込可

春の図書館行事 ※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。ただし1月31日㈰・2月28日㈰
は開館し2月 1日㈪・3月 1日㈪休館。

　「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

　スマートフォンなどから利用できる電子チラシサービス
「Shufoo！」で、「広報いたばし」を配信しています。地域の店舗
チラシも見ることができ、お買い得情報やイベント・売り場情報
などを確認できます。また、お気に入り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。※通信料がかかります。

広聴広報課広報グループ☎3579 - 2022問　合

アプリのダウンロードはこちらから

電子チラシサービス
Shufoo！(シュフー)で
「広報いたばし」を配信しています

《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話
2月12日㈮ 清水おとしより相談センター

☎3558 - 6500
2 月15日㈪ 徳丸おとしより相談センター

☎5921 - 1060
2 月26日㈮ 桜川おとしより相談センター

☎3959 - 7485
※13時20分から・14時から、各 1回制。
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アプリで「広報いたばし」を配信しています
　スマートフォンなどから利用できる行政情報アプリ「マチイロ」・多言語
対応アプリ「カタログポケット」などで、「広報いたばし」を配信していま
す。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
▷問＝広聴広報課広報グループ☎3579 - 2022

リサイクル
ワークショップ

▷とき＝２月21日㈰・28日㈰、
２日制、12時30分～15時30分▷
内容＝刺し子でポシェット作り
▷定員＝10人(区内在住・在勤
・在学の方を優先し抽選)▷費
用＝2200円▷持物＝裁縫道具▷
ところ・申込・問＝１月23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

いたばしの郷土芸能
　区内には、無形民俗文化財に
指定されている郷土芸能が多く
あり、保存会の方によって大切
に継承されています。今回は、
５つの郷土芸能を披露します。
▷とき＝２月27日㈯13時～16時
▷ところ＝成増アクトホール
▷出演
●国指定重要無形民俗文化財…
徳丸北野神社田遊び保存会

●板橋区指定無形民俗文化財…
神田流弥生囃

ばや

子
し

保存会・赤塚
諏訪神社獅

し

子
し

舞
まい

保存会・成増
里神楽保存会・大門四ツ竹踊
り保存会
▷定員＝200人(抽選)▷申込・
問＝２月３日(消印有効)まで、
往復はがき・電子申請(区ホー
ムページ参照)で、生涯学習課
文化財係☎3579 - 2636※申込記
入例参照

オーバーナイト
ウオーキング

▷とき＝２月27日㈯・28日㈰※
Ⓐ小学生…19時30分に成増アク
トホール集合Ⓑ中学・高校生…
17時30分に東武東上線「森林公
園」集合。いずれも28日㈰15時
蓮根地域センター解散予定。▷
対象＝団体行動ができる小学４
年～高校生▷定員＝Ⓐ24人Ⓑ18
人(いずれも抽選)▷費用＝１万
円※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〉※本事業
は、民間旅行会社への委託事業
です。

教育科学館の催し
Ⓐ ヒーリングプラネタリウム
「星と香りのヒーリングタイ
ム」

▷とき＝２月13日㈯18時～18時
50分▷対象＝小学５年生以上の
方(小学生は保護者同伴)
Ⓑ プラネタリウムdeおはなし
会「はるをさがしに」

▷とき＝２月27日㈯・28日㈰、
10時～10時40分▷対象＝２歳以
上の方(未就学児は保護者同伴)
《ⒶⒷいずれも》
▷定員＝各日47人(申込順)▷費
用＝一般350円・高校生以下120
円※65歳以上の方(持物…年齢
がわかるもの)・障がいがある
方(持物…各種手帳)は割引あり
▷申込＝１月16日㈯朝９時か
ら、電話で、教育科学館
Ⓒ実験室フェスタ
▷とき＝２月11日㈷
▷時間・内容・対象(各１回制)
● 10時30分～12時…音の実験、
６歳～小学２年生(保護者同
伴)

● 14時～15時30分…顕微鏡で身
近なものを観察、小学３～５年
生(小学３年生は保護者同伴)

▷定員＝各回12人(区内在住・

在勤・在学の方を優先し抽選)
▷費用＝700円▷申込＝１月21
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) itakk
@itbs-sem.jp※申込記入例の項
目と希望の回(午前・午後)、保
護者同伴の場合は保護者氏名を
明記。
《Ⓐ～Ⓒいずれも》
▷ところ・問＝教育科学館☎
3559 - 6561〈月曜休館〉

1 月 7日時点での情報です。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。

※対象・支援内容など詳しくは、お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に関する各種相談案内
内　容 問　合

総合相談

住民税・軽自動車税(種別割)の納付相談 納税課☎3579 - 2138・2141・2135・2145
介護保険料の減免・納付相談 介護保険課資格保険料係☎3579 - 2359

国民健康保険料の減免・納付相談 ●減免について…国保年金課資格賦課グループ☎3579 - 2406
●納付相談について…国保年金課国保収納グループ☎3579 - 2409

生活相談
●板橋福祉事務所☎3579 - 2322
●赤塚福祉事務所☎3938 - 5126
●志村福祉事務所☎3968 - 2331

外国人向けの生活相談 東京都外国人新型コロナ生活相談センター☎0120 - 296 - 004(平日、10時～17時)

返済猶予
板橋区福祉資金の返済猶予 福祉部管理課福祉資金係☎3579 - 2353

都営住宅使用料の減免支払延長など JKK東京お客さまセンター☎0570 - 03 - 0071・☎6279 - 2652(いずれも平日、９時
～18時)

給付・助成金

ひとり親世帯臨時特別給付金
子ども政策課臨時給付金係☎3579 - 2744

新生児臨時特別給付金
住居確保給付金 いたばし生活仕事サポートセンター☎6912 - 4591(平日、９時～19時)
学校等休業助成金・支援金 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター☎0120 - 60 - 3999(９

時～21時)雇用調整助成金
修学支援新制度 奨学金相談センター☎0570 - 666 - 301・☎6743 - 6100(いずれも平日、９時～20時)

☆区へ(11月11日～12月 3 日)
▷野﨑宣子10万円▷富内雄二 2 万円
▷㈱松村組東京本店10万円▷島村恵
子 1 万円▷板橋区立小学校PTA連合
会OB会 1 万円▷稲荷台自治会 3 万
円▷森本鐵鋼産業㈱ 2 万円▷蓮沼西
町会 3 万円▷㈱川見電気工事店 3 万
円▷㈱春日産業 5 万円▷前野町四丁
目町会 3 万円▷西表直浩 3 万円▷㈱
瀧島建設 5 万円▷板橋区町会連合会
10万円▷板橋区町会連合会熊野支部
・仲宿支部・仲町支部・富士見支部
・常盤台支部・清水支部・中台支部
・蓮根支部・成増支部・徳丸支部各
3 万円
☆社会福祉協議会へ

(11月 5 日～11月27日)
▷和泉クラブ 1 万8774円▷伊藤康治
5 万円▷NPO法人環境と美化を考
える会2000円▷蓮根東寿会 4 万7861
円▷ねっとわーく菅美枝9200円▷南
一長寿クラブ2841円▷福祉の森サロ
ン 1 団体7240円


