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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。

　基本給付と再支給分を併せて申請できま
す。申請書類に不備がある場合は、補正・再
提出を求めることがあります。申請期限まで
に書類が揃

そろ

わない場合は支給できませんの
で、早めの申請をお願いします。
▷問＝子ども政策課臨時給付金係☎3579 ‐
2744

ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請はお済みですか

臨時福祉商品券の
受け取りはお済みですか

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者
医療保険料の減免の申請はお済みですか

　昨年10月に、次の対象者に臨時福祉商品券
（板橋区内共通商品券）をお送りしました。商
品券には使用期限がありますので、早めの受
け取りをお願いします。
▷対象＝令和２年８月１日現在、板橋区に住
民登録されており、次のいずれかの要件を満
たす方
●世帯全員の今年度の住民税（板橋区）が非課
税である※住民税課税者の扶養親族などを
除く。

●生活保護を受給している
▷問＝福祉部管理課庶務係☎3579 ‐ 2352

　主たる生計維持者の令和２年の事業収入な
どの減少額が、元年（平成31年）の当該事業収
入などの額の10分の３以上に該当する方（所
得制限あり）などは、申請により保険料の減
免が承認される場合があります。
▷問
●国民健康保険料について…国保年金課資格
賦課グループ☎3579 ‐ 2406

●介護保険料について…介護保険課資格保険
料係☎3579 ‐ 2359

●後期高齢者医療保険料について…後期高齢
医療制度課管理収納グループ☎3579 ‐ 2327

お忘れではありませんか新型コロナウイルス感染症に関する支援

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

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。手洗い マスク着用 身体的距離の確保

　

感染防止の３つの基本を徹底しましょう
① ② ③

● 生活の維持に必要な場合を除き、外出の自
粛をお願いします。特に、₂₀時以降の外出
を控えてください

● ₃ 密(密閉・密集・密接)を避けてください
● 飲食の場での感染予防に努めてください

区民のみなさんへのお願い

感染予防対策を徹底しましょう
新型コロナウイルスの感染拡大防止には、みなさんの徹底した対策が不可欠です。
引き続き、感染リスクが高い行動を避け、感染拡大防止にご協力をお願いします。

現在、新型コロナウイルスワクチン接種の準備を進めています。 ３月 ₁日㈪に、コールセンター
を開設予定です。最新情報は、区ホームページをご覧ください。

各支援には、申請・使用期限があります。受け忘れがないよう、いま一度、ご確認ください。
対象・申請方法など詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

申請期限：２月₂₆日(必着) 使用期限：２月₂₈日㈰ 申請期限：３月₃₁日(必着)

※ ₂月 ₁日時点の情報に基づき作成しています。
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※費用の明示がないものは無料

地域保健福祉計画 
推進協議会委員

▷募集人数＝１人▷任期＝５月
から約１年間▷対象＝区内在住
で、平日昼間に区役所で行う会
議（年３回程度）に出席できる方
▷選考＝作文▷申込・問＝２月
26日（必着）まで、作文「板橋区
における地域の福祉について」
（1200〜2000字程度）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、郵送・Ｅメー
ルで、福祉部管理課庶務係☎
3579 ‐ 2352 f-shomu@city.itaba�
shi.tokyo.jp

喫煙マナーアップ推進員
▷内容＝歩きたばこ・ポイ捨て
防止などの啓発活動、清掃活動
など▷対象＝区内在住・在勤・
在学で、月２回以上活動できる
18歳以上の方・団体▷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＝３月５日（必
着）まで、申込書を直接または
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.itaba�
shi.tokyo.jp

会計年度任用職員
Ⓐ言語聴覚士
▷対象＝言語聴覚士の資格を有
する方▷勤務内容＝未就学児の
発音・言葉の遅れなどの言語相
談
Ⓑスクールソーシャルワーカー
▷対象＝次のいずれかの要件を
満たす方
●社会福祉士・精神保健福祉士
などの福祉の資格を有する

●教育・福祉の専門的な知識・
技術を有し、教育・福祉の分
野で活動実績がある

▷勤務内容＝区立小・中学校に
在籍する児童・生徒の生活指導
上の課題解決支援
《ⒶⒷいずれも》
▷募集人数＝１人▷勤務場所＝
区役所▷勤務期間＝４月から１
年間※更新可※条件付採用あり
（原則１か月）※社会保険に加入
▷勤務日数＝月16日以内▷勤務
時間＝１日７時間45分▷賃金
（日給）＝Ⓐ１万2700円Ⓑ１万
4100円※期末手当・通勤手当あ
り▷選考＝書類・面接▷申込・
問＝２月19日（必着）まで、履歴
書（写真貼付）・資格証の写し
（資格を有する方）を直接または
郵送で、教育支援センター教育
相談係（区役所６階、〒173 ‐
8501）☎3579 ‐ 2195※履歴書の
上部余白にⒶ「言語聴覚士希望」
Ⓑ「スクールソーシャルワーカ
ー希望」と朱書
Ⓒ�マイナンバーカード交付業務
職員

▷募集人数＝25人程度▷勤務期
間＝４月〜９月※更新可▷選考
＝書類・面接※勤務時間・賃金
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＝戸籍住民課（区役所１
階戸籍住民課受付）・区ホーム
ページ▷申込・問＝２月26日
（必着）まで、必要書類を直接ま
たは郵送で、戸籍住民課マイナ
ンバーカード交付推進係（〒173
‐ 8501）☎3579 ‐ 2724

◉�確定申告には「社会保険料控
除証明書」などが必要です

　昨年に支払った保険料の全額
が、確定申告で社会保険料控除
の対象になります。申告の際に
は、支払いを証明する書類が必
要です（下表参照）。※「控除証
明書」について詳しくは、☎
0570 ‐ 003 ‐ 004（ナビダイヤル）
・☎6630 ‐ 2525にお問い合わせ
ください。
《社会保険料控除に必要な書類》
支払った時期 必要書類 発行機関

昨年 ９月まで
控除証明書
※昨年10月
31日に送付

日本年金
機構

昨年10月以降 領収証書 ‐
昨年10月～12月に、
令和 2年分を初めて
支払い

控除証明書
※ 2月 ５日
に送付

日本年金
機構

◉�老齢年金受給者に「源泉徴収
票」をお送りしました

　１月中旬に、日本年金機構か
ら「令和２年分公的年金等の源
泉徴収票」をお送りしました。
確定申告の際にお使いくださ
い。※「源泉徴収票」について詳
しくは、☎0570 ‐ 05 ‐ 1165（ナ
ビダイヤル）・☎6700 ‐ 1165に
お問い合わせください。
《いずれも》
▷問＝板橋年金事務所☎3962 ‐
1481

コロナ禍だからこそ 
自分軸を見つめ直そう

▷とき＝２月26日㈮・３月５日
㈮、２日制、10時〜12時▷内容
＝講義「情報との付き合い方と
子育て」など▷講師＝メンタル
セラピスト　甲斐かおり▷対象
＝区内在住・在勤・在学の方▷
定員＝15人（申込順）※生後４か
月〜未就学児の保育あり（定員
８人、申込順）▷ところ・申込
・問＝２月８日㈪朝９時から、
Ｅメールで、まなぽーと大原☎
3969 ‐ 0401 osyakyo@city.ita�
bashi.tokyo.jp〈第３月曜休館〉

※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。

事業所が知っておくべき
近隣住民との公害問題

▷とき＝３月５日㈮15時〜17時
▷ところ＝板橋産連会館（仲宿
54 ‐ 10）▷内容＝講義▷定員＝
10人※オンライン25人（いずれ
も申込順）※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
橋区環境政策課環境政策推進係
☎3579 ‐ 2591

いこいの家の介護予防ス
ペースを利用しませんか

　介護予防スペースは、介護予
防・健康づくりを目的に活動す
る高齢者の自主グループが、無
料で利用できる場所です。４月
から１年間の利用には、２月19
日㈮までに申請が必要です。詳
しくは、お問い合わせください。
▷ところ＝桜川・板橋・前野・
蓮根・赤塚の各いこいの家▷問
＝おとしより保健福祉センター
介護予防係☎5970 ‐ 1117

【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＝２月12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
【地域センター・ホール】
▷施設・とき
●清水地域センター・志村コミ
ュニティホール…２月15日㈪

●きたのホール…２月15日㈪〜
22日㈪

※設備点検などのため
▷問＝地域振興課庶務係☎3579
‐ 2161

　食品衛生法に基づき、飲食に
起因する衛生上の危害発生を防
止するため、毎年度本計画を策
定しています。
▷全文の閲覧場所＝生活衛生課
（板橋区保健所３階）・区政資料
室（区役所１階⑦窓口）・区立各
図書館（中央図書館を除く）・区
ホームページ▷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・問＝
２月21日（必着）まで、素案に対

▷区分・告示日など＝右表参照▷
採用試験・選考案内の配布場所＝
各告示日から、板橋区人事課（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
（中央図書館は３月28日㈰から）・
特別区人事委員会事務局（千代田
区飯田橋３ ‐ ５ ‐ １）▷問＝同事
務局任用課☎5210 ‐ 9787、板橋区
人事課人事係☎3579 ‐ 2070

する意見と申込記入例の項目、
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、生
活衛生課食品衛生担当係（〒173
‐ 0014大山東町32 ‐ 15）☎3579
‐ 2336 3579 ‐ 1337 ki-shoku�
ei@city.itabashi.tokyo.jp※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。

令和 ３年度食品衛生監視指導計画（素案）
にご意見をお寄せください

《特別区職員採用試験・選考》
区分 告示・

募集開始日
1次試験・
選考

Ⅰ類（一般）
3 月1９日㈮ ５月 2日㈰Ⅰ類（土木・建

築新方式）
経験者

６月24日㈭
９月11日㈯就職氷河期世

代
Ⅲ類 ９月12日㈰障がい者
※詳しくは、各告示日から配布する採用試
験・選考案内、同事務局ホームページをご
覧ください。

特別区職員採用試験・選考
令和 ３年度

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

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例
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成増サークル公開教室
◉�フォークダンス
▷とき＝３月２日㈫・９日㈫、
２日制、18時30分〜20時▷定員
＝10人（申込順）▷費用＝30円▷
ところ・申込・問＝２月６日㈯
13時から、電話・Ｅメールで、
まなぽーと成増☎3975 ‐ 9706
nsyakyo@city.itabashi.tokyo.jp
〈第３月曜休館〉※申込記入例
（２面）参照

教育科学館の催し
◉�大人向けプログラミング体験
講座

▷とき＝２月23日㈷13時30分〜
16時▷対象＝高校生以上の方▷
定員＝５人▷費用＝1000円▷申
込＝２月16日（必着）まで、Ｅメ
ールで、教育科学館※申込記入
例（２面）参照
◉�科学教室「光る葉脈ハーバリ
ウム」

▷とき＝２月28日㈰13時30分〜
15時▷対象＝
小学生以上の
方（小学３年
生以下は子ど
も１人につき
保護者１人同
伴）▷定員＝
12人▷費用＝
1200円▷申込

＝２月11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）
※申込記入例（２面）の項目と保
護者同伴の場合は保護者氏名を
明記
《いずれも》
※区内在住・在勤・在学の方を
優先し抽選▷ところ・問＝教育
科学館☎3559 ‐ 6561 itakk@
itbs-sem.jp〈月曜休館〉

ウッドチップ・
アロマサシェ作り

▷とき＝３月６日㈯、10時30分
〜11時・11時30分〜12時、各１
回制▷講師＝アロマテラピーイ
ンストラクター　枝光弘味▷対
象＝３歳〜未就学児とその保護
者（２人１組）▷定員＝各回５組
（区内在住・在勤の方を優先し
抽選）▷費用＝１組500円▷申込
＝２月21日㈰まで、エコポリス
センターホームページ▷ところ
・問＝同センター☎5970 ‐ 5001
〈第３月曜休館〉

親子キャンプ
▷とき＝３月27日㈯・28日㈰

尿もれ予防体操教室
▷とき＝３月４日㈭14時〜15時
30分▷ところ＝上板橋健康福祉
センター▷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＝
20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

卒乳講座
▷とき＝３月５日㈮、９時30分

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。

◉�ポタジェ
　ポタジェとは、展示・観賞用
の畑で、フランス発祥のデザイ
ン性が高い家庭菜園のことで
す。語源はポタージュとされ、
スープを作るための菜園が由来
です。
　赤塚植物園では、農業園の入

口にポタジェを設置していま
す。昨年は、ニンジン・オクラ
・ネギなどを栽培しました。普
段、野菜の花・実を見る機会が
少ない方にとっては、身近にふ
れることができる驚きと感動の
世界かもしれません。

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
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◉�講演会「ブラインドマラソンを知
る」

▷とき＝ 2 月14日㈰14時〜16時▷講
師＝NPO法人日本ブラインドマラ
ソン協会事務局長　原田清生▷定員
＝15人※オンライン15人（いずれも
申込順）▷ところ・申込・問＝ 2 月
6 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〉※申込記入例
（ 2 面）の項目とオンライン希望の場
合はその旨を明記

（１泊２日）※13時に愛川ふれあ
いの村（神奈川県愛甲郡愛川町
半原3390）集合・28日㈰13時解
散予定▷内容＝キャンプに必要
な基本知識・技術の体験▷対象
＝小・中学生とその保護者▷定
員＝６組（抽選）▷費用＝一般
２万円、小・中学生１万5000円
▷持物＝雨具・寝袋など※無料
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＝同館☎
3969 ‐ 7421〈月曜休館〉※本事業
は、民間旅行会社への委託事業
です。

広 告

　日本語を学んでいる外国籍の
方が、日本での生活・自国の文
化など、様々な視点でスピーチ
した動画をオンライン会議シス
テム「Zoom」で配信します。ぜ
ひ、ご覧ください。
▷とき＝２月27日㈯13時〜16時

▷申込・問＝２月23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.ita
bashi.tokyo.jp※申込記入例（２
面）参照※同財団ホームページ
からも申込可

オンライン
開催

日本語スピーチ大会
観覧者募集

〜10時30分・10時15分〜11時15
分・11時〜12時、各１回制▷講
師＝助産師　髙橋千砂ほか▷対
象＝区内在住・在勤で、１歳６
か月以下のお子さんを子育て中
の方▷定員＝各回５人（申込順）
▷ところ・申込・問＝電話で、
板橋健康福祉センター☎3579 ‐
2333

子育てのコツ教室
▷とき＝３月11日㈭10時〜11時
30分▷内容＝講義▷対象＝区内
在住で、５歳〜小学３年生のお
子さんの保護者▷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＝電話
で、子ども発達支援センター☎
5917 ‐ 0905



₄ 広報　いたばし 令和 ３年（２０２1年）２月 ６日（土）

※費用の明示がないものは無料

※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

区民向け
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

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

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
後期高齢者医療保険料の減免・納付
相談 後期高齢医療制度課管理収納グループ☎₃₅₇₉ ︲ ₂₃₂₇

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)

区内中小企業向け
種　類 内　容 問　合

経
営
相
談

中小企業などの特別相談
窓口

中小企業診断士が経営に関する相談に応じます。※事前に電話予約が必要※相談
時間は１回₄₅分

産業振興課産業支援グループ
☎₃₅₇₉ ︲ ₂₁₇₂(平日９時～₁₇
時、₁₂時～₁₃時を除く)

企業活性化センター経営
改善・コロナ対策チーム

対応方針のアドバイス・資金繰り表の作成支援・経営相談を行います。※事前に
電話予約が必要

板橋区経営改善チーム事務局
☎₅₉₁₄ ︲ ₃₁₄₅(９時～₁₇時)

専門家派遣 各種給付金などの申請支援、資金繰り、労務・税務などの経営全般の相談に、専
門家(中小企業診断士・社会保険労務士など)を派遣します。※年度内３回まで。

(公財)板橋区産業振興公社経
営支援グループ☎₃₅₇₉ ︲ ₂₁₇₅
(平日９時～₁₇時、₁₂時～₁₃
時を除く)

就業規則等策定支援に係
る社会保険労務士派遣

働き方改革・テレワークなどの就業規則・社内規定の整備に、社会保険労務士を
派遣します。※年度内５回まで。※このほか、就業規則の策定委託制度あり(一
部有料)。

簡易型BCP策定支援 風水害・感染症流行などのリスクに備え、簡単な取組によるBCP(事業継続計画)
策定を支援します。

産
業
融
資

利子補給優遇加算
直近１か月間の売上高が前年同月比３％以上減少している場合、区産業融資制度
を利用する際に、融資の種類ごとに定められた利子補給割合に３割を加算しま
す。

産業振興課産業支援グループ
☎₃₅₇₉ ︲ ₂₁₇₂

販
路
開
拓

企業サポートコーディネ
ーター

受発注・事業承継などの相談に、専門知識・ノウハウをもったコーディネーター
が課題解決に向けたアドバイスを行います。

ワンストップなんでも相談窓
口☎₃₅₇₉ ︲ ₂₂₈₁

▽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

2 月のテーマ
「板橋の都市農業特集」

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


