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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。

区長部局
◉IT推進課DX推進係へ変更
　デジタルトランスフォーメーション（DX）
の推進に向けて、情報企画・番号制度グルー
プをDX推進係に変更します。
◉総務部の再編
　政策企画課から管財係・用地係を庁舎管理
・契約課に移管し、庁舎管理・契約課を契約
管財課に変更します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

契約管財課
管財係
☎3579 ‐ 2243

公有財産の管理・区有地の境界
確認などに関すること

用地係
☎3579 ‐ 2246

公共用地の取得・処分などに関
すること

◉危機管理部の新設
　近年多発する風水害や、新型コロナウイル
スの感染拡大防止に関わる危機管理体制の統
制力を強化するため、総務部危機管理室を廃
止し、危機管理部を新設します。
◉福祉部の再編
　生活保護世帯の増加に対応するため、板橋
福祉事務所から自立支援係を管理課に移管し
ます。また、ひとり親家庭への支援を強化す
るため、ひとり親支援担当係長を設置し、管
理課を生活支援課に変更します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

生活支援課

自立支援係
☎3579 ‐ 2455

生活困窮者自立支援法などに基
づく事業に関すること

ひとり親支援担当
係長☎3579 ‐ 2234 ひとり親支援に関すること

◉児童相談所開設準備担当部長・児童相談所
開設準備課連携調整係の新設
　円滑な開設準備を推進するため、新設しま
す。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

児童相談所
開設準備課

連携調整係
☎3579 ‐ 2733

関係機関との連携・調整などに
関すること

◉子ども家庭支援センターの再編
　児童相談所の開設に向け、子ども家庭支援
センターを再編します。また、令和３年度か
ら、子どもなんでも相談・児童虐待相談を一
部委託化し、24時間365日の相談体制を整備
します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

子ども家庭支
援センター

子育てサービス係
☎3579 ‐ 2656

ショートステイ・子育てサ
ービスの提供などに関する
こと

支援・援助第一係
☎3579 ‐ 2656 子ども・子育ての相談、児童虐待の相談・通告などに

関すること支援・援助第二係
☎3579 ‐ 2656

◉環境政策課スマートシティ・環境政策係へ
変更
　板橋区らしいスマートシティ推進をさらに
加速化するため、環境政策推進係をスマート
シティ・環境政策係に変更します。

◉都市整備部の再編
　再開発・不燃化整備などのまちづくりを推
進するため、都市整備部を再編します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

都市計画課

調整・都市基盤
DX係
☎3579 ‐ 2566

庁内・部内の調整、都市基盤
DXの推進、都市計画審議会に
関すること

都市計画係
☎3579 ‐ 2552

都市づくり推進条例・都市計画
の見直しに関すること

開発計画係
☎3579 ‐ 2557

開発行為・宅造許可・雨水流出
抑制施設設置に関すること

交通企画都市基盤
係� ☎3579 ‐ 2548

交通政策基本計画の推進・コミ
ュニティバス事業などに関する
こと

都市景観係
☎3579 ‐ 2549

景観計画の事前協議・届出など
に関すること

建築指導課

建築庶務係
☎3579 ‐ 2571

建築関係証明書などの交付に関
すること

道路調査係
☎3579 ‐ 2576

建築基準法に基づく道路調査・
指定・変更などに関すること

意匠審査係
☎3579 ‐ 2573

建築関係法令などの照会・調査
・地区計画届出の審査などに関
すること

構造審査係
☎3579 ‐ 2579

建築物・工作物の構造審査に係
る指導・確認・検査などに関す
ること

設備審査係
☎3579 ‐ 2577

建築物・工作物の確認・検査・
指導などに関すること

監察・調査係
☎3579 ‐ 2578

建築物・工作物の違反取締処分
などに関すること

建築安全課

建築耐震係
☎3579 ‐ 2554

木造住宅・非木造建築物の耐震
助成などに関すること

集合住宅指導係
☎3579 ‐ 2564

大規模建築物等指導要綱などに
基づく協議・審査・指導に関す
ること

細街路整備係
☎3579 ‐ 2565

建築基準法第42条 2 項道路の測
量・整備に関すること

老朽建築物対策係
☎3579 ‐ 2574

老朽建築物などの改善指導など
に関すること

住宅政策課

住宅政策推進係
☎3579 ‐ 2186

住宅相談・分譲マンションの適
正管理などに関すること

住宅運営係
☎3579 ‐ 2187

住宅相談（公営）、区営住宅など
の管理・運営に関すること

建築紛争相談係
☎3579 ‐ 2561

建築審査会・建築紛争調整委員
会の運営などに関すること

住宅整備計画担当
係長☎3579 ‐ 2705

区営住宅の再編整備・都営住宅
の移管などに関すること

◉まちづくり推進室の新設
　拠点整備課を廃止し、まちづくり推進室・
まちづくり調整課を新設します。地区整備事
業担当課長・鉄道立体化推進担当課長を担当
課長から課に変更します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

まちづくり
調整課
（高島平グ
ランドデザ
イン担当課
長）

調整係
☎3579 ‐ 2183

庁内・室内の連携・調整などに
関すること

大山まちづくり第
一係☎3579 ‐ 2449

大山駅周辺地区（ピッコロ・ス
クエア）のまちづくりに関する
こと

大山まちづくり第
二係☎3579 ‐ 2449

大山駅周辺地区（クロスポイン
ト）のまちづくりに関すること

不燃化まちづくり
係� ☎3579 ‐ 2572

不燃化特区事業・沿道不燃化促
進事業などに関すること

調整担当係長
☎3579 ‐ 2183

まちづくり事業に関する庁内連
携・連絡調整に関すること

地区整備課
上板橋駅南口係
☎3579 ‐ 2556

上板橋駅南口のまちづくり事業
に関すること

板橋駅周辺係
☎3579 ‐ 2556

板橋駅周辺のまちづくり事業に
関すること

鉄道立体化
推進課

鉄道立体化推進係
☎3579 ‐ 2587

大山駅付近の連続立体交差事業
などに関すること

大山駅前広場整備
係� ☎3579 ‐ 2587

大山駅前広場の整備に関するこ
と

用地調整担当係長
☎3579 ‐ 2587

大山駅前広場などの用地取得の
調整に関すること

◉土木部の再編
　まちづくりの進展に対応し、窓口機能など
を強化するため、土木部を再編します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

土木計画・
交通安全課

調整係
☎3579 ‐ 2520

庁内・部内の連携・調整などに
関すること

土木計画係
☎3579 ‐ 2296

土木事業関連の計画策定などに
関すること

交通安全係
☎3579 ‐ 2513

交通安全施策の推進・自転車な
どの放置防止などに関すること

啓発・助成係
☎3579 ‐ 2297

土木事業・交通安全の啓発・助
成などに関すること

調整担当係長
☎3579 ‐ 2520

まちづくり事業に関する庁内連
携・連絡調整に関すること

管理課

占用係
☎3579 ‐ 2505

土木施設の協議・許可などに関
すること

土木管理係
☎3579 ‐ 2504

土木施設の管理にかかる財産・
区域・用地の寄付・証明などに
関すること

台帳整備係
☎3579 ‐ 2506

土木施設台帳の整備・地籍調査
などに関すること

境界確定係
☎3579 ‐ 2507 境界の確定・確認に関すること

工事設計課

工務係
☎3579 ‐ 2541

工事の受託協定・発注・調整な
どに関すること

道路設計係
☎3579 ‐ 2523

区道・橋りょうなどの補修設計
に関すること

まちづくり道路設
計係☎3579 ‐ 2521

都市計画道路の事業認可・設計
などに関すること

施設設計係
☎3579 ‐ 2544

街灯・標識・駐輪場などの施設
設計に関すること

みどりと公
園課

みどり計画係
☎3579 ‐ 2525

公園などの政策・みどりの計画
策定に関すること

みどり推進係
☎3579 ‐ 2533 緑化の推進に関すること

公園設計係
☎3579 ‐ 2531

公園などの計画・設計に関する
こと

南部土木サ
ービスセン
ター・北部
土木サービ
スセンター

工事調整係
●南部
…☎3579 ‐ 2508

●北部
…☎5398 ‐ 7333

土木施設の清掃・監察などに関
すること

補修係
●南部
…☎3579 ‐ 1178

●北部
…☎5398 ‐ 1251

土木施設の維持補修・安全点検
などに関すること

地域連携係
●南部
…☎3579 ‐ 2532

●北部
…☎5398 ‐ 1259

道路・公園施設の事業運営にか
かる住民参加などに関すること

教育委員会事務局
◉教育支援センターGIGAスクール推進担当
係長の新設

　区立小・中学校の子どもに貸与しているタ
ブレット型パソコンの管理・運用、校内ネッ
トワーク環境の整備に向けた調整などを行う
ため、GIGAスクール推進担当係長を新設し
ます。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

教育支援セ
ンター

GIGAスクール推
進担当係長
☎3579 ‐ 2196

GIGAスクールの推進に関する
こと

◉中央図書館の再編
　いたばしボローニャ絵本館を併設した中央
図書館のオープンに伴い、図書館施策を着実
に推進するため、中央図書館を再編します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

中央図書館

図書館政策係
☎6281 ‐ 0291

図書館施策の企画・調査・連携
などに関すること

読書推進係
☎6281 ‐ 0291

一般書部門の読書推進に関する
こと

ボローニャ絵本係
☎6281 ‐ 0560

ボローニャ児童図書を含む「絵本
のまち板橋」の推進に関すること

４ 月から区役所の組織が
一部変わります

新型コロナウイルスワクチン接種について詳しくは、 ３月下旬に全戸配布予定の「広報いたばし」新型コロナウイルスワクチン接種特集号をご覧ください

経営改革推進課経営改革グループ
☎3579 ‐ 2060

問　合
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※費用の明示がないものは無料

国際交流事業などに 
助成します

▷対象＝次のいずれかの事業
Ⓐ�４月〜来年３月に実施し、外
国人に日本語を教える

Ⓑ�国際交流・相互理解の促進を
目的として４月〜７月に実施
し、１週間以内で完了する

▷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）※Ⓐの会場・設
備借上費のみ全額※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＝４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

児童手当などの申請は 
お済みですか

　子どもの養育などにかかる負
担を軽減するため、対象児童の
保護者に各種手当を支給してい
ます。所得制限など詳しくは、
区ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
▷手当種類・対象
● 児童手当…15歳になった最初
の３月までの児童

● 児童扶養手当・児童育成手当
（育成手当）…18歳になった最
初の３月（児童扶養手当で、
心身に中度以上の障がいがあ
る場合は20歳未満）までで、
父または母がいない・父また
は母に重度の障がいがある児
童

● 児童育成手当（障害手当）…20
歳未満で、心身に中度以上の
障がいがある、または脳性ま
ひ・進行性筋萎縮症の児童

● 特別児童扶養手当…20歳未満
で、心身に中度以上の障がい
がある児童
▷申請・問＝直接、子ども政策
課子どもの手当医療係（区役所
１階⑥窓口）☎3579 ‐ 2477また
は赤塚支所住民サービス係☎
3938 ‐ 5113

戦没者等の 
遺族のみなさんへ

　国の主催による令和３年度慰
霊巡拝は、カザフスタン共和国
・イルクーツク州・ブリヤート
共和国・ハバロフスク地方・ユ
ダヤ自治州・中国東北地方・イ
ンドネシア・東部ニューギニア
・北ボルネオ・ビスマーク諸島
・トラック諸島・ミャンマー・
フィリピン・硫黄島を予定して
います。詳しくは、お問い合わ
せください。
▷問＝東京都福祉保健局計画課
☎5320 ‐ 4076、板橋区福祉部管
理課援護係☎3579 ‐ 2212

土地建物の調査・測量・
境界などの相談会

　４月１日は「表示登記の日」で
す。これに合わせ、土地建物の
調査・測量・境界問題、不動産
の表示登記の相談に応じます。
▷とき＝４月５日㈪10時〜16時
▷ところ＝グリーンホール504
会議室※当日、直接会場へ。▷
問＝東京土地家屋調査士会板橋
支部・吉田☎5399 ‐ 4386、板橋
区区民相談室☎3579 ‐ 2288

大規模な土地取引の前に
届出が必要になります

　４月から、周辺環境と調和し
た適正な土地利用を推進するた
め、都市づくり推進条例に基づ
く大規模土地取引行為の届出が
必要になります。届出方法など
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

特別区職員（Ⅰ類） 
採用試験を実施します

▷区分・採用予定数＝下表参照
▷第１次試験・選考日＝５月２
日㈰※受験資格など詳しくは、
採用試験・選考案内をご覧くだ
さい。▷採用試験・選考案内の
配布場所＝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・東京23区の
各区役所・特別区人事委員会事
務局・同事務局ホームページ▷
申込＝４月５日（受信有効）まで、
同事務局ホームページ※一般方
式と土木・建築新方式の併願不
可▷問＝同事務局任用課☎5210
‐ 9787、板橋区人事課人事係☎
3579 ‐ 2070
《特別区職員（Ⅰ類）採用試験》

区　分 採用予定数

一般方式

事務 874人程度
土木造園（土木） 53人程度
土木造園（造園） 8 人程度
建築 53人程度
機械 各13人程度電気
福祉 114人程度
心理 24人程度
衛生監視（衛生） 29人程度
衛生監視（化学） 5 人程度
保健師 111人程度

土木・建
築新方式

土木造園（土木） 9 人程度
建築 6人程度

高齢者紙おむつ等 
支給事業を行う事業者

▷期間＝10月〜来年３月※３回
を限度に更新可※事業期間前に
準備期間あり▷選定＝プロポー
ザル方式▷募集要項の配布場所
＝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＝４月９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

「高齢者・シニア世代生活
ガイドブック」の広告

▷掲載位置・規格・掲載料
● 裏表紙の内側全面（縦23㎝×

横16.3㎝）…１万1300円
● 指定ページの全面（縦23㎝×

横16.3㎝）…１万円
● 指定ページの半面（縦11㎝×

横16.3㎝）…5000円
※刷り色は黒色のみ
▷発行部数＝9700部▷発行時期
＝７月中旬予定▷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＝長寿
社会推進課（区役所２階⑯窓口）
・区ホームページ▷申込・問＝
４月16日（必着）まで、申込書・
広告原稿案を直接または郵送・
FAX・Ｅメールで、長寿社会推
進課計画調整係（〒173 ‐ 8501）
☎3579 ‐ 2371 3579 ‐ 2309 ki-
keikaku@city.itabashi.tokyo.jp

富士山麓で冒険トレック
▷とき＝５月１日㈯〜３日㈷
（２泊３日）※13時に乙女森林公
園第１キャンプ場（静岡県御殿
場市深沢2190）集合・３日㈷11

Ⓐ「大谷口上町周辺地区」
地区計画の決定

▷対象区域＝大谷口上町・大谷
口二丁目・大山西町の各地内
Ⓑ「国道254号線（川越街道）Ａ地区」

沿道地区計画の変更
▷対象区域＝ⓐ大山町ⓑ大谷口
上町・大山西町の各地内

ⒶⒷいずれも
▷内容＝建築物の用途の制限・
敷地面積の最低限度など

Ⓒ「大山駅西地区」
地区計画の変更

▷内容＝建築物の用途の制限・
壁面の位置の制限など▷対象区
域＝大山町・大山金井町の各地内

Ⓐ〜Ⓒいずれも
※区域内で建築などを行う場合
は、工事着手の30日前までに届
出が必要。▷計画書などの閲覧
場所＝都市計画課（区役所５階
⑮窓口）
▷問
● 決定・変更の経緯について…
Ⓐ・Ⓑのⓑ市街地整備課住環
境整備計画グループ☎3579 ‐
2562、Ⓑのⓐ・Ⓒ拠点整備課
大山まちづくり第一グループ
☎3579 ‐ 2449

● 届出について…都市計画課ま
ちづくり計画担当係☎3579 ‐
2553

地区計画を決定・変更しました

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

◉�シニア就活オンライン相談
▷とき＝ 3 月25日㈭・29日㈪・ 4 月
5 日㈪・ 7 日㈬、各 1 日制、10時〜
16時※ 1 人20分程度▷内容＝求人探
し・就職活動中の悩みなどの個別相
談※オンライン会議システム「Zoom」
を使用▷対象＝50歳以上で、求職中
の方※定員あり（申込順）▷申込・問
＝ 3 月22日㈪朝 9 時から、電話で、
はつらつシニアいたばし☎5943 ‐
1300
◉�ぬくもりサービス協力会員募集説
明会

　地域住民による支えあいのサービ
ス（ 1 時間あたり700円からの謝礼あ
り）で、家事・外出の付き添いなど
を行う協力会員を募集します。
▷とき＝ 4 月22日㈭14時〜15時30分
▷ところ＝情報処理センター 7 階※
当日に会員登録をする場合は、必要
な持ち物があります。詳しくは、お
問い合わせください。▷申込・問＝
3 月22日㈪朝 9 時から、電話で、ぬ
くもりサービス☎3964 ‐ 1185

時解散予定▷対象＝小学〜高校
生とその保護者▷定員＝６組
（抽選）▷費用＝一般４万2000円
・高校生以下３万8000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。

☆区へ（ 1 月13日〜 2 月 8 日）
▷東京あおば農業協同組合10万円▷
植木セツ 3 万円▷金沢自治会 3 万円
▷いたばしプロレスリング㈱ 2 万円
☆社会福祉協議会へ

（ 1 月 7 日〜 2 月 2 日）
▷里彩くるカエル倶楽部2000円▷
NPO法人環境と美化を考える会
2000円▷伊藤康治 5 万円▷（公社）東
京都宅地建物取引業協会板橋区支部
27万4500円▷上村八郎 1 万5000円▷
NPO法人ゆずり葉600円▷大工原辰
実 1 万円▷カトリック板橋教会15万
円
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※費用の明示がないものは無料

心身障がい者（児） 
レクリエーション事業の
費用の一部を助成します 

▷対象＝区内に本拠があり、次
の全ての要件を満たす団体
●障がいがある区民を対象とす
る福祉活動を実施している

●障がい者（児）が５人以上で、
かつ介助者も合わせて10人以
上が参加予定の事業を計画し
ている

●前年中に、10人以上が参加し
た事業を実施している

●結成後２年以上継続して活動
している

●団体規約・予算書・決算書が
ある

●板橋区心身障がい児余暇活動
支援事業補助金を受けていな
い
▷助成対象期間＝来年３月31日
㈭まで※５月14日㈮までに事前
登録のうえ、事業実施の１か月
前までに申請が必要。▷申込・
問＝直接、障がい政策課管理係
（区役所３階㉔窓口）☎3579 ‐
2361 3579 ‐ 4159

障がい児・者　水泳教室
▷とき＝５月20日〜７月８日の
毎週木曜、８日制、18時30分〜
20時30分▷ところ＝赤塚体育館
▷対象＝区内在住の障がいがあ
る小学生〜64歳で、医師に水泳
が適当と認められた方▷定員＝
15組（初めての方を優先し抽選）
※参加者１人につき、一緒に遊
泳できる付添者（保護者または
介助者）１人が必要。▷費用＝
一般4000円、小・中学生2600円
▷持物＝水着・水泳帽（氏名を
記入）、タオル▷申込・問＝４
月５日㈪まで、電話・FAXで、
障がいサービス課福祉係☎3579
‐ 2362 3579 ‐ 2364※申込記入
例（２面）参照。後日、申込書な
どをお送りします。※初参加者
を対象に、４月22日㈭18時30分
から、グリーンホール502会議
室で面接を行います。

認知症の方を介護する 
家族のための交流会

▷とき・ところ・会名称（各１
日制）＝下表参照▷内容＝交流

・情報交換▷対象＝認知症の方
を介護している家族※定員など
詳しくは、お問い合わせくださ
い。▷申込・問＝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

シニアの 
絵本読み聞かせ講座

▷コース・とき（12日制）
●５月27日〜８月26日（７月22
日・８月12日を除く）の毎週
木曜

●９月９日〜12月２日（９月23
日を除く）の毎週木曜
※10時〜12時
▷ところ＝グリーンカレッジホ
ール（志村３ ‐ 32 ‐ ６）▷内容＝
発声・選書・感情表現などの技
術習得、健康診断▷対象＝区内
在住・在勤で、50歳以上の方▷
定員＝各コース24人（抽選）▷費
用＝5000円▷申込締切＝４月28
日（必着）※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＝長寿社会推進課シニア活
動支援係☎3579 ‐ 2376

はり、きゅう、マッサー
ジ・指圧施術割引券の 
申込を受け付けます

▷利用期間＝４月〜来年３月
▷対象＝区内に住民登録があ
り、次のいずれかの要件を満た
す方
Ⓐ�昭和21年４月２日〜32年４月
１日生まれで、板橋区国民健
康保険に加入している

Ⓑ�後期高齢者医療制度に加入し
ている

※板橋区国民健康保険料・後期
高齢者医療保険料を滞納してい
る方、同年度に申請・受領した
方は申請不可。
▷利用枚数＝７枚（１人１冊）▷
費用＝１回1000円▷申込専用は
がきの配布場所＝国保年金課
（区役所２階㉒窓口）・後期高齢
医療制度課（区役所２階⑬窓口）
・おとしより保健福祉センター
・各区民事務所・各地域センタ
ー・各健康福祉センター・各ふ
れあい館・各いこいの家
▷申込期間
● 直接…４月〜来年３月※持物
…Ⓐ国民健康保険証Ⓑ後期高
齢者医療被保険者証

● はがき（申込専用はがき・郵
便はがき）・電子申請…４月
〜来年２月（消印有効）
▷申込・問＝直接またははがき
・電子申請（区ホームページ参
照）で、Ⓐ国保年金課管理グル
ープ☎3579 ‐ 2401Ⓑ後期高齢医
療制度課管理収納グループ☎
3579 ‐ 2327※郵便はがきを利用
する場合は、申込記入例（２面）の
項目と生年月日、Ⓐは国民健康

保険証の記号・番号、Ⓑは後期高
齢者医療被保険者番号を明記。

敬老入浴事業の受付が 
始まります

▷利用期間＝４月〜来年３月▷
対象＝区内に住民登録があり、
昭和27年４月１日以前に生まれ
た方▷利用回数＝25回▷費用＝
１回100円▷申請書の配布場所
＝長寿社会推進課（区役所２階
⑯窓口）・おとしより保健福祉
センター・各区民事務所・各地
域センター・各健康福祉センタ
ー・各福祉事務所・各いこいの
家・区内各浴場・露天風呂ゆの
花（北区浮間４ ‐ ６ ‐ 10）▷申込
＝申請書を、郵送の場合は来年
３月18日（必着）・直接の場合は
来年３月31日㈭まで、長寿社会
推進課シニア事業係（〒173 ‐
8501）※申込は期間内１回の
み。※申込受付後、入浴券交付
証をお送りします。区内各浴場
・露天風呂ゆの花で入浴券と交
換のうえ、ご利用ください。▷
問＝長寿社会推進課シニア事業
係☎3579 ‐ 2372、敬老入浴事業
専用電話☎3579 ‐
1288（３月22日㈪
〜５月31日㈪の平
日、９時〜17時）

【男女平等推進センター】
▷とき＝３月29日㈪※施設点検
のため▷問＝男女平等推進セン
ター☎3579 ‐ 2790

クーポン券をお持ちの方
　令和元年度・２年度に発行さ
れたクーポン券は、来年２月ま
で使用できますので、忘れずに
ご利用ください。※転出・転入
があった場合は、再発行が必要
です。電話・電子申請（区ホー
ムページ参照）で、板橋区風し
ん対策事業専用ダイヤルにお申
し込みください。

クーポン券をお持ちでない方
　利用には、申込が必要です。
▷利用期間＝４月〜来年２月※
既に同制度で抗体検査・予防接
種を実施している方を除く。▷

申込＝電話・電子申請（区ホー
ムページ参照）で、板橋区風し
ん対策事業専用ダイヤル

いずれも
▷対象＝区内に住民登録があ
り、昭和37年４月２日〜54年４
月１日に生まれた男性※利用方
法など詳しくは、区ホームペー
ジをご覧ください。

成人男性風しん定期接種事業（抗体検査・予防接種）

9

広　告広　告

Ｂ型・Ｃ型 
肝炎ウイルス検査

▷とき＝４月８日㈭９時〜９時
30分▷ところ＝板橋区保健所▷

内容＝問診・採血▷対象＝区内
在住で、15歳以上の方※過去に
肝炎ウイルス検査を受けた方・
治療中の方を除く。▷定員＝10
人（申込順）▷申込・問＝電話
で、予防対策課感染症グループ
☎3579 ‐ 2321

尿もれ予防体操教室
▷とき＝４月20日㈫10時〜11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

乳がん体験者 
いたばしオアシスの会

▷とき＝４月23日㈮13時30分〜
15時30分▷ところ＝板橋区保健
所▷内容＝体験・療養上の悩み
などの語り合い▷対象＝区内在
住・在勤で、乳がんを体験し
た、またはこれから治療を始め
る女性▷定員＝10人（申込順）▷
申込・問＝電話で、女性健康支
援センター☎3579 ‐ 2306

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（申込順）▷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
《医師によるもの忘れ相談》

と　き ところ・申込電話

4月 8日㈭
区役所（ 2 階⑮窓口）

※申込は板橋おとしより
相談センター☎5248 ‐ 2892

4 月12日㈪ 高島平おとしより相談センター
☎5922 ‐ 5661

4 月16日㈮
志村坂上地域センター

※申込は志村坂上おとしより
相談センター☎3967 ‐ 2131

4 月19日㈪ 下赤塚おとしより相談センター
☎3930 ‐ 1821

4 月23日㈮ 中台おとしより相談センター
☎3933 ‐ 8875

※13時20分から・14時から、各 1回制。

板橋区風しん対策事業専用
ダイヤル☎6905 ‐ 7882
（平日、 9時〜17時）

問　合

《認知症の方を介護する
家族のための交流会》

と　き ところ 会名称
Ⓐ 4月 7日㈬・5月12日㈬ 成増アクトホール きずな

Ⓑ 4月 8日㈭・5月 6日㈭
グリーンホール
503会議室 板橋地区

Ⓒ 4月 9日㈮・5月14日㈮
高島平二丁目集会
所・高島平地域セ
ンター

桜の会

Ⓓ 4月13日㈫・5月11日㈫
志村坂上地域セン
ター 志村地区

Ⓔ 4月14日㈬・5月12日㈬
おとしより保健福
祉センター

男性家族
交流会

Ⓕ 4月15日㈭・5月20日㈭ きたのホール やすらぎ

Ⓖ 4月21日㈬・5月19日㈬
おとしより保健福
祉センター ひだまり

※13時30分〜15時30分（Ⓓは14時〜16時）
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感染防止に
ご協力を

お願いします
板橋区コロナワクチンコールセンター

☎₀12₀ ︲ ₉₈₅ ︲ 2₅2（ ₉ 時～1₈時）
※高齢者用接種券は、４月中旬以降に
発送予定です。

板橋区新型コロナ健康相談窓口
● 3 月まで…☎₅₈₇₇ ︲ ₄₈3₄
● ₄ 月から…☎₄216 ︲ 3₈₅2

（いずれも平日、 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の健康相談窓口新型コロナウイルスワクチン接種の相談窓口

◉�介護保険料基準額の設定
　第８期（令和３〜５年度）の保険
料基準額は、月6040円です。この
基準額に、該当する所得段階の保
険料率をかけた額の12か月分（100
円未満切り捨て）が、年間保険料
になります（表１参照）。
◉�意見の概要と区の考え方
▷意見の件数＝７件（３人）▷意見

　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
画を策定しました。

の概要と考え方（抜粋）＝表２参照
▷全文の閲覧場所＝３月25日㈭か
ら、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（中央図書館を
除く）・区ホームページ

高齢者保健福祉・介護保険事業計画₂₀₂₃を策定しました
《第 ₈期（令和 ₃～ ₅年度）の所得段階別介護保険料》

第� 8 �期

◀

第 7期（参考）
所得
段階 対　象 保険

料率 年間保険料 保険
料率 年間保険料

1

●生活保護を受給中の方
●老齢福祉年金を受給中で、世帯全員が住
民税非課税の方

●世帯全員が住民税非課税で、本人の前年
中の合計所得金額と課税対象年金収入額
の合計が80万円以下の方

0.3
（0.5）

2 万1700円
（ 3 万6200円）

0.3
（0.5）

2 万1300円
（ 3 万5600円）

2
世帯全員が住
民税非課税の
方

本人の前年中の合計所得金額
と課税対象年金収入額の合計
が80万円を超え、120万円以
下の方

0.45
（0.7）

3 万2600円
（ 5 万700円）

0.45
（0.7）

3 万2000円
（ 4 万9800円）

3
本人の前年中の合計所得金額
と課税対象年金収入額の合計
が120万円を超える方（本人が
住民税未申告の場合を含む）

0.7
（0.75）

5 万700円
（ 5 万4300円）

0.7
（0.75）

4 万9800円
（ 5 万3400円）

4 本人は住民税
非課税で、同
世帯に住民税
課税者がいる
方

本人の前年中の合計所得金額
と課税対象年金収入額の合計
が80万円以下の方

0.9 6 万5200円 0.9 6 万4100円

5
本人の前年中の合計所得金額
と課税対象年金収入額の合計
が80万円を超える方（本人が
住民税未申告の場合を含む）

1.0 7 万2400円 1.0 7 万1200円

6

本人に住民税
が課税されて
いる方

前年中の合計所得金額が125
万円未満の方 1.15 8 万3300円 1.15 8 万1900円

7 前年中の合計所得金額が125
万円以上210万円未満の方 1.25 9 万600円 1.25 8 万9100円

8 前年中の合計所得金額が210
万円以上320万円未満の方 1.45 10万5000円 1.45 10万3300円

9 前年中の合計所得金額が320
万円以上400万円未満の方 1.65 11万9500円 1.65 11万7600円

10 前年中の合計所得金額が400
万円以上550万円未満の方 1.85 13万4000円 1.85 13万1800円

11 前年中の合計所得金額が550
万円以上700万円未満の方 2.05 14万8500円 2.05 14万6100円

12 前年中の合計所得金額が700
万円以上1000万円未満の方 2.25 16万3000円 2.25 16万300円

13 前年中の合計所得金額が1000
万円以上1500万円未満の方 2.65 19万2000円 2.65 18万8800円

14 前年中の合計所得金額が1500
万円以上の方 3.15 22万8300円 3.15 22万4500円

※第 1 〜 5 段階では、合計所得金額がマイナスの場合、同金額を 0 円と置き換えます。ま
た、公的年金などに係る雑所得を控除した額を適用します。※第 1 〜 3 段階のカッコ内
は、公費による保険料軽減を実施する前の料率・年間保険料です。※長期譲渡所得・短期
譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を適用します。また、平成30年度税制改正（給与
所得控除・公的年金等控除の10万円引き下げ分）による影響が生じないように調整します。

表 2 《意見の概要と区の考え方（抜粋）》
意見の概要 区の考え方

災害時の被害状況（予想）と対応
を追加すると良いのではない
か。

第 4章の中に、地震・風水害などの自然災害や、新型コ
ロナウイルス感染症に対する区の対応策などを追加しま
した。

地域包括支援センターの機能
強化について、具体的にどの
ような事業・役割が想定され
るのかお示しいただきたい。

地域包括支援センターは、大別して総合相談・支援、権
利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、介護予防ケ
アマネジメントの 4つの役割を担っていますが、これら
の役割に付随する各種業務は、地域包括支援センターの
重要性が年々高まるとともに、多様化しつつある状況に
あります。そこで、区内各地域包括支援センターへ個別
のヒアリングなどを通して、業務内容の分析・評価を行
い、業務の改善を図ることで地域包括支援センターの機
能強化につなげていきます。また、地域ケア会議の位置
付けの整理などを行い、地域包括支援センターを含む地
域の支援ネットワーク構築、地域を支える方々との連携
を強化していきます。

● 計画について…介護保険課管理相談係☎3579 ‐ 2357
●介護保険料について

…介護保険課資格保険料係☎3579 ‐ 2359

問　合
※意見の募集に際し、意見をお寄せいただきありがとうございました。

表 1

　ニリンソウは、１本の茎に白い花を
２輪ずつ咲かせる春の花で、ソメイヨ
シノが咲く頃から２週間くらいまでが
見頃です。初夏には、地上部が枯れて
しまうため、目にする機会が少ない山
野草です。
　区は、昭和55年にニリンソウを区の
花に選定し、そのほかの山野草・樹林
を含めたニリンソウの生育環境を大切
にしています。

◉�ニリンソウ展
▷とき＝３月30日㈫〜４月９日
㈮の平日、９時〜17時▷ところ
＝プロモーションコーナー（区
役所１階）▷内容＝ニリンソウ
の生態・保全活動
◉�緑のガイドツアー・ニリンソ
ウコース

▷とき＝４月６日㈫※10時に都
営三田線「新高島平」集合・12時

都立赤塚公園大門地区(大門₁₆)

　都内最大級の自生地です。赤
塚公園友の会が保全活動を行っ
ています。

赤塚植物園

　約３万輪のニリンソウを間近

30分赤塚植物園解散予定※雨天
時は７日㈬に順延▷内容＝都立
赤塚公園などのニリンソウ大群
落・野草の観察▷定員＝15人
（抽選）▷費用＝100円▷申込＝
３月26日㈮ま
で、電話で、
みどりと公園
課緑化推進グ
ループ

に見られます。開花状況を区ホ
ームページでお知らせしていま
す。

小豆沢公園(小豆沢４ ︲ ₁₆)

　北側斜面に群落が多く見られ
ます。小豆沢公園愛護協力会が
手入れをしています。

にりんそう公園・日暮台公園などでも見られます

₃ 月₂₀日～ ₄月₁₈日はニリンソウ月間

みどりと公園課緑化推進グループ☎3579 ‐ 2533問　合

月間中の催しニリンソウの咲く公園

ニリンソウが
見頃を迎えます
区の花

区の花ニリンソウ


