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※費用の明示がないものは無料

現代のいかけやさんの
開設日を変更しました

　４月から、壊れた日用品を修
理・再生する現代のいかけやさ
んの開設日を変更しました。
▶変更後の開設日＝土曜、第２
・４月曜、９時30分～15時※費
用など詳しくは、エコポリスセ
ンターホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。
▶問＝同センター☎5970 - 5001
〈第３月曜休館〉

ひとり親家庭にホーム
ヘルパーを派遣します

　就労・一時的な病気などで、
家事・育児などの支援を必要と
するひとり親家庭に、ホームヘ
ルパーを派遣します。
▶対象＝区内在住で、小学生以
下のお子さんがいるひとり親家
庭※派遣時間・費用など詳しく
は、担当地域(区ホームページ
参照)の福祉事務所にお問い合
わせください。▶問＝板橋福祉

のとおりです。いずれも有資格
者による調査・検査報告が義務
付けられています。
▶問
●  建築物について…(公財)東京
都防災・建築まちづくりセン
ター☎5989 - 1929

●  防火設備について…(公財)東
京都防災・建築まちづくりセ
ンター☎5989 - 1937

●  建築設備について…(一財)日
本建築設備・昇降機センター
☎3591 - 2421

●  昇降機について…(一社)東京
都昇降機安全協議会☎6304 -
2225

●  制度全般について…板橋区建
築指導課設備審査係☎3579 -
2577

議会報告会
▶とき＝５月17日㈪18時30分～
19時30分▶ところ＝第一委員会
室(区役所11階)▶内容＝令和３
年第１回定例会などの概要報告
※手話通訳・インターネット中
継あり▶定員＝50人(申込順)※
お子さんの保育あり(定員あり、
申込順)▶申込・問＝４月26日㈪
朝９時から、電話・Ｅメール
で、区議会事務局☎3579 - 2704
g-chosa@city.itabashi.tokyo.jp
※申込記入例(５面)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、４月27日㈫
までにお申し込みください。

外国人のための法律相談
▶とき＝５月20日㈭13時30分～
16時※相談時間は１人30分▶内
容＝電話・オンライン会議シス

　パブリックコメント(意見)・公募
委員の募集など、計画などの策定過
程における区民参加に関する情報を
メールで配信しています。月１回程
度、登録されたメールアドレスに、
募集情報の予定を配信します。ぜ
ひ、ご活用ください。

テム「Zoom」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
込締切＝５月13日㈭※申込方法
など詳しくは、(公財)板橋区文
化・国際交流財団ホームページ
をご覧ください。▶問＝同財団
(区役所内)☎3579 - 2015

軽自動車税（種別割）納税
通知書をお送りします

　軽自動車税(種別割)は、毎年
４月１日現在の所有者に課税さ
れます。令和３年度の納税通知
書を５月11日㈫にお送りします
ので、５月31日㈪までに、お近
くの金融機関・コンビニエンス
ストアなどでお支払いくださ
い。※４月２日以降に廃車届を
出した場合も、３年度の課税対
象になります。
◉軽自動車税(種別割)の減免
▶対象＝次のいずれかの要件を
満たす方
●  身体または精神に障がいがあ
り、歩行が困難である

●生活保護を受給している
●  身体が不自由な方の利用に供
する車両(車いす移動車など)
を所有している

▶申請期限＝５月31日㈪※申請

せください。▶問＝課税課税務
係☎3579 - 2095

◉都市計画審議会
▶とき＝５月10日㈪14時から▶
ところ＝第一委員会室(区役所
11階)▶内容＝特別工業地区・
生産緑地地区の変更、板橋駅西
口周辺地区の地区計画の決定▶
定員＝５人(先着順)※当日、13
時～13時45分に都市計画課(区
役所５階⑮窓口)で受付。▶問
＝都市計画課調整・都市基盤
DX係☎3579 - 2566

◉ 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＝５月１日㈯～５日㈷※
設備点検のため▶問＝戸籍住民
課証明係☎3579 - 2210

対　象 用　途 報告時期

建築物
(特定建築物)

劇場・映画館・演芸場・旅館・ホテル 11月~来年 1月
※毎年報告する
義務あり

観覧場(屋外観覧席のものを除く)・公会堂・集会場
百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗など
● 下宿・共同住宅・寄宿舎 
● 高齢者・障がい者などの就寝に供する共同住宅・
寄宿舎(サービス付き高齢者住宅・認知症高齢者グ
ループホーム・障がい者グループホーム)

5月~10月※3
年ごとに報告す
る義務あり

防火設備 随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く)

前年の報告日の
翌日から起算し
て 1年を経過す
る日まで※毎年
報告する義務あ
り

建築設備

換気設備(自然換気設備を除く)
排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)
非常用の照明装置
給水設備・排水設備(給水タンクなどを設けるもの)

昇降機
エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けて
いるものを除く)
エスカレーター
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

区民参加に関する情報をメールでお知らせします
政策企画課総合調整係☎3579 - 2011問　合

●パブリックコメントの募集
●付属機関などの会議の傍聴
●付属機関などの公募委員の募集
● このほか、計画などの策定過程における区民
参加の機会に関する情報

配信情報
❶ スマートフォンなどで、二次元コードを読み
取り、区ホームページに接続

❷   メールアドレスなどの必要事項を
　入力
❸登録完了

登録方法

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

事務所総合相談
係 ☎ 3 5 7 9 -
2322、赤塚福祉
事務所総合相談
係 ☎ 3 9 3 8 -
5126、志村福祉
事務所総合相談
係☎3968 - 2331

建築物などの定期調査・
検査報告をお願いします

　今年度に、定期調査・検査報
告が必要な建築物などは、下表

- 2095

コンビニエンスストアで
交付する税証明書の
年度を切り替えます

　６月10日㈭から、令和３年度
の税証明書の発行を開始しま
す。これ以降、令和元年度(平
成31年度)の税証明書は、コン
ビニエンスストアでは発行でき
ませんので、ご注意ください。
▶変更内容＝「令和元年度・２
年度」を「令和２年度・３年度」
に変更※詳しくは、お問い合わ

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。
《いずれも》
▶問＝課税課
税務係☎3579《定期調査・検査報告対象一覧》

新型コロナウイルス感染症の影響で、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

3977 - 6061

◉色鉛筆美術展覧会　
▶とき＝４月27日㈫～５月３日㈷、
11時～19時(初日は14時から、最終
日は15時まで)▶内容＝色鉛筆画50
点
◉日沼・入谷・石川三人展　
▶とき＝５月１日㈯～５日㈷、11時
～18時(初日は13時から、最終日は
17時まで)▶内容＝写真30点
◉みどり写真クラブ展　
▶とき＝５月７日㈮～10日㈪、10時
～17時(初日は13時から、最終日は
16時まで)▶内容＝写真50点
◉アペレス会展　
▶とき＝５月11日㈫～16日㈰、10時
～17時(初日は13時から、最終日は
16時まで)▶内容＝油絵40点
◉ERIKO二人展　
▶とき＝５月18日㈫～23日㈰、11時
～17時(初日は13時から)▶内容＝油
彩・日本画20点
◉七色庭園2021　
▶とき＝５月21日㈮～23日㈰、９時
30分～18時(初日は13時から)▶内容
＝夏をテーマにした作品30点
◉志村彩友会展　
▶とき＝５月25日㈫～31日㈪、11時
～18時(初日は13時から、最終日は
17時まで)▶内容＝絵画50点
◉板橋きりえの会作品展　
▶とき＝５月27日㈭～30日㈰、10時
～17時(初日は12時から、最終日は
15時まで)▶内容＝切り絵30点


