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5.1

本号は5月8日号との合併号です。次回は5月15日㈯に発行します

新型コロナウイルス感染者数の増加を受け、国から緊急事態宣言が発出されました。
感染拡大の防止には、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の高い行動を避け、感染対策を徹底しましょう。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
▶対象＝平成15年４月２日以降に生まれたお子さん（中度以上の障がいがある場合は19歳以下）がいる
ひとり親世帯などで、次のいずれかの要件を満たす方

子ども政策課子どもの手当医療係☎3579 ‐ 2744問　合

▶支給額＝子ども１人につき５万円
※🅐申請不要。対象者には、５月中旬にお知らせをお送りします。
※🅑🅒申請必要。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。

⃝🅐 令和３年４月分の児童扶養手当を受給する(全額支給停止の方を除く)
⃝🅑 公的年金などを受給しており、令和３年４月分の児童扶養手当が全額支給停止になる
⃝🅒 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になった

緊急事態宣言が
発出されています

４月25日～
５月11日

※ ₄月₂₆日時点の情報に基づき作成しています。

区施設の休館などの最新情報は、区ホームページをご覧ください

不要不急の外出・移動を
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

手洗い・マスク着用・
３密(密閉・密集・密接)の回避
を徹底してください

区民のみなさんへのお願い

新型コロナウイルスの
健康相談窓口

板橋区新型コロナ健康相談窓口
☎₄21₆ ︲ ₃₈₅2（平日、９時～1₇時）

東京都発熱相談センター
☎₅₃20 ︲ ₄₅₉2（2₄時間）

板橋区新型コロナワクチンコールセンター
☎0120 ︲ ₉₈₅ ︲ 2₅2（９時～1₈時）

新型コロナウイルス
ワクチン接種の相談窓口



令和 ３年（２０２1年）５月 1日（土）広報　いたばし
※費用の明示がないものは無料2

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

しょうぶ湯を行います
▶とき＝５月５日㈷▶ところ＝
区内各浴場※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＝
産業振興課商業振興係☎3579 ‐
2171

外国人のための�
専門家電話相談会

▶とき＝６月６日㈰13時30分〜
16時※相談時間は１人30分▶内
容＝弁護士などによる在留資格
・労働・保険などの相談※英語
・中国語・韓国語の通訳あり▶
対象＝外国籍の方▶申込＝５月
20日㈭まで、（公財）板橋区文化
・国際交流財団ホームページ▶

から３年間▶対象＝区内在住の
40歳以上で、平日昼間におとし
より保健福祉センターで行う会
議（年４回程度）に出席できる方
▶選考＝作文・面接▶申込・問
＝５月31日（必着）まで、作文

「住み慣れた地域で暮らし続け
る た め の 介 護 予 防 に つ い て 」
（800〜1200字）と、別紙に申込
記入例の項目、性別、職業、応
募動機、介護経験の有無、区の
ほかの会議での委員歴を明記の
うえ、直接または郵送で、おと
しより保健福祉センター管理係
（〒174 ‐ 0063前野町４ ‐ 16 ‐
１）☎5970 ‐ 1119

区立高齢者住宅・�
区営住宅などの入居者

　今回の募集は、空き家（今後
１年間に発生が予想されるもの
を含む）の入居者を事前に決め
ておくためのものです。
▶募集内容・戸数
●区立高齢者住宅（けやき苑）…　 
　65歳以上の単身者向け６戸・ 
　２人世帯向け９戸
●区営住宅…家族向け（一般）９ 
　戸
●改良住宅…１・２人向け１戸、 
　２人以上向け２戸
●都営住宅（板橋区地元割当）… 
　１・２人向け２戸
※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＝５
月24日㈪〜31日㈪に、住宅政策
課（区役所５階⑭窓口）・庁舎案
内（区役所１階）・赤塚支所・各
地域センター・各区民事務所・
各福祉事務所・区ホームページ
※夜間・土曜・日曜は、区役所
の夜間受付で配布。▶申込＝６
月３日（必着）まで、申込書を郵
送で、住宅政策課住宅運営係※
５月24日㈪〜６月１日㈫の消印
が必要▶問＝板橋区住宅政策課

舟渡地区で開催する�
「区民と区長との懇談会」�
の参加者

▶とき＝７月28日㈬14時〜15時
▶ところ＝舟渡ホール▶内容＝
地域の課題・区政に関する意見
交換▶対象＝舟渡在住の方▶募
集人数＝🅐発言者…３人（書類
選考）🅑傍聴者…５人（申込順）
▶申込・問＝🅐５月24日（必着）
まで直接または郵送・Eメール
で、🅑５月６日㈭朝９時から電
話で、広聴広報課広聴係（区役
所４階㉓窓口、〒173 ‐ 8501）☎
3579 ‐ 2024 kkouho@city.
itabashi.tokyo.jp※🅐は当日発
言したい内容１件（800字以内）
と、別紙に申込記入例の項目を
明記。

問＝同財団（区役所内）☎3579 ‐
2015

「2021いたばし学習・ス
ポーツガイド（春夏号）」
をご活用ください

　区が９月までに実施する事業
を「文化・教養」「健康とくらし」

「出産・育児」などの９分野ごと
に紹介する冊子です。
▶閲覧場所＝生涯学習課（区役
所６階⑮窓口）・各地域センタ
ー・各区民事務所・各健康福祉
センター・区ホームページなど
▶問＝生涯学習課生涯学習推進
係☎3579 ‐ 2633

雨水タンク購入費用を�
助成します

　雨水を植物への水やり・打ち
水などに有効利用できる雨水タ
ンクの購入費用を助成します。
※事前に申請が必要。詳しく
は、お問い合わせください。

地域ケア運営協議会�
区民委員

▶募集人数＝２人▶任期＝７月

※１：一般労働能力に欠ける程度（身体障害者手帳１・２級程度など）
※２：障害手当が認定になると、心身障害者福祉手当（障がいサービス課）は受給不可。
※３：障がいの種類・程度により異なります。
※施設入所児童は対象外

手当名 手当月額 受給要件

児
童
育
成
手
当

育
成
手
当

１人につき
１万3500円

次のいずれかに該当するお子さんで、18歳になった最初の３月まで対象
●父母の離婚により、父または母と生計を共にしていない
●父または母が、死亡したか生死不明である
●父または母に、重度（※１）の障がいがある
●父または母に、１年以上遺棄されている
●父または母が、法令で１年以上拘禁されている
●母が、婚姻によらないで出産した
●父または母が、裁判所からのDV保護命令を受けた

障
害
手
当

１人につき
１万5500円

次のいずれかに該当する19歳以下のお子さんが対象（※２）
●愛の手帳１～３度程度
●身体障害者手帳１・２級程度、その他（※３）
●「脳性まひ」または「進行性筋萎縮症」

児童育成手当の申請受付が始まります

５月12日〜６月23日
ハイライフいたばし 

お得な入会キャンペーン

▶助成金額＝購入
費 用 の ２ 分 の １
（上限２万2000円）
▶問＝環境政策課
自然環境保全係☎
3579 ‐ 2593

住宅運営係☎3579 ‐ 2187、㈱東
急コミュニティー（区役所内）☎
5943 ‐ 5006

　ハイライフいたばしは、区内
の中小企業などで働く勤労者・
個人事業主のための福利共済制
度です。レジャー・トラベルの
施設利用割引、日帰り温泉・人
間ドックなどの利用補助、映画
・観劇・スポーツ観戦などの割
引チケットあっせんなどのほ

か、会員・家族のお祝いなどに
給付金を支給しています。キャ
ンペーン期間中は、入会金・会
費が無料になるほか、入会者・
紹介者に商品券（1000円分）を進
呈します。※特典内容・入会方
法など詳しくは、お問い合わせ
ください。

（公財）板橋区産業振興公社☎5375 ‐ 8102問　合

　今年度の認定申請の受付が始
まります。前年の所得超過など
で、現在手当を受給していない
方が対象です（手当月額などは
右表参照）。なお、現在手当を受
給している方には、６月上旬に
現況届をお送りします。※所得
限度額・必要書類など詳しくは、
子ども政策課子どもの手当医療

係にお問い合わせください。
▶支給＝申請の翌月分から※６
月分から受給するには、５月31
日㈪までに申請が必要。▶決定
＝令和２年分の所得の確定後※
結果は７月中旬以降にお送りし
ます。※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。

子ども政策課子どもの手当医療係☎3579 ‐ 2477、
赤塚支所住民サービス係☎3938 ‐ 5113問　合

◉�自筆証書遺言書保管制度を
　ご存じですか
　自分で書いた遺言書を法務局に預
けられる制度です。詳しくは、法務
省ホームページをご覧ください。
▶問＝東京法務局板橋出張所☎3964
‐ 5385

▶予約の条件＝501会議室と502会議
室を同時利用し、501会議室を保育
室として利用すること▶抽選＝５月
20日㈭朝９時から、男女社会参画課
（区役所６階）※抽選後、空きがある
場合は５月24日㈪まで受付。▶問＝
男女社会参画課男女平等推進係☎
3579 ‐ 2486

◉コロナ緊急支援活動助成金
▶対象＝新型コロナウイルス感染症
の影響で、日常生活に困難を抱える
子ども・子育て家庭・高齢者などを
区内で支援する団体▶助成金額＝上
限10万円※申込方法など詳しくは、
（福）板橋区社会福祉協議会ホームペ
ージをご覧になるか、お問い合わせ
ください。▶問＝同協議会☎3964 ‐
0236

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約（来年１月分）
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▶とき＝６月19日㈯９時〜15時※抽選で開始時間を振り分け。※雨天時は20日㈰
に順延▶ところ＝農業体験農園（赤塚５ ‐ 22）※駐車場・駐輪場はありません。▶
対象＝区内在住・在学で、中学生以下のお子さんとその保護者▶定員＝400人（抽
選）▶費用＝１人500円※３株まで持ち帰り可※天候などにより、作物の生育に影
響が出る場合あり。▶持物＝軍手・持ち帰り用袋▶申込・問＝５月21日（必着）ま
で、往復はがき（１世帯１枚）で、赤塚支所都市農業係（〒175 ‐ 0092赤塚６ ‐ 38 ‐
１）☎3938 ‐ 5114※申込記入例（２面）の項目と参加人数を明記

親子でじゃがいも収穫体験

みんなでできる
アルミ缶リサイクル教室

▶とき＝５月23日㈰10時20分〜
12時10分▶講師＝アルミ缶リサ
イクル協会職員▶対象＝小学生
または小学生とその保護者（小
学３年生以下は保護者同伴）▶
定員＝10組（申込順）▶ところ・
申込・問＝５月１日㈯朝９時か
ら、電話で、リサイクルプラザ
☎3558 ‐ 5374※同プラザホーム
ページからも申込可

小茂根図書館の講座
🅐音読講座
▶とき＝５月16日㈰14時から▶
内容＝大人気漫画で使用されて
いる漢字「炭・禰・豆」の解説な
ど▶講師＝大東文化大学教授
山口謠司
🅑昔話講座
▶とき＝５月21日㈮14時から▶
内容＝昔話・昔話絵本の解説な
ど▶講師＝（公財）東京子ども図
書館　床井文子
《🅐🅑いずれも》
▶対象＝中学生以上の方▶定員
＝🅐15人🅑20人（いずれも申込
順）▶ところ・申込・問＝５月
２日㈰朝９時から、直接または
電話で、小茂根図書館☎3554 ‐
8801〈第３月曜・月末日休館〉

認知症予防講演会
▶とき＝６月２日㈬14時〜15時
30分▶ところ＝区立文化会館大
会議室▶内容＝講演「認知症の

手ぬぐいの藍染め体験
▶とき＝🅐５月29日㈯🅑６月６
日㈰、各１日制、13時30分〜15
時▶内容＝渋沢栄一の生家にち
なんだ藍染め体験▶対象＝🅐区
内在住・在学の小・中学生とそ
の保護者🅑区内在住・在学の小
・中学生とその保護者または区
内在住・在学の方▶定員＝🅐🅑
各４組（抽選）▶費用＝１枚600
円（１組２枚まで）▶ところ・申
込・問＝５月20日（必着）まで、
往復はがきで、郷土資料館（〒
175 ‐ 0092赤塚５ ‐ 35 ‐ 25）☎
5998 ‐ 0081〈月曜休館。ただし
５月３日㈷は開館し６日㈭休
館〉※申込記入例（２面）参照。
親子の場合は希望日（🅐または
🅑、どちらでもよい場合は優先
順位）を明記。

演劇ワークショップ
▶とき＝🅐８月３日㈫🅑４日
㈬、各１日制、10時〜13時▶と
ころ＝高島平区民館▶対象＝区
内在住・在学の🅐小学１〜４年
生🅑小学５年〜高校生▶定員＝
🅐🅑各15人（抽選）▶費用＝1000
円▶申込・問＝６月25日（消印
有効）まで、はがきで、（公財）
板橋区文化・国際交流財団（〒
173 ‐ 0014大山東町51 ‐ １）☎
3579 ‐ 3130※申込記入例（２面）

本人に聴いた認知症に備えるべ
きこと」▶講師＝（地独）東京都
健康長寿医療センター研究所研
究員　宮前史子▶対象＝区内在
住で、65歳以上の方▶定員＝40
人（申込順）▶申込・問＝５月６
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

◉公共交通会議
▶とき＝５月14日㈮14時〜16時
▶ところ＝災害対策室（区役所
４階）▶内容＝公共交通の利便
性向上の検討▶定員＝５人（先
着順）※当日、13時15分〜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
画課交通企画都市基盤係☎3579
‐ 2548

◉清水図書館
▶とき＝５月24日㈪〜29日㈯※

尿もれ予防体操教室
▶とき＝５月21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

離乳食から
幼児食へのすすめ方

▶とき＝６月１日㈫、🅐10時〜
10時30分🅑14時〜14時30分▶内
容＝講義・調理実演▶対象＝区
内在住で、開催日現在、🅐１歳
〜１歳６か月🅑生後９〜11か月
のお子さんの保護者※いずれも
対象月齢のお子さんの同伴可▶
定員＝🅐🅑各８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

膠原病の方の交流会
▶とき＝６月２日㈬13時30分〜
15時30分▶ところ＝板橋健康福
祉センター▶内容＝🅐療養上の
体験の情報交換🅑タオル体操な
ど▶講師＝🅑センター運動指導
員▶対象＝区内在住・在勤で、
膠原病を患っている方とその家
族▶定員＝20人（申込順）▶持物
＝フェイスタオル▶申込・問＝
電話で、予防対策課管理・精神
難病係☎3579 ‐ 2329

※申込開始日の明示がないものは
5月6日㈭朝9時から受け付けます。

の項目と学年、保
護者氏名を明記。
※同財団ホームペ
ージからも申込可

資料点検・整備のた
め▶問＝清水図書館
☎3965 ‐ 9701〈第３
月曜・月末日休館〉

広 告

◆広告コーナー 広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。掲載のお問い合わせは広聴広報課広報係☎3579 ︲ 2022

▶問＝広聴広報課広報係☎3579 ‐ 2022

　「広報いたばし」は、第１〜４土曜に約15万8000部発
行しています。ぜひ、ご活用ください。※募集号・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。

「広報いたばし」に
広告を掲載しませんか

郵送などによる
手続きを

ご活用ください



令和 ３年（２０２1年）５月 1日（土）広報 いたばし
※費用の明示がないものは無料₄

▶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

５月のテーマ
「中央図書館グランドオープン」

生活支援課庶務係☎3579 ‐ 2352
問　合

民生委員・児童委員にご相談ください

民生委員・児童委員
PRイベント

▶とき＝５月31日㈪10時〜16時▶ところ＝イ
ベントスクエア（区役所１階）▶内容＝民生委
員・児童委員の活動を紹介するパネル展など

東京都民生委員・児童委員
イメージキャラクター「ミンジー」

　民生委員・児童委員には、秘密を守る義務が
あるため、相談内容が漏れる心配はありませ
ん。一人で悩まず、ご相談ください。

相談の秘密は守られます
　民生委員・児童委員には、それぞれの担当区域があります。お住ま
いの地域の民生委員・児童委員がわからない場合は、生活支援課庶務
係にお問い合わせください。

相談したい場合はどうしたらいいの？ 相談の秘密は守られます相談の秘密は守られます

高齢者の
一人暮らしで
不安

生活に
困っている

相談先が
わからない

近所で
心配な方が
いる

育児で
悩んでいる

　民生委員は、地域から推薦され、民生委員法に基づき、厚生労働大
臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。ただし、給与の支給はな
く、ボランティアとして活動しています。また、民生委員は児童福祉
法に定める児童委員を兼ねており、その中には子どもに関する問題を
専門に対応する主任児童委員もいます。高齢者・児童の見守り活動の

民生委員・児童委員ってどんな人？ こんなときはご相談ください

ほか、区の様々な事業に協力しています。
　区では現在、515人の民生委員・児童委員（うち主任
児童委員34人）と、民生委員・児童委員の活動に協力
する８人の協力員が活躍しています。

グリーンフェスタ2021

みどりと公園課みどり推進係☎3579 ‐ 2533問　合

※駐車場はありません。
※雨天時は、中止・変更になる催しあり。

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

消費者センター☎3579 ‐ 22₆₆問　合

近年、契約トラブル・悪質商法は、ますます多様化・複雑化しています。
消費者センターでは、消費生活に関する問題解決をお手伝いします。

消費者センターを
ご利用ください

消費者センターを
５月は消費者月間

　区内団体が主催する学習会な
どに、専門知識を持った消費生
活相談員を派遣しています。※
申込方法など詳しくは、お問い
合わせください。

学習会への講師派遣

　くらしに役立つ情報・相談事
例・悪質商法への注意喚起など
を掲載しています。
▶配布場所＝区内の公共施設・
スーパーマーケット・区ホーム
ページなど

消費者センター情報紙
「くらしのＥ

あ い

ｙｅ」

　専門の相談員が公正・中立な
立場で、契約トラブル・悪質商
法などの消費生活に関する相談
に応じています。
▶対象＝区内在住・在勤・在学
の方▶相談方法＝直接または電
話で、消費者センター（情報処
理センター７階）
　　　　

　年に数回、相続・遺言・お金

消費生活相談

消費生活講座

などのくらしに
役立つ講座を開
催しています。

消費者センターの主な取組
と　き　５月15日㈯～23日㈰(17日㈪・18日㈫を除く)、10時～16時
ところ　赤塚植物園

開 催 案 内

●パネル展「いたばしみどり」
●記念撮影スポット「野菜の花畑」
●園内クイズラリー

◉園内ガイドツアー
▶とき＝５月15日㈯・16日㈰・22日㈯・23日㈰、10時から・14
時から、各１回制▶定員＝各回10人（抽選）▶申込＝５月７日㈮
16時まで、電話で、みどりと公園課みどり推進係

期間中 の 催し

申込が必要な催し

　民生委員・児童委員は、援助を必要とする方の様々な相談に応じ、区・関係機関への橋渡しを行っています。
　今日は、５月12日の「民生委員・児童委員の日」に合わせて、活動内容などを紹介します。


