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本日、「広報いたばし特集版（渋沢栄一といたばし）」も発行しています。ぜひ、ご覧ください

新型コロナウイルス感染症の拡大防止には、みなさんの徹底した対策が不可欠です。
緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染対策を徹底しましょう。

対象・支援内容など詳しくは、お問い合わせください。

内　容 問

総合相談

住民税・軽自動車税(種別割)の納付相談 納税課☎3579－2141・2135・2138・2145
国民年金保険料の免除・納付猶予 国保年金課国民年金係☎3579－2431

国民健康保険料の減免・納付相談 ●減免について…国保年金課国保資格係☎3579－2406
●納付相談について…国保年金課国保収納係☎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係☎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

返済猶予 板橋区福祉資金の返済猶予 生活支援課福祉資金係☎3579－2353

給付・助成金

国民健康保険傷病手当金 国保年金課国保給付係☎3579－2404
新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金 生活支援課自立支援金給付担当係☎6905－7501

子育て世帯生活支援特別給付金 子ども政策課子どもの手当医療係☎3579－2744
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)
雇用調整助成金 雇用調整助成金コールセンター☎0120－60－3999(９時～21時)
高等教育の修学支援新制度 奨学金相談センター☎0570－666－301・☎6743－6100(いずれも平日、９時～20時)

発熱・呼吸器症状などがある場合

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相談窓口

手洗い・
マスク着用の徹底

３密(密閉・密集・
密接)の回避身体的距離の確保 区民の皆様へ

　東京都における緊急事態宣言が９月30日をもって解
除されました。新規感染者数は減少していますが、リ
バウンドを確実に食い止めるため、引き続き感染対策
の徹底をお願いいたします。
　さて、区内のワクチン接種は、10月下旬までに８割
の方が２回目の接種を完了できる見通しです。また、
新たに「板橋区新型コロナウイルス感染症自宅療養者
医療サポート事業」を開始したほか、区内の中小企業
の皆様へ区独自の事業継続支援金の給付などを行う予
定です。
　今後も、区民の皆様の心に寄り添った生活支援・産
業支援策などに全力を尽くしてま
いります。心を一つに、この困難
を克服していきましょう。

板橋区長

感染防止にご協力をお願いします

区民向け

新型コロナウイルス感染症に関する支援案内
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※費用の明示がないものは無料

行政評価とは
　区の施策・事務事業の成果を客観的な
数値で表して評価・検証し、今後の改善
につなげていく取組です。

評価対象
施策
　全68施策を対象に、実績・費用などを
記録するモニタリングを実施しました。
事務事業
　全698事務事業のうち、評価対象114件
を各担当課で評価しました。※評価対象
外の584事務事業はモニタリングを実施

行政評価結果
　事務事業は、全体の約８割が「順調」
「概ね順調」で進捗しており、それに対応
する改善の方向性が示されました。「停
滞」と評価された事務事業は、明らかに
なった課題に対して、事業手法の見直し
などを図り、区民ニーズに対応しながら
改善していきます。

行政評価結果の活用
　行政評価で明らかになった課題は、各
担当課で検討し、改善に取り組みます。
評価結果は、計画策定・予算編成などに
反映させ、PDCAサイクル（計画「PLAN」
→実施「DO」→評価「CHECK」→改善
「ACTION」の手順を繰り返すこと）によ
る着実な改善につなげていきます。

評価評語・改善の方向性
　「評価評語」とそれに見合った「改善の方向性」を組み合わせて評価しています。

区では、区民ニーズや社会経済状況を踏まえ、効率的・効果的な区政経営を行うため、行政評価を行っています。
昨年度の施策・事務事業を対象とした行政評価の概要をお知らせします。

行政評価結果をお知らせします

問　合 経営改革推進課評価係☎3579−2060

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

　「広報いたばし」は、第１〜４土曜に約15万6000
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。

　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。※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。

広聴広報課広報係☎3579−2022問　合 広聴広報課広聴係☎3579−2024問　合

に広告を掲載しませんか
区ホームページに
バナー広告を掲載しませんか

評価評語

順調 計画どおりに進捗しており、目標達成が見込める状態

概ね順調 進捗状況に課題はあるが、事業の継続により目標達成が見込める状態

停滞 目標に対してあまり進展していない状態

達成 計画どおり、または、計画より早く進捗し、目標を達成した状態

改善の方向性

工夫して継続

目標値・指標の見直し

事業手法の見直し

事業の廃止（完了含む）

● �施策…板橋区基本計画2025で定めた３つの基本目標をもとに、各分野で展開する政策を実現
するための方策

● �事務事業…施策の目的を達成するための具体的な手段（評価対象は、板橋区基本計画2025・
いたばしNo.１実現プラン2025に関連する事務事業）

施策・事務事業とは

事務事業評価結果（114件）

行政評価結果の閲覧・意見募集
▶全文の閲覧場所＝経営改革推進課（区役所４階⑬窓口）・区政資料室（区役所１階⑦窓口）・区ホー
ムページなど▶意見書の提出＝行政評価結果に対する意見と申込記入例（４面）の項目を明記のう
え、直接または郵送・Ｅメールで、経営改革推進課評価係 sk-sgyokai@city.itabashi.tokyo.jp
※提出された意見に個別の回答は行いません。

工夫して継続
57.0％

順調
31.6％

目標値・指標の
見直し
13.2％

概ね順調
47.4％

停滞
20.2％

達成　0.9％

事業手法の
見直し
28.9％

〔－〕0.9％

《評価評語》 《改善の方向性》

※四捨五入により合計が100％にならない場合あり
※単年度などの事務事業で｢達成｣と評価されたものは、｢改善の方向性｣を[－]で表示。
※四捨五入により合計が100％にならない場合あり
※単年度などの事務事業で｢達成｣と評価されたものは、｢改善の方向性｣を〔－〕で表示。
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※費用の明示がないものは無料

アスリートを採用してみませんか
JOC「アスナビ」説明会

講　座
親子でスキンシップ運動遊び講座
▶とき＝11月４日㈭10時～12時▶内容＝リズム
運動・身近なものを使った運動遊びなど▶講師
＝NPO法人レックスポーツ理事長　中田郁史
▶対象＝区内在住で、１～３歳のお子さんとそ
の保護者▶定員＝８組(申込順)
▶持物＝着替え・タオル▶とこ
ろ・申込＝10月14日㈭～28日㈭
の平日10時～16時に、直接また
は電話で、森のサロン(東京家
政大学内)▶問＝同サロン☎
3961－6354、板橋区子ども政策
課育成係☎3579－2475

区民防災大学防災個別コース
▶コース・とき(各１日制)
A避難所…12月４日㈯
B要配慮者…来年１月15日㈯
※９時30分～11時30分※講習
▶ところ＝A板橋フレンドセンターB高島平区
民館▶対象＝区内在住の方▶定員＝AB各50人
(抽選)▶申込・問＝A11月１日
B12月17日(いずれも必着)ま
で、電話・はがき・FAX・Ｅ
メールで、地域防災支援課地
域支援係☎3579－2152 3963
－0150 kk-chishien@city.
itabashi.tokyo.jp※申込記入
例(４面)の項目と希望コース
(ABいずれか、または両方)を
明記

お知らせ
山中児童遊園内集会所・
前野町三丁目集会所を廃止します
　来年３月31日㈭をもって、山中児童遊園内集
会所・前野町三丁目集会所を廃止します。
▶問＝地域振興課庶務係☎3579－2161

ハクビシンなどの外来生物に
ご注意ください
　ハクビシン・アライグマの目撃情報が増えて
います。天井裏などへの侵入被害でお困りの場
合は、ご相談ください。
寄せ付けないための対策
●敷地内の果実を早めに収穫する
● 餌となる生ごみ・ペットフードなどを屋外に
放置しない

● 侵入口となる隙間(縁の下・換気口・軒下な
ど)を塞ぐ

●屋根に登れるような庭木の枝を剪
せん

定
てい

する
▶問＝環境政策課自然環境保全係☎3579－2593

男女平等推進センターの
相談業務を行う事業者募集
▶期間＝来年４月から１年間▶選定＝プロポー
ザル方式▶公募要領などの配布場所＝区ホーム
ページ▶申込・問＝10月29日㈮まで、必要書類
を直接、男女社会参画課男女平等推進係(区役
所６階)☎3579－2486※申込予定の事業者は、
説明会(10月19日㈫13時15分から)にご参加くだ
さい。申込方法など詳しくは、公募要領をご覧
ください。

いこいの家の利活用説明会
　とき・ところ・定員など詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。
▶問＝各いこいの家(区ホームページ参照)、長
寿社会推進課計画調整係☎3579－2371

事業と暮らしの相談会
▶とき＝11月３日㈷12時30分～16時▶ところ＝
グリーンホール２階ホール▶内容＝弁護士など
による日常生活・企業経営などの相談▶対象＝
区内在住・在勤の方、区内事業者▶定員＝16人
(申込順)▶申込＝10月20日㈬10時から、電話
で、東京パブリック法律事務所▶問＝同事務所
☎5979－2920(平日、10時～16時)、板橋区区民
相談室☎3579－2288

▶とき＝11月14日㈰▶ところ＝グリーンホール▶
内容・講師など＝ 表 参照
エシカル消費生活展(同時開催)
　環境・社会などに配慮した消費をテーマに、パ
ネル展示・ワークショップなどを行います。
●  SDGs魚釣りゲーム…▶時間＝10時～12時※当
日、直接会場へ。

●  ビーズでブレスレット作り…▶時間＝10時30分
～15時※当日、直接会場へ。▶費用＝50円

●  新聞でエコバッグ作り…▶時間＝13時30分～15
時▶定員＝12人(申込順)

※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

広 告

シニアのためのイスヨガ教室
▶とき＝11月９日～来年３月のうち10日間、各
火曜、14時～15時20分▶講師＝介護予防指導士　
伊藤典子▶対象＝区内在住・在勤で、50歳以上
の方▶定員＝20人(申込順)▶費用＝5000円▶持
物＝フェイスタオル・室内用運動靴▶ところ・
申込・問＝10月９日㈯朝９時から、直接または
電話で、グリーンカレッジホール(志村３－32
－６)☎3960－7701

傍　聴
地域保健福祉計画推進協議会
▶とき＝11月４日㈭14時から▶ところ＝第一委
員会室(区役所11階)▶内容＝地域保健福祉計画
実施計画2025(素案)の報告▶定員＝10人(先着
順)※当日、13時30分～14時に直接会場へ。▶
問＝生活支援課庶務係☎3579－2352

休みます
地域センター
▶施設・とき
● 大谷口地域センター…10月17日㈰９時～12時　　　
※荒天時は24日㈰に延期

●清水地域センター…10月18日㈪
※施設点検などのため
▶問＝地域振興課庶務係☎3579－2161
区立文化会館・グリーンホール受付窓口
▶施設・とき
●区立文化会館…10月27日㈬・28日㈭
●グリーンホール…10月25日㈪
※17時～20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579－2222

内容・講師 時　間 定　員

A講演「ゆるさをポジティブに」　名古屋大学准教授　内田良 14時～16時30分
50人

※オンライン50人
B講義「メディアとジェンダー」　大妻女子大学教授　田中東子

10時～11時30分

C親子向けワークショップ「わたしの生まれたとき絵本をつくろう」　NPO法人ピルコン代表　染矢明日香
10組

※費用：１組500円

Dコーチング講座　チームビルディング研究所代表　長谷川恵一 12時30分～14時 30人

E男女平等に関するシール投票 13時～14時 ―

表 いたばし男女平等フォーラム

※A～D申込順※A～Dは生後４か月～未就学児の保育あり(定員AD計10人BC計10人、申込順)※Aは手話通訳あり

●いたばし男女平等フォーラムについて…男女社会参画課男女平等推進係☎3579－2486
●エシカル消費生活展について…消費者センター☎3579－2266問　合

いたばし男女平等フォーラム

申込方法など
詳しくは、こちらから▶

　「アスナビ」とは、現役トップアスリートが生活環境を安定させて競技に集中できるよう、JOC
((公財)日本オリンピック委員会)が就職を支援する制度です。
▶とき＝11月８日㈪14時～17時▶ところ＝味の素ナショナルトレーニングセンター(北区西が丘３
－15－１)▶内容＝事業説明・就職希望アスリートによるプレゼンテーションなど▶対象＝区内事
業者▶定員＝50人(申込順)※１事業者２人まで。▶申込・問＝10月９日㈯朝９時から、Ｅメール
で、スポーツ振興課スポーツプロモーション第一係☎3579－2667 ky-promo@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例(４面)の項目と企業名、参加人数、参加者全員の氏名を明記。
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身近な環境に関する標語・ポスター展
▶とき・ところ
A 10月19日㈫～31日㈰、９時～17時…エコポリ
スセンター
B 11月９日㈫～19日㈮、９時～20時(初日は13
時から、最終日は15時まで)…中央図書館

▶内容＝区内小・中学生の入賞作品(Bは上位
入賞作品のみ)▶問＝同センター☎5970－5001
〈第３月曜休館〉

歯と口の健康ポスター展
▶とき＝11月１日㈪～５日㈮の平日、９時～17
時(初日は10時30分から、最
終日は15時まで)▶ところ＝
イベントスクエア(区役所１
階)▶内容＝区内小・中学生
の入選作品▶問＝学務課学校
運営保健係☎3579－2616

体験・観賞
植物観察会
▶とき＝10月16日㈯10時30分～11時30分※雨天
中止▶講師＝緑化教育指導員▶定員＝10人(申
込順)▶ところ・申込・問＝10
月10日㈰朝９時から、電話(１
申込２人まで)で、赤塚植物園
☎3975－9127〈月曜、第１・３
・５火曜事務室休み〉

大原サークル公開教室
A大正琴
▶とき＝11月３日㈷10時～11時30分▶定員＝７
人(申込順)
B絵手紙
▶とき＝11月28日㈰13時～15時30分▶定員＝10
人(抽選)▶費用＝200円

[ABいずれも]
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶ところ・
申込・問＝A10月11日㈪朝９時から直接または
電話で、B10月29日(必着)まで往復はがきで、
まなぽーと大原(〒174－0061大原町５－18)☎
3969－0401〈第３月曜休館〉※申込記入例参照

　区役所の一部窓口を、毎月第２日曜９時～17時、毎週火曜(祝日・閉
庁日を除く)19時まで開庁しています。また、郵送などによる手続きも
あります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

休日・夜間開庁をご利用ください

アプリで「広報いたばし」を配信しています

行政情報アプリ
「マチイロ」

　アプリを開いて、読みたい号をダウンロー
ドするだけで、広報紙を読むことができます。  
また、読者登録をすると発行日に通知が届き
ます。

多言語対応アプリ
「カタログポケット」

　10か国語に対応した自動翻訳や音声読み上
げなどの機能を利用できます。また、マイコ
ンテンツに追加すると発行日に通知が届きま
す。

電子チラシサービス
「Shufoo！ (シュフー )」

　広報紙のほか、地域の店舗チラシも見るこ
とができ、お買い得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。

　スマートフォン・タブレットなどから利用できる次のアプリで、
「広報いたばし」を配信しています。ぜひ、ご活用ください。

※いずれも通信料がかかり
ます。※詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。

広聴広報課広報係☎3579－2022問　合

スポーツ振興課スポーツプロモーション第一係☎3579－2667問　合

はじめての和楽器体験会
▶とき＝10月24日㈰、11時～12時・14時～15
時、各１回制▶内容＝箏

そう

・三味線の演奏▶対象
＝小学生以上▶定員＝各回18人(申込順)▶費用
＝100円▶ところ・申込・問＝10月９日㈯10時
から、電話で、郷土芸能伝承館☎5398－4711
〈第３月曜休館〉

　東京2020オリンピック競技
大会フェンシング男子エペ団
体で金メダルを獲得した加納
虹輝選手(区内在住)に、その
功績をたたえ、板橋区民栄誉
賞を贈呈しました。
　加納選手は、2018年のアジ
ア競技大会で団体優勝・個人
３位、2019年のフェンシング
ワールドカップバンクーバー
大会で個人優勝などの成績を
収め、東京2020オリンピック
競技大会の日本代表に選出さ
れました。そして、日本フェ
ンシング史上初の金メダルを
獲得しました。

　フェンシングの種目の一つ。得点範
囲は全身で、フルーレ(胴体部)・サー
ブル(上半身)より広い。また、攻撃権
の決まりがなく、先に突いた選手が得
点を得るため、変化に富んだ素早い試
合展開が見どころとなる。

▶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＝10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10月22日
㈮まで受付。▶問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579－2486

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約（来年６月分）

加納虹輝選手に板橋区民栄誉賞を贈呈しました

申込記入例
❶ 催し名・コース
❷ 郵便番号・住所
❸ 氏名(ふりがな)
❹ 年齢
❺ 電話・FAX番号

往復はがきの場合は
返信用にも
住所・氏名を記入

※原則●❶～●❺を全て記入
※ 区内在勤・在学の場合は●❻勤務先(所在地)・
学校名を記入
※ 記事内に指定がある場合は●❼その他記載事
項を記入
※原則１人１枚

〒173－8501　板橋区役所(住所記入不要)
〇〇〇課〇〇〇係(催しの担当)

申込先に所在地がない場合の宛て先

坂本健区長と加納虹輝選手

※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

　特に顕著な業績または高い評価を得
たことから、社会に希望と活力を与
え、板橋区の名を高めた方に対し、そ
の栄誉をたたえる賞です。

板橋区民栄誉賞とは

エペとは


