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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

清水町・蓮沼町周辺地区の新たな防火規制
区域の指定案にご意見をお寄せください

　災害に強いまちづくりを実現するため、新
たな防火規制区域を指定します。
▶全文の閲覧場所＝まちづくり調整課(区役
所５階⑬窓口)・区政資料室(区役所１階⑦窓
口)・各地域センター・区立各図書館・区ホ
ームページ▶対象＝区内在住・在勤・在学の
方、区内事業者、区内で活動する個人・法人
・団体など▶閲覧期間・意見書の提出＝１月
24日～２月７日(必着)に、案に対する意見と

申込記入例(８面)の項目、法人・団体の場合
は名称・所在地・代表者氏名、区内で活動す
る個人・法人・団体の場合は活動内容を明記
のうえ、直接または郵送・FAX・Ｅメール・
区ホームページで、まちづくり調整課不燃化
まちづくり係 3579－5437 m-fmachi@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。

まちづくり調整課不燃化まちづくり係☎3579－2572問　合

問　合
東京都赤十字血液センター

☎5272－3523
板橋区健康推進課健康づくり係

☎3579－2302

１月・２月は
「はたちの献血」キャンペーン

　国・都と共催で、「はたち」の若者を中
心とした幅広い年代の
方を対象に、献血への
理解を呼びかける運動
を行っています。この
機会に、献血にご協力
ください。

申請不要
▶対象＝次のいずれかの要件を満た
す方
●A 令和３年９月分の児童手当(特例
給付を除く)を板橋区から受給し
た
●B 令和３年９月に生まれたお子さん
を養育し、令和３年10月分の児童
手当(特例給付を除く)を板橋区か
ら認定された
●C 新生児(令和３年10月～４年３月
に生まれたお子さん)を養育し、
出生による児童手当(特例給付を
除く)を板橋区から認定された
※●A●B12月23日
に、児童手当の指
定口座へ支給しま
した。●C詳しくは、 
区ホームページを
ご覧ください。

申請必要
高校生養育者(公務員を含む)

令和３年９月30日現在、板橋区に住民登録があり、高校
生(平成15年４月２日～18年４月１日に生まれたお子さ
ん)を養育していて、世帯で所得が高い方の令和２年中
の所得が、児童手当の所得限度額( 表 参照)未満の方※
令和３年９月分の児童手当受給者を除く。

公務員
▶対象＝次のいずれかの要件を満たす方
● 令和３年９月30日現在、板橋区に住民登録があり、令
和３年９月分の児童手当(特例給付を除く)を勤務先か
ら受給した

● 新生児(令和３年９月～４年３月に生まれたお子さん)
を養育し、出生による児童手当(特例給付を除く)を勤
務先から認定された時点で板橋区に住民登録がある

児童手当の所得制限
　世帯で所得が高い方の令和２年中の所得
が、所得限度額( 表 参照)以上の場合は、児
童手当の特例給付となり、同給付金の対象外
です。詳しくは、区ホームページをご覧くだ
さい。

扶養親族などの数 所得限度額 収入額の目安
０人 622万円 833万3000円
１人 660万円 875万6000円
２人 698万円 917万8000円
３人 736万円 960万円
４人 774万円 1002万円
５人 812万円 1040万円

表  児童手当の所得限度額

問　合
●制度について…内閣府コールセンター
　☎0120－526－145(９時～20時)
● 支給額などについて…板橋区子ども政
策課子どもの手当医療係☎3579－2744

子育て世帯に
臨時特別給付金を支給します

支給額 子ども１人につき現金10万円　※クーポン支給は行いません。

※対象者には、１月11日㈫頃にお知らせをお送りします。 
申請方法など詳しくは、お知らせをご覧ください。

感染防止に
ご協力を
お願いします

新型コロナウイルスワクチン相談窓口
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)

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)
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※費用の明示がないものは無料

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

国 民 健 康 保 険
傷病手当金の適用期間を延長します
▶適用期間＝令和２年１月〜４年３月のうち、
療養により労務に服することができない期間※
入院が継続する場合などは、最長１年６か月ま
で。▶対象＝板橋区国民健康保険に加入し、勤
務先から給与などの支払いを受けている被用者
のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、 
または発熱などの症状で感染が疑われ、療養に
より労務に服することができなかった方※支給
額・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。▶問＝
国保年金課国保給付係☎3579−2404

お 知らせ
災害時用防災資機材が整備されました

　（一財）自治総合センター
の宝くじの助成金を受け、
上板橋サンライトマンショ
ン自治会住民防災組織の災
害時用防災資機材が整備さ
れました。
▶問＝地域防災支援課地域
支援係☎3579−2152

文化活動事業の経費を助成します
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方、構成員の
半数以上が区内在住・在勤・在学で区内に活動
の本拠がある団体
▶対象事業＝広く区民を対象とする次のいずれ
かの事業で、４月〜来年３月に実施し、報告書
を提出できるもの
● 音楽・舞踊・演劇などの公演・発表会
●  文化事業に関わる指導者養成を目的とする講

演・発表会
※定例的・定期的な催し、ピアノ・バレエ教室
などの発表会を除く。
※助成金額など詳しくは、募集要項をご覧くだ
さい。▶募集要項などの配布場所＝（公財）板橋
区文化・国際交流財団（区立文化会館内）、同財
団ホームページ▶申込・問＝実施日の２か月前
（必着）まで、申請書を直接または郵送で、同財
団（〒173−0014大山東町51−１）☎3579−3130

弥生集会所を開設します
▶開設日＝４月１日㈮▶住所＝弥生町16−２▶
部屋＝洋室（62㎡・50人）▶利用時間＝９時〜21
時30分▶利用料金＝午前400円・午後600円・夜間
500円※４月分の利用申込など詳しくは、仲町
地域センター（☎3958−1101）にお問い合わせく
ださい。▶問＝地域振興課庶務係☎3579−2161

生活環境影響説明書の
縦覧・意見書の提出

　区内在住・在勤・在学の方と区内事業者は、
意見書を提出できます。
▶対象店舗＝（仮称）オーケー上板橋店（桜川３−
25−４）▶縦覧期間＝２月16日㈬まで▶縦覧場
所・意見書の提出先・問＝３月16日（必着）ま
で、直接または郵送で、産業振興課商業振興係
（情報処理センター５階、〒173−0004板橋２−
65−６）☎3579−2171

2372 傍 　 聴
消防団運営委員会
▶とき＝１月26日㈬15時30分から▶ところ＝災
害対策本部室（区役所４階）▶内容＝消防団の消
火活動能力向上策の検討▶定員＝６人（先着順）
※当日、15時〜15時20分に直接会場へ。▶問＝
地域防災支援課消防防災担当係☎3579−2158

防災会議
▶とき＝１月27日㈭14時から▶ところ＝第一委
員会室（区役所11階）▶内容＝地域防災計画の修
正の検討など▶定員＝10人（申込順）▶申込・問
＝１月11日㈫朝９時から、電話で、防災危機管
理課計画推進係☎3579−2159
老朽建築物等対策協議会
▶とき＝１月27日㈭※傍聴時間など詳しくは、
お問い合わせください。▶ところ＝災害対策本
部室（区役所４階）▶内容＝区の取組状況の報告
など▶定員＝５人（申込順）▶申込・問＝１月11
日㈫朝９時から、直接または電話・FAX・Ｅメ
ールで、建築安全課老朽建築物対策係（区役所
５階⑪窓口）☎3579−2574 3579−5437
t-rouken@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入
例（８面）参照

募 　 集
介護保険事務用封筒の広告
▶種類＝介護保険認定通知関係事務用封筒▶掲
載位置・規格＝裏面の２分の１（１コマ縦７cm
×横７cm）▶掲載料＝１コマ７万2000円▶作成
枚数＝２万5000枚▶使用時期＝４月頃から▶募
集数＝２コマ（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＝介護保険課（情報
処理センター３階）▶申込・問＝１月21日㈮ま
で、申込書・広告原稿案を直接、介護保険課認
定係☎3579−2441

子育てサポート事業を運営する 
事業者
▶期間＝４月から１年間▶選定＝プロポーザル
方式▶募集要項の配布場所＝区ホームページ▶
申込・問＝１月24日（必着）まで、必要書類を直
接または郵送で、子ども家庭支援センター（グ
リーンホール７階、〒173−0015栄町36−１）☎
3579−2656

休 みます
赤塚図書館
▶とき＝１月24日㈪〜29日㈯※資料点検・整備
のため▶問＝赤塚図書館☎3939−5281〈第３月
曜・月末日休館〉
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…１月27日㈭
●グリーンホール…１月31日㈪
※17時〜20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579−2222

国民年金とは
　年老いたとき・いざというときの生活を働
いている世代で支える仕組みで、日本に住む
20〜59歳の方の加入が法律で義務付けられて
います。国民年金に加入し、保険料を支払う
ことで、年老いたとき（老齢基礎年金）、けが
・病気で障がいが残ったとき（障害基礎年
金）、家族の働き手が亡くなったとき（遺族基
礎年金）に年金を受給できます。ただし、必
要な手続きを行わず、保険料を支払わないま
ま放置すると、これらの年金を受給できない
場合があります。※受給要件あり

お知らせをお送りします
　20歳になった方には、日本年金機構から、
お知らせ・年金手帳（４月以降は基礎年金番

号通知書）をお送りします。※遺族年金を受
給している方・受給していた方にはお送りし
ません。※３月をもって年金手帳は廃止

保険料の支払方法
　保険料は、口座振替・納付書・クレジット
カードのいずれかでお支払いください。また、 
保険料の前納（前払い）による割引制度があり
ます。

保険料の支払いが困難な場合
　保険料の免除・納付猶予制度
や、学生納付特例制度がありま
す。※所得制限あり※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。

20歳になったら国民年金に加入

令和３年分法定調書などの提出はお早めに
　源泉徴収票などの法定調書とその合計表は税務署へ、給与支払報告書は区市町村へ、いずれも
１月31日㈪までにご提出ください。

税務署へ
▶主な提出書類
● 給与所得の源泉徴収票
● 退職所得の源泉徴収票
● 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
● 不動産の使用料等の支払調書
● 不動産等の譲受けの対価の支払調書
●  不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数

料の支払調書
● 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

▶提出方法＝e-Tax（国税電子申告・納税シ
ステム）、書類を郵送または持参▶提出先・
問＝板橋税務署（〒173−8530大山東町35−
１）☎3962−4151

区市町村へ
▶提出書類＝給与支払報告書（総括表・個人
別明細書）▶提出方法＝eLTAX（地方税ポータ
ルシステム）、書類を郵送または持参▶提出
先・問＝課税課課税第一〜四係（〒173−
8501、区役所３階⑫窓口）☎3579−2101

●加入・免除について…板橋区国保年金課国民年金係☎3579−2431
●年金制度・保険料の支払いについて…板橋年金事務所☎3962−1481問　合
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概　要
▶開園(予定)農園名・所在地など＝ 表 参照▶
利用期間＝３月５日㈯～来年１月31日㈫▶対象
＝板橋区に住民登録があり、利用期間を通して
耕作できる世帯▶利用料＝年額5500円※各農園
にスコップ・くわ・バケツあり。このほかの道
具は各自で用意。▶１区画の面積＝約15㎡※農
芸指導員の巡回指導あり。日程は各農園に掲示。

申　込
　次のいずれかの申込会場で、申込用紙に必要
事項を記入のうえ、お申し込みください。※申
込は、利用を希望する本人で、１世帯１通の
み。１農園のみ申込可。※電子申請(区ホームペ
ージ参照)でも申込可※現在利用中の区画があ
る場合、同区画の継続利用可(閉園する区画を
除く)。詳しくは、お問い合わせください。
▶とき・ところ
●１月12日㈬・13日㈭…高島平区民館
●１月14日㈮・15日㈯…赤塚支所
●１月16日㈰…きたのホール
●１月17日㈪…グリーンホール
●１月18日㈫…常盤台地域センター
※10時～15時(12日㈬は20時まで)※車での来場
はご遠慮ください。※前半の日程は混雑が予想
されるため、分散来場にご協力ください。▶持
物＝84円切手１枚、利用を希望する本人の住所
・氏名が確認できるもの(運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカードなどの原本。公共料
金の領収書は不可)

抽　選
▶とき＝２月４日㈮15時～17時▶ところ＝赤塚
支所※来場不要。来場者には当落のみお知らせ。 
▶当落・利用区画の決定＝２月17日㈭頃に、抽
選結果通知を発送※２月21日㈪までに届かない
場合は、お問い合わせください。※当選区画の
変更不可

当選者の受付
▶とき＝２月25日㈮～28日㈪、10時～15時(初
日は20時まで)▶ところ＝赤塚支所※詳しくは、 
抽選結果通知をご覧ください。

利用者の追加募集
　申込が募集区画数に満たない農園は、追加募
集を行います(３月上旬予定)。追加募集を行う
場合は、今後発行の「広報いたばし」などでお知
らせします。

【 ご注意ください
　次のいずれかの場合は、農園の申込・利用を
取り消します。
● 不正な申込・利用行為(他人名義での申込、
複数区画の申込など)

●  ほかの利用者・近隣住民に迷惑な行為(路上
駐車・飲酒など)※農園に駐車場はありません。 

●  そのほか、不適当な行為・法令に違反する行為

番号 農園名 所在地 区画数 前年度倍率
1 三園第６ 三園１－41 42 2.17
2 成増四丁目第１ 成増４－16 29 1.79
3 成増四丁目第３ 成増４－17 52 1.19
4 赤塚一丁目第１ 赤塚１－６・15 45 2.02
5 赤塚一丁目第２ 赤塚１－33 75 新規
6 赤塚二丁目第１ 赤塚２－30 63 1.59
7 赤塚三丁目第２ 赤塚３－34 54 2.07
8 赤塚四丁目第１ 赤塚４－９ 61 1.11
9 赤塚五丁目第１ 赤塚５－７ 37 1.19
10 赤塚五丁目第３ 赤塚５－31 50 0.70
11 赤塚五丁目第４ 赤塚５－26 69 0.91
12 赤塚六丁目第２ 赤塚６－35 71 0.79
13 赤塚七丁目第２ 赤塚７－９ 32 1.44
14 赤塚八丁目 赤塚８－２ 32 1.50
15 徳丸四丁目第１ 徳丸４－28 55 1.49
16 徳丸五丁目第３ 徳丸５－37 23 1.61
17 徳丸五丁目第４ 徳丸５－30 53 1.25

表  開園（予定）農園

赤塚支所都市農業係☎3938－5114問　合地主のみなさんの協力を得て、区民農園を開園します。
野菜作りの楽しさを味わってみませんか。

※赤塚一丁目第２農園は新規開園予定
※徳丸六丁目第１農園は一部閉園
※西台三丁目第３農園は拡大予定
※募集農園・区画数は変更になる場合あり

育てよう！
新鮮でおいしい
こだわりの野菜

　１月31日㈪で利用期間が終了します。
次の利用者のため、農園内の除草・清掃
を行い、資材・雑草・野菜くずなどは、
必ずお持ち帰りください。

現在、農園を
利用している方へ

番号 農園名 所在地 区画数 前年度倍率
18 徳丸五丁目第５ 徳丸５－38 51 1.35
19 徳丸六丁目第１ 徳丸６－14・18・19・25 241 1.27
20 徳丸六丁目第４ 徳丸６－46・47 71 1.72
21 徳丸六丁目第５ 徳丸６－４ 53 1.79
22 徳丸七丁目第２ 徳丸７－13 43 1.77
23 徳丸七丁目第３ 徳丸７－15 43 1.37
24 四葉一丁目第１ 四葉１－26・29 45 1.09
25 四葉一丁目第２ 四葉１－22 27 1.37
26 四葉二丁目第２ 四葉２－８ 63 1.49
27 高島平四丁目 高島平４－20 31 2.40
28 高島平五丁目 高島平５－44 27 2.30
29 西台三丁目第３ 西台３－12・22 120 3.16
30 前野五丁目第２ 前野町５－９ 39 6.18

区民農園利用者募集

▶農園名＝徳丸六丁目第３農園(徳丸６
－25)▶区画数＝８区画※１区画約30㎡
※抽選で当落・利用区画を決定▶利用期
間＝３月５日㈯～来年１月31日㈫▶対象
＝区内の団体・施設(児童福祉施設・障
がい者支援施設・老人クラブなど)▶利
用料＝年額5500円※免除の場合あり▶申
込＝１月21日㈮まで、団体名・代表者氏
名・住所・電話番号・担当者氏名を明記
のうえ、FAXで、赤塚支所都市農業係
3939－9962※事前に

電話連絡が必要※２月９
日㈬９時30分から、赤塚
支所で抽選会あり。

団体向け農園の利用者を
募集します

収穫する喜びを体験しよう



※費用の明示がないものは無料 ※費用の明示がないものは無料

にせ税理士・にせ税理士法人にご注意ください
　税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
税理士資格のない者が、税務の相談・書類作成・代理をすること
は法律で禁じられており、不測の損害を受ける恐れがありますの
で、ご注意ください。
▶問＝東京税理士会☎3356－4461
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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

申告が必要な方

令和４年１月１日現在、板橋区に住所があり、前年中(令和３
年１月～12月)に所得があった方
次の方は申告不要です
●税務署に所得税の確定申告をする
● 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から板橋区役所に
給与支払報告書が提出されている

申告期間は、窓口の混雑が予想されます。
感染症対策のため、郵送による申告をお願いします。

所得税の申告が必要な方
●給与の収入金額が2000万円を超える方
● 給与を１か所から受けていて、給与以外の各種所得金額の
合計額が20万円を超える方　など

贈与税の申告が必要な方

前年中に、合計金額が110万円を超える財産の贈与を受けた
方※相続時精算課税を選択した方は、110万円以下でも申告
が必要です。

個人消費税の申告が必要な方

令和元年(平成31年)分の課税売上高が1000万円を超える事業
者など

税金の支払いは期限内に

　３月15日㈫は所得税・贈与税、31日㈭は個人消費税の支払
期限です。税金の支払方法には、税務署・金融機関の窓口納
付のほか、口座振替・クレジットカード納付・ダイレクト納
付などがあります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響
で支払いが困難な場合は、ご相談ください。
令和３年分の口座振替日
●所得税…４月21日㈭
●個人消費税…４月26日㈫

いずれも

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。　　　　　　

住民税(特別区民税・都民税)の申告は板橋区役所へ 所得税・贈与税・個人消費税の申告は板橋税務署へ 個人事業税

感染症対策の観点からも
e-Taxをご利用ください

スマートフォンなどで申告書を作成できます
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」では、スマートフォン・タブレッ
トなどから必要事項を入力することで、確定
申告書などを作成できます。
便利なe-Taxをご利用ください
　税務署に行かなくても、自宅のパソコンなどから申告書を
提出できます。
▶申告書の送信方法
● マイナンバーカード方式…マイ
ナンバーカード、ICカードリー
ダライタまたはマイナンバーカ
ード読取対応スマートフォンを
使用

●  ID・パスワード方式…ID(利用
者識別番号)・パスワード(暗証
番号)を利用※ID・パスワードの発行について詳しくは、
お問い合わせください。

[いずれも]
▶問＝e-Tax・作成コーナーヘルプデスク☎0570－01－5901
・☎5638－5171(いずれも平日、９時～17時)

申告が必要な方

前年中に事業主控除額を超える事業所得などがある個人事業
者※所得税・復興特別所得税の確定申告をする方は、申告不
要です。

▶申告期間・受付時間＝２月７日㈪～３月15日㈫の平
日、８時30分～17時▶申告方法＝申告書を郵送または
持参※持参の場合は課税課(区役所３階⑫窓口)へ。

課税課
☎3579－2101

〒173－8501板橋２－66－１

申告・問

豊島都税事務所
☎3981－5326

〒171－8506豊島区西池袋１－17－１

申告・問

▶申告期間・受付時間
●所得税…２月16日㈬～３月15日㈫
●贈与税…２月１日㈫～３月15日㈫
●個人消費税…３月31日㈭まで
※平日、８時30分～17時(相談は９時15分～16時)。※
還付申告をする方は、申告期間前でも相談を受け付け
ています。
▶申告方法＝e-Tax(国税電子申告・納税システム)、
申告書を郵送または持参
休日も受付・相談を行います
▶とき＝２月20日㈰・27日㈰、８時30分～17時(相談
は９時15分～16時)※確定申告の相談・申告書の収受
のみ行います。

板橋税務署
☎3962－4151

〒173－8530大山東町35－１
※駐車場は利用できません。

申告・問

●  前年中の所得が公的年金などに限られ、その支払者から板
橋区役所に公的年金等支払報告書が提出されている
所得がなかった方でも申告が必要な場合があります
　前年中に所得がなかった方や、所得が非課税基準額以下で
住民税が課税されない方でも、住民税の申告内容が、国民年
金保険料の減免や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢
者医療保険料などの算定資料になりますので、申告してくだ
さい。
　また、申告がないと、公営住宅入居などの申請に必要な住
民税の証明書を発行できませんので、証明書が必要な方も申
告してください。

申告に必要な書類など

申告書、前年中の収入などがわかるもの(源泉徴収票・給与明
細書など)、各種控除の申告に必要な書類(生命保険料控除証
明書・医療費控除の明細書など)、マイナンバーがわかるも
の、本人確認書類※１月31日㈪に、前年に住民税を申告した
方などへ、申告書をお送りする予定です。届かなかった方で
必要な場合は、ご連絡ください。

課税・非課税証明書の発行

　令和４年度(前年中の所得)課税・非課税証明書は、当初賦
課決定後(毎月の給与から住民税が差し引かれる方は５月16日
㈪頃、その他の方は６月９日㈭頃)から発行できます。

　感染症対策のため、申告書作
成会場の入場整理券を配付しま
す。※国税庁公式LINEで事前
発行または当日会場配付。詳し
くは、お問い合わせください。 ▲LINE登録は

こちらから

各種認定書を発行します

令和４年度分住民税（特別区民税・都民税）の主な改正内容

住宅ローン控除の特例適用期間の延長
　住宅ローン控除の特例適用期間が延長され、一定期間(注文住宅は令和２年10月～３年９月・分譲住宅などは２年12月
～３年11月)に契約した場合は、３年１月～４年12月に入居した方も対象になります。また、この場合に限り、合計所得
金額が1000万円以下の方は、面積要件が緩和され、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象になります。

令和６年度から、国外居住親族に関する扶養控除などの見直しが予定されています。
詳しくは、お問い合わせください。

住民税・所得税・個人事業税の申告が始まります
申告・納税はお早めに

障がい者控除対象者認定書
　65歳以上で要支援・要介護認定を受けており、次の両
方の要件を満たす方に、障害者控除に必要な「障がい者
控除対象者認定書」を発行します。
●板橋区に住民登録がある
● 身体または認知の状態が区で定めた基準に該当する

おむつ使用認定書
　要支援・要介護認定を申請し、次の全ての要件を満た
す方に、医療費控除に必要な「おむつ使用認定書」を発行
します。
●板橋区に住民登録がある
● おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降
● 当該年中に主治医意見書が作成されている(要介護認
定の有効期間が13か月以上の場合、前年または前々年
中に主治医意見書が作成されている)

●身体の状態が国で定めた基準に該当する

いずれも
※即日発行は不可※内容により発行できない場合あり▶
申請窓口＝介護保険課(区役所２階⑭窓口)・おとしより
保健福祉センター・各福祉事務所※申請方法など詳しく
は、お問い合わせください。

介護保険課認定係
☎3579－2441問　合

　特別区民税・都民税第４期分(普通徴収分)を支払
期限までに、金融機関、コンビニエンスストア、モ
バイルレジ・電子マネー(区ホームページ参照)、納
税課(区役所３階⑪窓口)、各区民事務所でお支払い
ください。口座振替の場合は、事前に残高をご確認
ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響
などで支払いが困難な場合は、ご相談ください。※
支払期限を過ぎた特別区民税・都民税、軽自動車税
(種別割)がある場合は、納税課・各区民事務所で早
めにお支払いください。※コンビニエンスストアで
お支払いの場合は、必ず領収証書・レシートの両方

をお受け取りください。モバイルレジ・電子マネー
でお支払いの場合は、領収証書は発行されません。
便利な口座振替をご利用ください
　普通徴収分のお支払いには、納期限日に指定口座
から自動で決済できる口座振替が便利です。５月10
日㈫までの手続きで、令和４年度第１期分から適用
できます。※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。

１月31日㈪は特別区民税・都民税の支払期限です

　１月下旬に、板橋区課税課・各地
域センター・各区民事務所に確定申
告書を設置します。数に限りがあり、 
お渡しできない場合がありますので、 
あらかじめご了承ください。

２月１日㈫から申告書作成会場を開設します

税理士による申告相談

　税理士に相談しながら、パソコン・スマートフォンなどで
所得税の申告書を作成し、提出できます。
▶とき・ところ＝ 表 参照※譲渡所得がある場合や所得金額
が高額な場合、税理士に依頼している場合などはご遠慮くだ
さい。▶持物＝前年分の確定申告書・青色申告決算書などの
控え、申告に必要な書類(源泉徴収票な
ど)、マイナンバーカードなど▶申込＝１
月11日㈫朝９時から、電話で、申込専用番
号☎0570－006596(平日、９時～18時)※申
込専用サイトからも申込可※申込をしてい
ない方を対象に、当日、会場で整理券を配
付。▶問＝板橋税務署☎3962－4151

と　き ところ
１月26日㈬～28日㈮ 常盤台地域センター
１月31日㈪～２月２日㈬ 下赤塚地域センター
２月３日㈭・４日㈮ 志村コミュニティホール
２月７日㈪～10日㈭ 高島平区民館
※受付は９時30分～ 11時30分・13時～ 15時30分※車での来場はご遠慮
ください。

表  税理士による申告相談

各種団体の催しなどのお知らせタウン情報

納税課庶務・収納係
☎3579－2133問　合

▲申込専用サイト
はこちらから
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※費用の明示がないものは無料

広　告

消費者センターでは、専門の相談員が消費生活に関する相談に応じています。

若者を狙った悪質商法に 
ご注意ください

相談事例
　SNSで知り合った人から、USB教材を使っ
た投資の儲

もう

け話をされた。友人を誘えば紹介
料が入ると言われ、消費者金融でお金を借り
て契約したが、全く儲からず借金が残った。

対処法
　契約する前に、契約内容をしっかり確認
し、慎重に判断しましょう。また、簡単に大
金を稼げるうまい話はありませんので、安易
に信用せずに、はっきりと断りましょう。

消費者センター☎3962−3511（相談専用、平日９時〜16時30分）問　合

（公社）板橋区シルバー人材センター入会説明会
▶とき・ところなど（各１日制）＝ 表 参照▶対象
＝区内在住で、60歳以上の方※当日に入会する場
合は、年会費が必要。▶申込・問＝１月11日㈫朝
９時から、直接または電話で、同センター☎3964
−0871

と　き ところ 定　員
🅐１月18日㈫ グリーンホール601会議室 25人
🅑１月24日㈪ 高島平ふれあい館 20人
🅒１月25日㈫ グリーンホール601会議室 35人
🅓１月28日㈮ 徳丸ふれあい館 30人
🅔２月11日㈷ グリーンホール601会議室 25人
※🅐🅓🅔９時30分～11時30分🅑🅒13時30分～15時30分
※申込順

表  入会説明会

シルバー人材センター ご 案 内

福祉の森映画上映会「お終活」
▶とき＝１月31日㈪、10時20分〜12時30分・14時
５分〜16時、各１回制※字幕あり▶ところ＝区立
文化会館小ホール▶定員＝各回150人（申込順）▶
申込＝１月11日㈫朝９時から、電話で、㈱福板橋区
社会福祉協議会※聴覚障がいがある方のみFAX
（3964−0245）で申込可。申込記入例（８面）の項目
と希望の回（午前・午後）、参加人数（２人まで）を
明記。
第４次地域福祉活動計画（中間のまとめ）に
ご意見をお寄せください
　だれもが安心して暮らすことができるまちづく
りをめざすため、本計画を策定します。
▶全文の閲覧場所＝㈱福板橋区社会福祉協議会ホー
ムページ※意見書の提出方法など詳しくは、同ホ
ームページをご覧ください。

[いずれも]
▶問＝同協議会☎3964−0235

ご案内社会福祉協議会

福 　 祉
介護予防活動団体に
活動場所を提供します
▶期間＝４月４日㈪〜９月30日㈮の平日（水曜
を除く）、９時〜12時30分・13時30分〜17時▶
ところ＝介護予防スペースはすのみ教室（高島
六小内）
▶対象＝次の全ての要件を満たす団体
●�介護予防・健康づくりを目的に活動している
●�構成員が区内在住の65歳以上かつ５人以上で
ある

●期間中に月１回以上継続して活動できる
▶申請書の配布場所＝長寿社会推進課（区役所
２階⑯窓口）・各ふれあい館▶申込・問＝１月
31日（必着）まで、申請書を直接または郵送で、
長寿社会推進課シニア事業係（〒173−8501）☎
3579−2372

地域交流会フラワーコラージュ
▶とき＝１月22日㈯14時〜16時▶内容＝不要な
材料でエコアート作り▶講師＝コラージュアー
ティスト　神木ゆう▶対象＝区内在住・在勤の
方▶定員＝10人（申込順）▶費用＝50円▶持物＝
貼りたい絵・写真▶ところ・申込・問＝１月11
日㈫朝９時から、電話・FAXで、障がい者福祉
センター☎3550−3401 3550−3410〈日曜休
み〉※申込記入例（８面）参照

仲間と始める「10の筋トレ」説明会
▶とき＝１月25日㈫10時〜11時30分▶ところ＝
コーシャハイム坂下Ｅ棟（坂下３−10）▶内容＝
介護予防に効果がある筋力トレーニングの説明
・体験など▶講師＝竹川病院理学療法士　羽中
田賢▶対象＝区内在住で、説明会以降の毎週火
曜に同場所で行う10の筋トレに参加したい方▶
定員＝25人（申込順）▶申込・問＝１月11日㈫朝
９時から、電話で、おとしより保健福祉センタ
ー介護普及係☎5970−1120

フレイルチェック測定会
▶とき＝２月10日㈭13時30分〜16時30分▶とこ
ろ＝前野地域センター▶内容＝講義「フレイル
予防」・フレイルチェック・体力測定▶対象＝
区内在住の50歳以上で、要介護認定を受けてい
ない方※半年後に行う同測定会に参加できる方
▶定員＝10人（抽選）▶申込・問＝１月21日（必
着）まで、はがき・FAX・Ｅメールで、長寿社
会推進課シニア活動支援係☎
3579−2376 3579−2309
ki-senior@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例（８面）
の項目と生年月日を明記

※申込開始日の明示がないものは１月11日㈫朝９時から受付

　健康ガイド

離乳食・幼児食サロン
▶とき＝２月４日㈮、10時から・10時30分から
・11時から、各１回制▶内容＝食品サンプルの
展示▶対象＝区内在住で、生後４か月〜おおむ
ね３歳のお子さんの保護者※対象月齢のお子さ
んの同伴可▶定員＝各回10人（申込順）▶ところ
・申込・問＝電話で、赤塚健康福祉センター☎
3979−0511

はじめての歯みがきひろば
▶とき＝２月４日㈮10時20分〜11
時30分▶内容＝子どもの歯みがき
相談・保護者の歯科相談▶対象＝
区内在住で、令和２年12月〜３年
４月生まれのお子さんとその保護
者▶定員＝16組（申込順）▶持物＝
母子健康手帳▶ところ・申込・問
＝電話で、赤塚健康福祉センター
☎3979−0511

区民結核健診
▶とき＝２月８日㈫15時〜16時▶ところ＝板橋
区保健所▶内容＝胸部Ｘ線検査※診断書の発行
不可▶対象＝区内在住の16歳以上で、胸部Ｘ線
検査を受ける機会がない
方▶定員＝20人（申込順）
▶申込・問＝電話で、予
防対策課感染症相談指導
係☎3579−2321

防災とボランティア週間イベント
▶とき＝１月９日㈰14時〜16時▶ところ＝中央図
書館▶内容＝災害ボランティア活動パネル展示・
防災クイズコーナー・ミニ講座など
いたばしボランティア・市民活動見本市
▶とき＝１月11日㈫〜14日㈮、10時〜15時▶とこ
ろ＝イベントスクエア（区役所１階）▶内容＝区内
で活動するボランティア団体・NPO法人のパネ
ル展示、手作り作品の販売など

[いずれも]
▶問＝いたばし総合ボランティアセンター☎5944
−4601〈月曜事務局休み〉

ご案内いたばし総合
ボランティアセンター

※勤務時間・賃金などの明示がない項目は、各募集要項などをご覧ください。

※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

給与事務補助員
▶募集人数＝１人▶募集要項などの配布場所
＝人事課（区役所４階㉑窓口）・区ホームペー
ジ▶申込・問＝１月31日（必着）まで、必要書
類を直接または郵送で、人事課給与係（〒173
−8501）☎3579−2074

徴税指導員
▶募集人数＝１人▶募集要領の配布場所＝納
税課（区役所３階⑪窓口）・区ホームページ▶
申込・問＝２月７日（必着）まで、必要書類を
直接または郵送で、納税課整理第一係（〒173
−8501）☎3579−2145

いたばし観光センター職員
▶募集人数＝２人▶募集要項の配布場所＝く
らしと観光課（情報処理センター６階）・区ホ
ームページ▶申込・問＝１月
28日（必着）まで、必要書類を
直接または郵送で、くらしと
観光課観光振興係（〒173−
0004板橋２−65−６）☎3579
−2251

いずれも
▶勤務期間＝４月から１年間▶選考＝書類・
面接

会計年度任用職員を募集します
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確かな家族葬を約束する

千代田セレモニー
安心と安全への取り組みを継続し、あたたかい家族葬をお手伝いします。

家族葬のご依頼・事前のご相談は

24時間・365日受付0120-16-9876
赤塚ホール 成増ホール 小豆沢ホール

戸田葬祭場・舟渡斎場での家族葬もお手伝いします

通話
無料

千代田セレモニー
月～金曜日／9:00～21:00　土曜日／9:00～17:00
※日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）はご利用いただけません。

受付時間

ご相談・お問い合わせは

ご入学前の
まとまった費用の
準備が可能！

固定金利
長期返済
なので安心！

40年以上の
取扱実績！

※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

　２次選考は、１次選考で欠員が生じた場合に行います。
▶申込書などの配布場所＝保育サ
ービス課(区役所３階㉓窓口)、各
区立・私立保育園、各区民事務
所、赤塚・志村の各福祉事務所、
区立各図書館、区ホームページ

▶申込＝２月21日(必着)まで、次のいずれか
●直接…保育サービス課入園相談係、赤塚・志村の各福祉事務所
●  郵送…保育サービス課入園相談係(〒173－8501)※書留などの追
跡可能な方法に限る。

●電子申請(区ホームページ参照)
※結果通知は、３月10日㈭にお送りします。

４月からの保育施設入園申込(２次)を
受け付けています

保育サービス課入園相談係☎3579－2452問　合

　病児・病後児保育とは、保育所・幼稚園などに入所・通園しているお子さんのうち、入院は不要でも病気の
治療中で安静を要する場合(病児)と、病気の回復期で通園できない場合(病後児)に、区内指定医療機関などで
お子さんを保育する制度です。ぜひ、ご利用ください。

お子さんの急な病気に備えて
病児・病後児保育をご利用ください

保育サービス課入園相談係☎3579－2452問　合

実施施設
●A板橋区医師会病院病児・病後児保育室(高島平３－12－６)
●B 帝京大学医学部附属病院病児・病後児保育室(加賀２－11－１)
●C いわた医院チャイルドケアセンター(坂下１－35－17)
●D キッズタウンむかいはら保育園病後児保育室「すみれ」(向原３－７－７)
※●Dは病後児のみ利用可。事前に医療機関で受診が必要。

サービス内容
▶利用期間＝連続して７日以内(閉室日を除
く)▶開室日・時間＝平日(年末年始を除く)、
８時～18時(●Cは８時40分～17時45分)
▶対象＝次の両方の要件を満たすお子さん
●区内在住で、１歳～未就学である
● 就労・病気・冠婚葬祭などで、保護者によ
る保育が困難である

▶定員＝１日●A～●C各６人●D３人(いずれも
申込順)▶費用＝１日1500円(生活保護世帯・
前年度住民税非課税世帯は無料)※食事・お
やつ代は実費負担(上限500円・●Cは保護者が
持参)

登録方法
　年度ごとの利用登録が必要です。登録後、
希望する実施施設へ直接予約をお願いします。 
●  新規…保育サービス課(区役所３階㉓窓口)
・区ホームページにある利用登録書・児童
票に必要事項を記入のうえ、直接または郵
送で、保育サービス課入園相談係(〒173－
8501)※４月から利用を希望する場合は、
２月25日(必着)までにご登録ください。３
月下旬に決定通知をお送りします。

●  更新…１月下旬に必要書類をお送りします
ので、更新手続きをお願いします。

※電子申請(区ホームページ参照)でも登録可

　板橋区医師会病院・帝京大学医学部附
属病院では、「お迎えサービス」を行って
います。保育施設などに預けているお子
さんが急病のときに、保護者が迎えに行
けない場合は、看護師が代わりに迎えに
行き、病児保育施設で保育します。※区
内の認可保育所・
認証保育所・小規
模保育所・ベビー
ルーム・幼稚園・
認定こども園に入
所しており、入院
不要なお子さんが
対象。※タクシー
代(往復)などの実
費が必要

お迎えサービスも
利用できます
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※費用の明示がないものは無料

古民家年中行事マユダマ飾り展示

中級者向けビジネス英文講座
▶とき＝１月20日～３月10日の毎週木曜、８日
制、●A18時30分～19時40分B19時50分～21時▶
ところ＝ロジエビルNo.３(板橋１－48－11)※
オンライン参加可▶対象＝区内在住・在勤の方
▶定員＝●A●B各10人(申込順)▶費用＝2000円※
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、板橋区産業振興課工業振興係☎
3579－2193

体験・観賞
平和をめざす君に
▶とき＝２月６日㈰13時～16時▶内容＝平和に
関する意見交換▶対象＝中学生以上▶定員＝30
人(申込順)▶ところ・申込・問＝１月８日㈯朝
９時から、直接または電話で、まなぽーと成増
☎3975－9706〈第３月曜休館〉

小茂根図書館の催し
●Aこもね寄席(講談会)
▶とき＝１月16日㈰▶出演＝講談師　神田真紅
▶定員＝25人
●●Bちょっと深読み音読講座
▶とき＝１月29日㈯▶内容＝講義▶講師＝大東
文化大学教授　山口謠司▶対象＝中学生以上▶
定員＝15人

[ABいずれも]
※14時～15時※申込順▶ところ・申込・問＝●A
１月８日㈯●B９日㈰いずれも朝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〉

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

申込記入例

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先

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

講　座
かなざわ講座
▶とき＝１月28日㈮14時～15時30分▶ところ＝
区立文化会館大会議室▶内容＝講義「加賀藩家
老江戸へ行く」※パソコン文字通訳あり▶講師
＝前田土佐守家資料館学芸員　竹松幸香▶対象
＝区内在住・在勤・在学の方▶定員＝100人(抽
選)※生後４か月～未就学児の保育あり(定員４
人)▶申込・問＝１月19日(必着)まで、往復は
がき・電子申請(区ホームページ参照)で、生涯
学習課文化財係☎3579－2636※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)・何歳何か月を明記。聴覚障がいがあ
る方はその旨を朱書。

加賀藩学講座
▶とき＝２月10日㈭18時30分～20時▶ところ＝
グリーンホール２階ホール▶内容＝講義「加賀
藩の城の縄張りと分布」※手話通訳あり▶講師
＝富山県砺波市係長　野原大輔▶定員＝80人
(抽選)▶申込・問＝１月19日(必着)まで、往復
はがき・Ｅメールで、くらしと観光課観光振興
係(〒173－0004板橋２－65－６)☎3579－2251
kb-kankou@city.itabashi.tokyo.jp※申込

記入例参照。手話通訳を希望する場合はその旨
を明記。

親プログラム
▶とき＝２月１日・８日・22日、各火曜、３日
制、10時～11時45分▶ところ＝グリーンホール
503会議室▶内容＝講義「子どもの良い行動を見
つける方法」など▶講師＝スター・ペアレンテ
ィングファシリテーター　山中多民子▶対象＝
区内在住・在勤で、子育て中の方▶定員＝20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)▶申込・問＝１月11日㈫朝
９時から、電話で、子ども家庭支援センター☎
3579－2656

４コマ漫画描き方講座
▶とき＝２月２日～３月のうち６日間、各水
曜、９時30分～11時30分▶講師＝似顔絵講師　
わがたみふく▶対象＝区内在住・在勤で、50歳
以上の方▶定員＝15人(申込順)▶費用＝2400円
▶ところ・申込・問＝１月８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

リサイクルプラザの催し
パネル展「ハイムーン環境まんが」
▶とき＝１月29日㈯まで、９時～17時
裂き織りぞうり講座
▶とき＝１月30日㈰10時20分～14時▶対象＝区
内在住・在勤・在学の方▶定員＝10人(申込順)
▶費用＝200円▶持物＝木綿または綿混紡の布
(薄い布は幅８cm・厚い
布は幅５cm、長さ1.5ｍ)
20枚・昼食▶申込＝１月
８日㈯朝９時から、 電話
で、リサイクルプラザ※
同プラザホームページか
らも申込可

[いずれも]
▶ところ・問＝リサイクルプラザ☎3558－5374

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

▶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

１月のテーマ
「 減らそう食品ロス」

坂東 彌十郎さん

板橋区観光大使・歌舞伎俳優
区内在住

いたばしのヒトビトいたばしのヒトビト

　区の魅力・観光情報を国内外に広く発信し、観光振興・都市
ブランド向上を図ります。区にゆかりがあり、愛着を持って、
積極的な広報活動と観光振興への支援に協力していただける方
に、観光大使を委嘱しています。

板橋区観光大使

　板橋区の魅力は、都心に近いのに自然が豊かで、環境が良いところ
だと思います。石神井川沿いの遊歩道で、桜並木を見るのが大好きで
す。より多くの魅力を伝えていきたいと思っていますので、区民のみ
なさんが感じている板橋区の魅力を、ぜひ私に教えてください。
　観光大使への就任にあたり、多くの方に板橋区の魅力を伝えるだけ
ではなく、区民のみなさんにも歌舞伎の魅力を伝えたいと思っていま
す。また、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも出演しますので、ぜ
ひご覧ください。

　マユダマは、うるち米の団子をケヤキ・ヤナギなどの枝に挿し、養蚕・
農作物の豊作を願って小正月(１月15日)に飾ります。郷土資料館では、農
村部で行われていたマユダマを再現し、古民家の大黒柱に飾り付けます。
▶とき＝１月８日㈯～16日㈰、９時30分～17時(入館は16時30分まで)

▶予約条件＝501・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＝１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１月24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（９月分）

大東文化大学書道学科ゼミ制作展
▶とき＝１月14日㈮～16日㈰、10時～18時(初日
は13時から、最終日は15時まで)▶内容＝書作品
55点

☎3977－6061展示案内成増 アートギャラリー

郷土資料館☎5998－0081
〈月曜休館。ただし１月10日㈷は開館し11日㈫休館〉

ところ
・問合


