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感染拡大防止のため、各種届出は郵送などによる手続きをご活用ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください

対象施設・事業 補助内容

A幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(１号認定) 利用料無償

●B幼稚園(新制度未移行園) 上限(月額)２万5700円までの利用料

●C 幼稚園の預かり保育事業
上限(月額)１万1300円までの利用料※満３
歳児クラス(住民税非課税世帯)は上限(月
額)１万6300円までの利用料

●
D
認可保育所、認定こども園(２・３号認
定)、地域型保育事業(小規模保育・事業
所内保育・家庭的保育など)

０～２歳児クラス(住民税非課税世帯)・３
～５歳児クラスは利用料無償

●E
認可外保育施設など(認証保育所・一時
保育・ファミリーサポートなど)

●０～２歳児クラス(住民税非課税世帯)…
上限(月額)４万2000円までの利用料

●３～５歳児クラス…上限(月額)３万7000
円までの利用料

F企業主導型保育事業 標準的な利用料無償

幼児教育・保育の無償化の
申請はお済みですか

無償化・保育の必要性の認定
Bは「無償化の認定」、●CE・F(地域枠を利用の方)は「保育の必要性

の認定」を受ける必要があります。日付をさかのぼって認定することは
できませんので、期限までに申請をお願いします。
▶申請期限＝３月11日㈮

利用料払い戻しの請求
BCEで上記の認定を受けた方は、利用料の支払い後、払い戻しの請

求が必要です。BCは原則、幼稚園を通じての請求ですが、区外の幼稚
園を利用している方は、区への請求が必要になる場合があります。

いずれも
※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。

※送迎費・行事費・延長保育料などは保護者の負担
※国立幼稚園は上限(月額)8700円・国立特別支援学校幼稚部は上限(月額)400円までの
利用料
※認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、区の確認を受けた施設が対象。
※幼稚園の子ども・子育て支援新制度移行・未移行園、認定こども園の認定区分など
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　合

●●A～Cについて…学務課幼稚園係☎3579－2613
●D・E●Fの「保育の必要性の認定」について…保育サービス課入
園相談係☎3579－2452
●Eの「利用料払い戻しの請求」について…保育サービス課民間
保育振興係☎3579－2492
※●Fは各施設にお問い合わせください。

補助内容 申請・手続き（ADは不要）

▶対象＝板橋区に住民登録があり、次のいずれかの施設と月120時間
以上の利用契約をしている０～２歳児クラスの方
●認証保育所
● ベビーホテル(都の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明
書」交付施設)

※区外施設を含む。※要件など詳しくは、区ホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。
▶助成金額＝ 表 参照▶交付予定時期＝５月▶申請
書の配布場所＝対象施設・区ホームページ▶申込・
問＝３月４日㈮まで、必要書類を直接、利用施設ま
たは保育サービス課民間保育振興係(区役所３階㉓
窓口)☎3579－2492

認証保育所等保育料負担軽減
助成の申請はお済みですか令和３年度

※区分は、昨年４月～８月分は令和２年度、昨年９月～今年３月分は３年
度の住民税で決定。
※助成上限額(月額)と実際に支払った月

つき

極
ぎめ

保育料を比較して、低い金額を
助成。
※住民税非課税世帯は、幼児教育・保育の無償化と併用可(無償化の申請・
認定が必要)。

区　分
助成上限額(月額)

第１子 第２子 第３子以降
住民税課税世帯 ４万円 ５万4000円 ６万7000円
住民税非課税世帯 ２万5000円

表  助成金額

　幼稚園・認可保育所・認定こども園などの０～２歳児クラス(住民税非課税世帯)・３～５
歳児クラスのお子さんは、利用料が無償になります。
　認定申請などが必要な場合がありますので、お済みでない方は手続きをお願いします。



2 広報　いたばし 令和４年(２０２２年)２月19日（土）

※費用の明示がないものは無料

お 知らせ
清水町・蓮沼町周辺地区の新たな
防火規制区域指定案に関する説明会
▶とき＝３月４日㈮18時30分〜19時30分・５日
㈯10時〜11時、各１日制▶ところ
＝清水地域センター▶定員＝各日
50人（先着順）※当日、直接会場へ。
▶問＝まちづくり調整課不燃化ま
ちづくり係☎3579−2572

「防災街区整備方針」都市計画案の
縦覧・意見書の提出

　区内在住の方・利害関係がある方は、意見書
を提出できます。
▶縦覧・意見書の提出期間＝３月３日㈭まで▶
縦覧場所＝東京都都市整備局都市計画課（都庁
第二本庁舎12階）・板橋区まちづくり調整課（区
役所５階⑬窓口）・都ホームページなど▶意見
書の提出先＝直接または郵送で、東京都都市整
備局都市計画課（〒163−8001新宿区西新宿２−
８−１）▶問＝同局都市計画課☎5388−3336、
板橋区まちづくり調整課不燃化まちづくり係☎
3579−2572

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）南町計画（南町21−１）▶縦
覧期間＝４月８日㈮まで▶縦覧場所・意見書の
提出先・問＝５月10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

「舟渡四丁目南地区」都市計画原案の
縦覧・意見書の提出

　対象者は、意見書を提出できます。
▶内容・対象
⃝🅐地区計画…対象区域に土地の権利をお持ちの方
⃝🅑��高度利用地区・高度地区…区内在住の方、区

内に事務所・事業所がある法人
▶対象区域＝舟渡四丁目▶面積＝⃝🅐約12.6ha⃝🅑�
約9.1ha▶縦覧・意見書の提出期間＝２月21日
㈪〜３月14日㈪▶縦覧場所・意見書の提出先＝
直接または郵送で、都市計画課都市計画係（区
役所５階⑮窓口、〒173−8501）
説明会
▶とき＝３月４日㈮19時〜20時30分・５日㈯10
時〜11時30分、各１日制▶ところ＝舟渡地域セ
ンター▶定員＝各日30人（先着順）※当日、直接
会場へ。

[いずれも]
▶問＝都市計画課都市計画係☎3579−2552

バイク・軽自動車の廃車手続きは
お早めに

　軽自動車税（種別割）は、４月１日時点の所有
者に課税されます。廃車手続きがお済みでない
方は、４月１日㈮までに、手続きをお願いします。 
▶届出が必要な方
● 車両を譲った
●  車両が盗難に遭った（警察への盗難届・区役

所への手続きが必要）
● 車両を処分した・下取りに出した
● 区外に転出した
▶届出先・問
●�原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動
車・ミニカー…板橋区課税課税務係（区役所
３階⑬窓口、〒173−8501）☎3579−2095※郵
送は４月１日（消印有効）まで。

● �軽二輪車・二輪の小型自動車…練馬自動車検
査登録事務所（練馬区北町２−８−６）☎050
−5540−2032

● �軽自動車（660cc以下）…軽自動車検査協会東
京主管事務所練馬支所（新河岸１−12−24）☎
050−3816−3101

ボランティア・NPO活動の経費を
補助します
▶対象＝個人・NPO法人・任意団体▶対象事
業＝地域の課題解決に向けた取組や公益性があ
る活動で、６月〜来年３月に実施する事業※既
に公共団体・行政機関から補助を受けている事
業などを除く。※補助内容・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＝地域振興課（区役所８階⑫窓口）・
いたばし総合ボランティアセンター・区ホーム
ページ▶申込＝４月８日㈮まで、必要書類を直
接、地域振興課地域振興係※申込予定者は、事
前説明会にご参加ください。詳しくは、募集要
項をご覧ください。
学習会
▶とき＝３月21日㈷10時〜12時▶内容＝申請書
の記入方法※オンライン参加可▶定員＝20人
（申込順）▶ところ・申込＝２月19日㈯朝９時か
ら、電話・Ｅメールで、いたばし総合ボランテ
ィアセンター☎5944−4601 info@ita-vc.or.jp

〈月曜事務局休み。ただし３月21日㈷は開局し
22日㈫休み〉※申込記入例（３面）参照

[いずれも]
▶問＝地域振興課地域振興係☎3579−2163

外国人のための法律相談
▶とき＝３月17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
テム「Zoom」によるビザ・労働・離婚などの相談
▶対象＝外国籍の方▶申込＝３月
10日㈭まで、（公財）板橋区文化・
国際交流財団ホームページ▶問＝
同財団（区役所内）☎3579−2015

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

創業から事業用不動産一筋にもうすぐ半世紀『かゆい所に手が届く』をモットーに営業活動展開中 ! 株式会社　豊 徳 / 東京都知事（13）第 29605 号広　告

募 　 集
区立学校適正規模及び
適正配置審議会公募委員
▶募集人数＝２人▶任期＝令和４年４月〜６年
６月▶選考＝作文※必要に応じて面接あり※対
象など詳しくは、募集要項をご覧ください。▶
募集要項の配布場所＝新しい学校づくり課（区
役所６階⑫窓口）・区立各図書館・区ホームペ
ージ▶申込・問＝３月７日（必着）まで、必要書
類を直接または郵送・Ｅメールで、新しい学校
づくり課学校施設係（〒173−8501）☎3579−
2608 ky-gshisetu@city.itabashi.tokyo.jp

区立図書館ホームページバナー広告
▶掲載期間＝４月〜来年３月※１か月単位。複
数月の申込可。▶掲載料＝月額5000円※広告版
下は広告主が作成。掲載基準など詳しくは、区
立図書館ホームページをご覧ください。▶申込
・問＝３月10日（必着）まで、必要書類を郵送
で、中央図書館（〒174−0071常盤台４−３−
１）☎6281−0291〈第２月曜・月末日休館〉

成増農業体験学校受講生
▶とき＝４月〜来年３月の土曜・日曜（年30回
程度）▶内容＝農業の知識・技術の習得▶対象
＝区内在住の20歳以上で、修了後、援農ボラン
ティアとして活動できる方▶定員＝20人（抽選）
▶費用＝２万円※申込方法など詳しくは、成増
農業体験学校ホームページをご覧ください。▶
ところ・問＝同学校（成増４−17）☎3263−3826

〈土曜・日曜休み〉

区民農園利用者（追加分）
▶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▶１区画の面積＝約
15㎡▶申込＝３月５日㈯10時〜10時30分に、直
接、高島平区民館※申込者本人の住所・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）と利用料が必要※
申込・利用上の注意事項
など詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。
▶問＝赤塚支所都市農業
係☎3938−5114

農園名 所在地 区画数
赤塚一丁目第２ 赤塚１−33 32
赤塚四丁目第１ 赤塚４−９

各４
赤塚五丁目第３ 赤塚５−31
赤塚五丁目第４ 赤塚５−26 ６
※抽選※募集農園・区画数は変更になる場合あり

表  追加募集農園

感染防止にご協力をお願いします
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・☎6258−5780

（いずれも24時間）

　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。引き続き、感染防止の３つの基本（手洗い
・マスク着用・身体的距離の確保）を徹底しましょう。

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

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
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※費用の明示がないものは無料

板橋で創業 70 年
大栄交通株式会社

タクシーのご用命 
03-3969-3481空港定額・鰻デリバリー「うなタク」も好評運行中広　告

※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

予防接種の受け忘れはありませんか
３月１日〜７日は子ども予防接種週間

　週間中は、土曜・日曜も、協力医療機関で
予防接種を受けられます。入園・入学前に、
予防接種の受け忘れがないか、母子健康手帳
で確認しましょう。
▶対象＝各定期予防接種の対象年齢者

麻しん風しん混合２期
　接種期限は３月31日㈭です。未接種の場合
は、早めに接種しましょう。
▶対象＝平成27年４月２日〜28年４月１日に
生まれた方

予防対策課予防接種係☎3579−2318問　合

※予診票がない場合は、母子健康手帳をお持ちのうえ、お近くの健康福祉センターでお
受け取りください。※事前に医療機関へ電話連絡のうえ、接種してください。協力医療
機関など詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

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

申込先に住所がない場合の宛先

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

Ｉ（あい）サロン
　参加者のみなさんで気軽におしゃべりします。 
仲間づくりの場としてもご利用ください。
▶とき＝３月１日㈫14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンホール504会議室※当日、
直接会場へ。▶テーマ＝成年後
見制度▶問＝男女社会参画課男
女平等推進係☎3579−2486

シンポジウム「高次脳機能障がい者
支援とその課題」
▶とき＝３月12日㈯９時30分〜11時50分▶とこ
ろ＝グリーンホール601会議室▶講師＝目白大
学教授　會田玉美ほか▶定員＝30人（申込順）▶
申込・問＝２月19日㈯朝９時から、電話で、ま
なぽーと大原☎3969−0401〈第３月曜休館〉

香り・手触りで楽しむ樹木講習会
▶とき＝３月12日㈯13時30分〜15時▶講師＝樹
木医　岩谷美苗▶対象＝区内在住・在勤・在学
の小学生以上▶定員＝20人（抽選）▶費用＝一般
850円、65歳以上の方・障がいがある方・高校
生以下420円▶ところ・申込・問＝３月３日（必
着）まで、往復はがき・電子申請（区ホームペー
ジ参照）で、赤塚植物園（〒
175−0092赤塚５−17−14）☎
3975−9127〈月曜、第１・３
・５火曜事務室休み〉※申込
記入例参照

フレイルチェック測定会
▶とき＝３月23日㈬13時30分〜16時30分▶とこ
ろ＝グリーンカレッジホール（志村３−32−６）
▶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＝３月４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※申込記入例の項目と生年
月日を明記

介護予防スペースはすのみ教室
▶とき＝４月13日〜６月22日（５月４日を除く）
の毎週水曜、10日制
▶コース・時間・定員
●体操・介護予防指導…10時〜12時、20人
●腰痛・膝痛・転倒予防…13時〜14時、10人
●ヨガ…14時〜16時、20人
※抽選
▶ところ＝介護予防スペースはすのみ教室（高
島六小内）▶対象＝区内在住の65歳以上で、要
支援・要介護認定を受けていない方▶費用＝各
コース2400円▶持物＝室内用運動靴▶申込・問
＝２月25日（消印有効）まで、はがき（１人１コー
ス）で、長寿社会推進課シニア事業係☎3579−
2372※申込記入例参照

体 験 ・ 観 賞
教育科学館の催し
⃝🅐一般向け投影「太陽系プラネット・ツアー」
▶とき＝３月１日㈫〜31日㈭（20日㈰を除く）、
15時30分〜16時20分▶対象＝小学５年生以上
⃝⃝⃝🅑�プラネタリウムdeおはなし会�
「999ひきのきょうだいのはるですよ」
▶とき＝３月５日㈯・６日㈰、10時〜10時40分
▶対象＝２歳以上の方（未就学児は保護者同伴）

[🅐🅑�いずれも]
▶定員＝各日78人（申込順）▶費用＝一般350円
・高校生以下120円※65歳以上の方（持物…年齢
がわかるもの）・障がいがある方（持物…各種手
帳）は割引あり▶申込＝２月19日㈯朝９時から、 
電話（１申込５人まで）で、教育科学館※同館ホ
ームページからも申込可
⃝⃝🅒動画編集講座
▶とき＝３月５日㈯14時〜16時▶内容＝編集ソ
フトを使ったオープニング動画作り※作品の持
ち帰り可▶対象＝小学４年〜中学生▶定員＝６
人（抽選）▶費用＝800円▶申込＝２月24日㈭ま
で、Ｅメールで、教育科学館 itakk@itbs-
sem.jp※申込記入例参照

[🅐〜🅒いずれも]
▶ところ・問＝同館☎3559−6561〈月曜休館。
ただし３月21日㈷は開館し22日㈫休館〉

キッズガーデナー
▶とき＝４月〜来年３月の第２土曜、12日制、
14時〜15時45分▶内容＝花壇作り・花の手入れ
・花苗育てなど▶対象＝区内在住の新小学３年
生▶定員＝６人（抽選）▶費用＝350円▶ところ
・申込・問＝３月３日（必着）まで、はがき・
FAX・Ｅメールで、熱帯環境植物館（〒175−
0082高島平８−29−２）☎5920−
1131 5920−1132 nettaikan@
seibu-la.co.jp〈月曜休館。ただ
し祝日の場合は開館し翌日休館〉
※申込記入例参照

講 　 座
成増・赤塚地域の地形を知ろう
▶とき・内容（各１日制）
🅐３月５日㈯14時〜16時…立体地図作り
🅑�３月６日㈰13時〜16時…街歩き
▶ところ＝🅐まなぽーと成増▶対象＝小学５年
生以上▶定員＝🅐🅑�各10人（申込順）▶費用＝
🅑�50円▶申込・問＝２月19日㈯朝９時から、直
接または電話・Ｅメールで、まなぽーと成増☎
3975−9706 nsyakyo@city.itabashi.tokyo.
jp〈第３月曜休館〉※申込記入例の項目と希望
日（🅐🅑�いずれか、または両方）を明記

傍 　 聴
板橋グリーンカレッジ運営協議会
▶とき＝３月４日㈮14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンカレッジホール（志村３−32−６）▶内容＝
板橋グリーンカレッジの運営報告▶定員＝５人
（申込順）▶申込・問＝２月21日㈪朝９時から、
電話で、長寿社会推進課シニア事業係☎3579−
2372

休 みます
地域センター
▶施設・とき
●�中台地域センター…２月25日㈮17時〜21時30分
● �常盤台地域センター…３月７日㈪９時〜12時

※荒天時は22日㈫に延期
※施設清掃などのため
▶問＝地域振興課庶務係☎3579−2161
男女平等推進センター
▶とき＝２月28日㈪※施設点検のため▶問＝男
女平等推進センター☎3579−2790

※申込開始日の明示がないものは月曜朝９時から受付

　健康ガイド

尿もれ予防体操教室
▶とき＝３月18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

医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝ 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

と　き ところ・申込電話

３月３日㈭ 区役所（２階⑮窓口）※申込は仲町おとしより
相談センター☎5917－5201

３月７日㈪ 舟渡ホール※申込は舟渡おとしより相談セン
ター☎3969－3136

３月14日㈪ 成増アクトホール※申込は成増おとしより相
談センター☎3939－0678

３月17日㈭ 区役所（２階⑮窓口）※申込は富士見おとしよ
り相談センター☎5392－0023

３月25日㈮ 大谷口おとしより相談センター☎5964－5620
※13時20分から・14時から、各１回制。

表  医師によるもの忘れ相談
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※費用の明示がないものは無料

▶とき＝２月20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

文旦湯を行います

３月11日㈮11時実施
区内一斉いたばしシェイクアウト訓練(１分間防災訓練)
シェイクアウト訓練とは
　地震発生直後の初動対応を身に付ける訓練です。訓練開始の合図
を確認後、安全行動( 図 参照)を取りましょう。

訓練開始の合図
　板橋区防災メール(二次元コード参照)、防災行政無線
による放送でお知らせします。
▶放送内容
●「こちらは防災板橋です」１回
● 「訓練。訓練。ただいま、大きな揺れが発生しています。身の安
全を確保してください」２回

● 「揺れが収まりました。訓練を終了します」１回
※聞き取れなかった放送内容は、電話応答サービス(☎0120－357－
411)で確認できます。

参加表明で５年保存のポテトチップスをもらおう
　区ホームページからシェイクアウト訓練の参
加表明をした方に、抽選でポテトチップスを差
し上げます。※参加方法など詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。

おうちで備えるキャンペーン
　区内ショッピングセンターなどに、防災関連商品の特設コーナー
を設置するほか、家庭でできる災害への備えを展示します。買い物
などのついでに、ぜひお立ち寄りください。
▶とき・ところ
●A ３月７日㈪まで…イオン板橋ショッピングセンター(徳丸２－６
－１)
●B３月４日㈮～13日㈰…高島平とうきゅう(高島平９－23－１)
●C３月７日㈪～11日㈮…イベントスクエア(区役所１階)
●D３月上旬～中旬…イオンスタイル板橋前野町(前野町４－21－22)
※A●D特設コーナーC 展示のみ。

防災動画をご活用ください
　区公式YouTubeチャンネル「板橋防災プラスチャンネ
ル」で、防災に役立つ動画を配信しています。日常生活
の隙間時間で、防災知識を深めてみませんか。

地域防災支援課地域支援係☎3579－2152問　合

災害に備えよう！
板橋防災プラスプロジェクト

に参加しませんか
　区の防災事業「板橋防災プラスプロジェクト」では、日常生活に防災をプラスする様々な取組を
行っています。この機会に、防災対策を強化しましょう。

図  安全行動

➡ ➡

アプリで「広報いたばし」を配信しています
　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。

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。

※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

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
　「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。※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。
▶問＝広聴広報課広報係
☎3579－2022

区ホームページ
　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。
▶問＝広聴広報課広聴係
☎3579－2024

広告を
掲載しませんか


