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主な事業は
２面をご覧ください

　令和４年度当初予算(案)の一般会計の予算規模は、2297億9000万
円で、前年度予算に比べ、89億円(4.0％)の増となりました。
　一般会計と特別会計を合わせた予算総額は、3445億4600万円とな
っています。

財政課☎3579－2030問
合

　新型コロナウイルス感染症は、日
常生活・社会経済活動など、あらゆ
る分野に影響を与えています。
　区は、区民の安心・安全を最優先
に、感染拡大防止に万全を期すとと
もに、区制90周年を踏まえつつ、２
年目を迎える「いたばしNo.１実現
プラン2025」を着実に実現します。
　また、二酸化炭素排出量を実質ゼ
ロにするゼロカーボンシティの実現
や、地域経済の立て直しを推進する
必要があります。

　そのため、社会情勢・財政状況を
的確に認識し、ウィズコロナ・ポス
トコロナにおける区政運営を見据え
て創意工夫を重ね、行政サービスの
質を維持・向上できるよう予算編成
を行いました。
※本予算(案)は、令和４年第１回区
議会定例会で審議
されます。編成過
程など詳しくは、
区ホームページを
ご覧ください。

編成の考え方

　国は、「地方創生の推進」「税源
偏在是正」の名のもと、法人住民
税の一部国税化、地方消費税の清
算基準の見直し、ふるさと納税な
どの不合理な税制改正により、区
の貴重な税源を一方的に奪ってい
ます。
　また、新型コロナウイルス感染
症の東京23区への影響は甚大で、

感染症対策や中小企業・医療機関
の支援策などの負担は増え続けて
おり、極めて厳しい財政状況です。
　区では、都・特別区長会と連携
し、地方固有の財源を不当に収奪
するような税制改正の方向性を改
め、国の責任で地方税財源の拡充
を図るよう、引き続き強く要望し
ていきます。

令和４年度当初予算(案)概要
区　分 令和４年度 令和３年度 伸び率
一般会計 2297億9000万円 2209億4000万円 4.0%

特
別
会
計

国民健康保険事業 558億9000万円 528億2000万円 5.8%
介護保険事業 452億700万円 440億7000万円 2.6%
後期高齢者医療事業 135億900万円 124億6000万円 8.4%
東武東上線連続立体化事業 1億5000万円 9000万円 66.7%

合　計 3445億4600万円 3303億8000万円 4.3%
※伸び率は、小数点以下第２位を四捨五入しています。

歳出予算の特徴

歳入予算の特徴

歳入
2297億
9000万円

特別区交付金
712億円
（31.0%）

国庫支出金
582億6600万円
（25.4%）

特別区税
480億
2900万円
（20.9%）

諸収入
28億900万円（1.2%）

20億円（0.9%） 52億4300万円（2.3%）歳入（一般会計） 繰越金 その他

歳出
2297億
9000万円

福祉費
1331億
1100万円
（57.9%）教育費

268億
4600万円
（11.7%）

総務費
208億
1600万円
（9.1%）

議会費
９億900万円（0.4%）

４億900万円（0.2%） ３億円（0.1%）

公債費
25億7100万円（1.1%）

歳出（一般会計） 諸支出金 予備費

土木費
198億7300万円（8.6%）

衛生費
131億3700万円（5.7%）

資源環境費
91億1700万円（4.0%）

産業経済費
27億100万円（1.2%）

都支出金
206億2200万円（9.0%）

地方消費税交付金
106億円（4.6%）

使用料及び手数料
53億3500万円（2.3%）

繰入金
28億5300万円（1.2%）

分担金及び負担金
28億3300万円（1.2%）

●  特別区交付金は、法人住民税の増
などにより、77億円の増収を見込
んでいます

● 特別区税は、納税義務者数の増な
どにより、20億円の増収を見込ん
でいます

● 繰入金は、予算編成に必要な財源
として、財政調整基金から20億円
を繰り入れました。また、区営住
宅の改築などに充てるた
め、各基金から計８億円
を繰り入れました

● 福祉費は、(仮称)子ども家庭総合
支援センター開設に伴う子ども家
庭総合支援費や、保育所待機児童
対策の推進に伴う私立保育所保育
運営経費の増などにより、16億円
の増額となりました

● 教育費は、上板橋二中改築の完
了、舟渡小・紅梅小長寿命化改修
の完了などにより、41億円の減額
となりました

● 土木費は、上板橋駅南口駅前地区
などの再開発事業の進捗、志村坂
下住宅改築などにより、65億円の
増額となりました

● 衛生費は、新型コ
ロナウイルスワク
チン接種・感染症
対策などにより、
49億円の増額とな
りました

税源偏在是正に対する区の見解

一般会計予算(案)
2297億9000万円

令和４年度当初予算(案)がまとまりました

区制90周年   持続可能な未来を創る
「安心・安全予算」

新型コロナワクチンの３回目接種をお勧めします 現在、予約が取りやすくなっています。
予約方法など詳しくは、接種券に同封しているお知らせをご覧ください。
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区からのお知らせを公式Facebook・Twitter（アカウント：@city_itabashi）で配信しています

重点戦略Ⅰ
SDGs（持続可能な開発目標）

戦略
（仮称）子ども家庭総合支援センターの
開設
� 【32億7269万円】

　子ども家庭支援センター・児童相談所の機能
を併せ持つ「（仮称）子ども家庭総合支援センタ
ー」を開設します。相談体制の充実や、成長段
階に応じた関係機関との連携などにより、子ど
もの健やかな成育を切れ目なく支援します。
▶問＝児童相談所開設準備課計画推進係☎3579
−2068

「ゼロカーボンいたばし2050」の表明に
基づく脱炭素社会の実現
� 【764万円】

　区施設への再生可能エネ
ルギー100％電力の導入
や、同電力を利用した電気
自動車の導入など、二酸化
炭素排出量の実質ゼロに向
けた取組を進めます。また、 
各種事業の展開により、区
民・区内事業者への普及・
啓発を行います。
▶問＝環境政策課脱炭素社
会推進係☎3579−2622

区内中小企業・事業者の未来につなぐ�
産業支援
� 【９億4013万円】

　区内経済の維持・継続・回復を後押しし、ポ
ストコロナ社会に対応するため、経営安定化特
別融資の延長やデジタル地域通貨「いたばし
Pay（仮称）」の導入などで、区内中小企業・事業
者の経営支援や地域経済の活性化を図ります。
▶問＝産業振興課産業支援係☎3579−2172・商
業振興係☎3579−2171

イチ
  オシ！

イチ
  オシ！

イチ
  オシ！

主な事業を紹介します
区長のいち押し事業

※金額は、表示単位未満で端数処理しています。

イチ
  オシ！

荒川河川敷のにぎわい創出・水害対策を推進

【2942万円】
　スポーツゾーンの整備により、利用者の健康
増進やにぎわいの創出を図ります。また、大規
模な水害を想定し、高台を活用した連絡通路の
整備を進め、安心・安全な避難を実現します。
さらに、水害時に一人で避難することが困難な
方を対象とした個別避難計画を作成し、区民の
みなさんの防災意識や地域防災力の向上を図り
ます。
▶問＝地域防災支援課地域防災係☎3579−2151

高齢者・障がい者の相談体制を拡充

� 【814万円】
　「おとしよりなんでも相談」と高齢者・障がい
者の「虐待相談」を24時間365日体制に整備しま
す。今年度に整備した「子どもなんでも相談」

「児童虐待相談」と連携を図り、重層的な支援に
つなげます。
▶問＝おとしより保健福祉センター管理係☎
5970−1119、障がい政策課自立支援係☎3579−
2089

重点戦略Ⅱ
デジタルトランス

フォーメーション（DX）戦略
知見のある人材の活用でDXを効果的に推進

� 【6600万円】
　ICT（情報通信技術）の高度な知識や経験など
を持つ外部事業者を活用し、ICT活用の方針・
計画策定・システム導入などに関する支援を受
け、区民サービスの向上につなげます。
▶問＝IT推進課DX推進係☎3579−2043

ICT機器による保育・子育て環境の充実�
【1793万円】

　区立保育園に「保育業務支援システム」を導入
し、保護者・保育園の利便性を高め、保育の質
の向上などを図ります。また、「いたばし子育て
ナビアプリ」をリニューアルし、子育て世代へ
の支援の充実を図ります。
▶問＝保育サービス課保育
運 営 ・ 給 食 係 ☎ 3 5 7 9 −
2483、子ども政策課育成係
☎3579−2475

図書館に書籍・音楽のデジタルサービスを
導入
� 【1277万円】

　区立図書館に、24時間365日利用できる電子
書籍・音楽配信型サービスを導入し、区民のみ
なさんの利便性向上を図ります。
▶問＝中央図書館☎6281−0291〈第２月曜・月
末日休館〉

重点戦略Ⅲ
ブランド戦略

区制施行90周年記念事業の実施

� 【2820万円】
　10月に、区制施行90周年を迎えるため、記念
式典や記念誌の発行などを行います。記念事業
を通じて、区への愛着・誇りを高め、「暮らし
やすい魅力あふれるまち」を育みます。
▶問＝政策企画課総合調整係☎3579−2011

「絵本のまち板橋」プロジェクトの実施

� 【4851万円】
　イタリア・ボローニャ国際絵本原画展の開催
や外国語絵本の蔵書、印刷製本業の集積など、
絵本に関する資源を活

い

かした取組を推進し、絵
本文化を積極的に展開します。
▶問＝ブランド戦略担当課☎3579−2515

まちづくり計画の進行で�
東京で一番住みたくなるまちを実現

� 【54億1591万円】
　高島平地域・大山駅周辺地区・板橋駅西口周
辺地区などのまちづくり事業で、地域・大学・
企業とのさらなる連携や組織横断的な施策展開
によって、若い世代の定住化や交流人口の増加
などを図り、選ばれるまち・住みたくなるまち
の実現をめざします。
▶問＝まちづくり調整課調整係☎3579−2183

イチ
  オシ！

イタリア・ボローニャ国際絵本原画展

大山駅周辺地区（イメージ）板橋駅西口周辺地区（イメージ）

令和４年度当初予算（案）

（仮称）子ども家庭総合支援センター
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※費用の明示がないものは無料

赤塚支所と常盤台・下赤塚・高島平
の各区民事務所もご利用ください

　３月・４月は、引っ越しなどに伴う各種手
続きのため、区役所が大変混雑します。３月
27日㈰・４月３日㈰の９時～17時に、区役所
の一部窓口、赤塚支所、常盤台・下赤塚・高
島平の各区民事務所を開庁します。※区役所
の一部窓口は、第２日曜も開庁。
▶サービス内容・ところなど＝ 表 参照

区役所の窓口以外でも
一部の証明書を取得できます

　証明書の取得は、コン
ビニエンスストアなどの
マルチコピー機をご利用
ください。※マイナンバ
ーカードが必要。
▶問＝戸籍住民課証明係
☎3579－2210

板橋区リアルタイム窓口情報を
ご活用ください

　インターネットで、各窓口の混雑予想・状
況などを確認できます。来庁
日時の検討などにお役立てく
ださい。
▶対象窓口＝ 表 の★印▶問
＝戸籍住民課管理係☎3579－
2201

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

お知らせ
貸付資金の申込を受け付けます
●A奨学資金
▶対象＝４月に高等学校・高等専門学校・専修
学校(高等課程)に進学予定または在学中の方
●●B福祉修学資金
▶種別・対象
ⓐ 入学支度金・修学金…区内在住で、区内の福
祉・医療施設(以下「区内施設」)に就職を希望
し、学校・養成施設に入学する方※修学金は
在学中の方も可
●ⓑ 就業支度金(転居費など)…区内施設に就職が
内定した方
※連帯保証人が１人必要※ⓐ学校・養成施設の
修了後１年以内ⓑ借受後に、区内施設(一部対
象外)に就職して５年以上継続勤務した場合は、 
返済免除。詳しくは、お問い合わせください。
▶対象職種＝社会福祉士・介護福祉士・理学療
法士・作業療法士・視能訓練士・歯科衛生士▶
限度額＝入学支度金20万円・修学金(月額)６万
円・就業支度金30万円※無利子

[ABいずれも]
※事前に電話予約が必要▶申込・問＝A３月１
日㈫～11日㈮B３月７日㈪～４月
４日㈪に、直接、生活支援課福祉
資金係(区役所８階⑮窓口)☎3579
－2353※Aは保護者同伴

児童手当などの申請はお済みですか
　子どもの養育などにかかる負担を軽減するた
め、対象児童の保護者に各種手当を支給してい
ます。所得制限など詳しくは、区ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。
▶手当種類・対象児童
● 児童手当…15歳になった最初の３月まで
●  児童扶養手当・児童育成手当(育成手当)…18
歳になった最初の３月(児童扶養手当で、心
身に中度以上の障がいがある場合は19歳)ま
でで、父または母がいない・父または母に重
度の障がいがある

●  児童育成手当(障害手当)…19歳以下で、心身
に中度以上の障がいがある、または脳性まひ
や進行性筋萎縮症がある

●  特別児童扶養手当…19歳以下で、心身に中度
以上の障がいがある

▶申請・問＝直接、子ども政策課子どもの手当
医療係(区役所１階⑥窓口)☎3579－2477または
赤塚支所住民サービス係☎3938－5113

夕焼けチャイムの放送時刻を
変更します
　３月から、夕焼けチャイムの放送時刻を17時
30分に変更します。児童・生徒の帰宅時の安全
確保に、みなさんのご理解・ご協
力をお願いします。
▶問＝地域教育力推進課青少年係
☎3579－2488

３月１日～７日は建築物防災週間
　店舗・飲食店・マンションなどの多くの人が
利用する建物は、適切に維持・管理していない
と、災害時に大きな被害をもたらす恐れがあり
ます。そのため、建物の所有者・管理者は、日
頃から安全確保に努めましょう。
　また、一定規模以上の建物の場合、定期的な
調査・報告が法律で義
務付けられていますの
で、専門家に調査を依
頼しましょう。
▶問＝建築指導課監察
・調査係☎3579－2578

建築物耐震相談会
▶とき＝３月11日㈮10時～16時▶ところ＝大会
議室Ｂ(区役所９階)▶内容＝耐震相談、耐震診
断・耐震改修工事の助成制度の紹介▶定員＝20
人(先着順)※当日、直接会場へ。▶持物＝設計
図(お持ちの方)▶問＝建築安全課建築耐震係☎
3579－2554

（仮称）子ども家庭総合支援センター
の開設に関する区民説明会
▶とき＝３月11日㈮19時から・12日㈯10時か
ら、各１日制▶ところ＝いたばし総合ボランテ
ィアセンター▶定員＝各日20人(先着順)※当
日、直接会場へ。▶問＝児童相談所開設準備課
計画推進係☎3579－2068

３月27日㈰・４月３日㈰に区役所などの一部窓口を開庁します

▲詳しくは
こちらから

施　設 サービス内容 ところ・問

区役所

◎転入・転出・転居などの届出
◎印鑑登録の申請 戸籍住民課住民異動係(１階戸籍住民課受付)☎3579－2205★

◎ 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の全部・個人事項証明書、戸籍の附
票の写し、印鑑登録証明書、税証明書などの交付
◎母子健康手帳の交付(☆１)

戸籍住民課証明係(１階戸籍住民課受付)☎3579－2210★
※☆１：▶問＝健康推進課母子保健係☎3579－2313(平日のみ)

●特別永住者証明書の申請・交付 戸籍住民課住民台帳係(１階戸籍住民課受付)☎3579－2207★
●戸籍の届出(※１) 戸籍住民課戸籍係(１階戸籍住民課受付)☎3579－2202★
◎ マイナンバーカードの申請・券面変更(住所・氏名・有効期限など)・暗証番号再
設定、電子証明書の更新・発行
◎マイナポイントに関する相談(☆２)

マイナンバー総合案内(２階⑩窓口)★、板橋区マイナンバーコールセンター☎6905－7031
(９時～17時、４月３日㈰を除く)
※☆２：▶問＝板橋区マイナポイント等支援ダイヤル☎6630－5986(９時～17時、４月３
日㈰を除く)

◎ マイナンバーカードの受取【予約制】(４月３日㈰を除く) 人材育成センター(２階)、板橋区マイナンバーコールセンター☎6905－7031(９時～17時、 
４月３日㈰を除く)

◎国民健康保険の加入・喪失 国保年金課国保資格係(２階㉒窓口)☎3579－2406★
◎国民健康保険料の支払い・納付相談 国保年金課国保収納係(２階㉓窓口)☎3579－2409★
◎ 高額療養費・療養費の支給申請、限度額適用認定証の交付申請 国保年金課国保給付係(２階㉑窓口)☎3579－2404★
◎ 国民年金の加入・喪失(任意加入を除く)、国民年金保険料の免除・猶予・学生納
付特例 国保年金課国民年金係(２階㉕窓口)☎3579－2431★
◎ 住民税・軽自動車税(種別割)の支払い・納付相談 納税課整理第一～四係(３階⑪窓口)☎3579－2141・2135・2138・2145
● 児童・児童扶養・児童育成・特別児童扶養手当の申請、乳幼児・子ども・ひとり
親家庭等医療費助成の申請 子ども政策課子どもの手当医療係(１階⑥窓口)☎3579－2477・2374★

赤塚支所
●戸籍の届出
● 児童・児童扶養・児童育成・特別児童扶養手当の申請、乳幼児・子ども・ひとり
親家庭等医療費助成の申請(医療助成費払い戻し申請を除く)

赤塚支所住民サービス係☎3938－5113

区民事務所

●転入・転出・転居などの届出
●印鑑登録の申請
● 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の全部・個人事項証明書、戸籍の附
票の写し、印鑑登録証明書、税証明書などの交付
●国民健康保険の加入・喪失
●国民健康保険料の支払い
●国民年金の加入・喪失(任意加入を除く)
●住民税・軽自動車税(種別割)の支払い
●母子健康手帳の交付(☆３)
●マイナンバーカードの申請(☆４)

●常盤台区民事務所☎3967－6711
●下赤塚区民事務所☎3938－5110
●高島平区民事務所☎3938－1191
※☆３：▶問＝健康推進課母子保健係☎3579－2313(平日のみ)
※☆４：▶問＝板橋区マイナンバーコールセンター☎6905－7031(９時～17時、４月３日
㈰を除く)

※◎：夜間サービス(祝日・閉庁日を除く毎週火曜、19時まで)の対象窓口
※★：板橋区リアルタイム窓口情報の対象窓口
※ 1：閉庁後は、夜間受付でお預かりします。
※各届出・申請には、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)が必要。※代理人が申請する場合は、委任状・代理人の本人確認書類が必要。※必要書類など詳し
くは、区ホームページをご覧になるか、各担当課にお問い合わせください。※ほかの自治体などへの問い合わせが必要な場合は、当日の処理ができない場合あり。※広域住民票などは取り
扱い不可。※特別永住者以外の在留カードなどの申請は、東京出入国在留管理局で受付。

表  サービス内容
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板橋健康福祉センター ...........☎3579－2333
上板橋健康福祉センター ........☎3937－1041
赤塚健康福祉センター ...........☎3979－0511
志村健康福祉センター ...........☎3969－3836
高島平健康福祉センター ........☎3938－8621
女性健康支援センター ...........☎3579－2306

※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

胃・肺がん検診
▶とき・ところ＝ 表１参照▶検診受付時間＝受
診券で指定した時間
▶内容
● 胃がん検診…胃部Ｘ線(バリウム)検査※妊娠
中の方・胃の手術経験がある方などは受診不
可※誤

ご

嚥
えん

の可能性がある方などは、問診の結
果、受診できない場合あり。

●  肺がん検診…胸部Ｘ線検査※要件に該当する
方は、かくたん検査あり。※妊娠中の方は受
診不可

▶対象＝区内在住で、昭和58年３月31日以前に
生まれた方▶定員＝各日50人(申込順)
▶申込
● はがき・電子申請(区ホームページ参照)…２
月26日㈯から、健康推進課成人健診係※申込
記入例(５面)の項目と希望検診名、生年月日、
性別、希望日・会場を明記。受診希望日の14
日前までにご投

とう

函
かん

ください。
●  直接・電話…２月28日㈪朝８時30分から、健
康推進課健(検)診申込窓口(区役所３階㉑窓
口)☎3579－2319

▶問＝健康推進課成人健診係☎3579－2312

と　き ところ
４月５日㈫・８日㈮・９日㈯
・12日㈫・19日㈫・26日㈫ 板橋区医師会病院

４月18日㈪・23日㈯・28日㈭ グリーンホール１階ホール
４月24日㈰ 高島平地域センター
※４月８日㈮は肺がん検診のみ。

表１  胃・肺がん検診

●A社会福祉協議会への寄付(11月24日～１月４日)
▶下頭橋と六蔵祠保存会１万2203円▶ねっとわー
く菅美枝7500円▶NPO法人環境と美化を考える
会4000円▶榎本紀子３万円▶大工原辰実２万円▶
NPO法人ゆずり葉6000円▶愛染寿栄クラブ４万
5880円▶リンテック㈱60万円▶明るい社会をつく
る板橋区民の会５万円▶蓮根仲町会１万円▶境井
敬昌3000円▶打井健次3000円▶渡邉梅子３万円▶
和泉クラブ１万2341円▶仁平榮子3000円▶双葉高
砂会6689円▶昼間5000円▶板橋区商店街連合会29
万7814円▶板橋区老人クラブ連合会６万4000円▶
金井町友の会6909円▶里彩くるカエル倶楽部2000
円▶東京土建一般労働組合板橋支部10万円▶伊藤
康治５万円▶福祉の森サロン２団体１万2860円▶
問＝㈱福板橋区社会福祉協議会☎3964－0235
●●B再就職支援講座
▶とき＝３月14日㈪13時～14時45分▶内容＝講義
「すぐに使える就職活動のコツ」▶講師＝１級キャ
リアコンサルティング技能士　菊地克幸▶定員＝
40人（申込順）▶持物＝雇用保険受給資格者証（受
給中の方）▶申込＝２月28日㈪朝９時から、電話
・Ｅメールで、はつらつシニアいたばし active
@itabashishakyo.jp※申込記入例（５面）参照
●●C合同就職面接会
▶とき＝３月14日㈪15時～16時30分（受付は14時
30分～15時30分）※当日、直接会場へ。▶内容＝
企業説明会、相談・面接会※求人概要は、３月７
日㈪から、はつらつシニアいたばし（情報処理セ
ンター６階）・はつらつシニアいたばし分室（高島
平ふれあい館内）・㈱福板橋区社会福祉協議会ホー
ムページでご覧になれます。▶持物＝履歴書（写
真貼付、面接希望数分）・雇用保険受給資格者証
（受給中の方）

[BCいずれも]
▶ところ＝ハイライフプラザ▶対象＝50歳以上の
求職者▶問＝はつらつシニアいたばし☎5943－
1300※本事業により、３月14日㈪12時～17時は、
窓口業務を休止します。

ご案内社会福祉協議会

募　集
「高齢者・シニア世代
生活ガイドブック」の広告
▶掲載位置・規格・掲載料
● 裏表紙の内側全面(縦23cm×横16.3cm)…
１万700円

●  指定ページの全面(縦23cm×横16.3cm)…
9500円

●  指定ページの半面(縦11cm×横16.3cm)…
4700円

※刷り色は黒色
▶発行部数＝9000部▶発行予定時期＝７月中旬
▶選定＝内容を審査のうえ抽選※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＝長寿社会
推進課(区役所２階⑯窓口)・区ホームページ▶
申込・問＝３月31日(必着)まで、申込書・広告
原稿案を直接または郵送・FAX・Ｅメールで、
長寿社会推進課計画調整係(〒
173－8501)☎3579－2371 3579
－2309 ki-keikaku@city.
itabashi.tokyo.jp

ボランティア活動推進協議会
公募委員
▶募集人数＝２人程度▶任期＝４月から１年間
▶対象＝区内在住・在勤・在学で、平日昼間・
夜間に区役所などで行う会議(年４回程度)に出
席できる方▶選考＝書類・作文▶申込・問＝３
月18日(必着)まで、作文「ボランティア・市民
活動に必要なこと」(800～1200字)と、別紙に申
込記入例(５面)の項目、応募動機、ボランティ
ア・市民活動歴、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・Ｅメールで、地
域振興課地域振興係
(区役所８階⑫窓口)☎
3 5 7 9－ 2 1 6 3 k b -
s h i n k o @ c i t y .
itabashi.tokyo.jp

傍　聴
情報公開及び個人情報保護審議会
▶とき＝３月８日㈫14時15分から▶ところ＝大
会議室Ａ(区役所９階)▶内容＝個人情報保護制
度に基づく諮問など▶定員＝15人(先着順)※当
日、14時５分まで区政情報課(区役所１階⑦窓
口)で受付。▶問＝区政情報課個人情報保護係
☎3579－2020
景観審議会
▶とき＝３月９日㈬10時から▶ところ＝大会議
室(区役所９階)▶内容＝景観計画の変更に関す
る手続きなど▶定員＝５人(先着順)※当日、９
時～９時45分に都市計画課(区役所５階⑮窓口)
で受付。▶問＝都市計画課都市景観係☎3579－
2549

▶とき＝３月１日㈫～31日㈭※区公式YouTube
チャンネル「健康推進課チャン
ネル」で配信▶講師＝早稲田大
学教授　柴田重信▶問＝健康推
進課健康づくり係☎3579－2302

講演会「時間栄養学に学ぶ
賢い食べ方」

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

３月１日～８日は女性の健康週間

女性の健康を応援します
　女性は、生涯を通じてホルモンバランスが大きく変動するため、自分の体と向き合って上手につ
きあうことが大切です。また、各年代で心配な病気・健康管理方法が変化します。
　区では、女性が安心して相談できるように女性健康支援センターを設置し、様々な事業を行って
います( 表２参照)。全て女性職員が対応していますので、安心してご利用ください。

事業名 内　容
保健師による女性の健康相談(予約不要) 女性特有のがん・月経・更年期などの相談、専門相談・医療機関の紹介
婦人科医による専門相談(予約制) 婦人科系の病気・妊娠・不妊などの相談
女性健康セミナー 女性の健康に関する講座・動画配信
尿もれ予防体操教室 尿もれ・頻尿を予防・改善する骨盤底筋体操(月１回)
体験者の会 乳がん体験者の会・子宮がん体験者の会・がんを体験した女性の会・

甲状腺の病気を体験した方の会

表２  事業案内

女性健康支援センター☎3579－2306問　合

　緑豊かで良好な都市環境を実現するため、
本規則・基準を改定します。
▶全文の閲覧場所＝みどりと公園課(区役所
５階㉓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＝２月28日
～３月14日(必着)に、素案に対する意見と申

込記入例(５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、みどりと公園課みどり推進
係 3579－2547 d-midori@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。

緑化の推進に関する条例施行規則(素案)・緑化
に関する基準(素案)にご意見をお寄せください

みどりと公園課みどり推進係☎3579－2533問　合

郵送などによる
手続きをご活用ください
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※定員あり（先着順）。当日、直接会場へ。
※上映内容が変更になる場合あり。詳しくは、各図書館にお問い合わせください。
※第３月曜・月末日休館。ただし３月21日㈷は開館し22日㈫休館。

図書館名 内容・とき

赤塚
☎3939−5281

がんばれルルロロ　しあわせのおやつ（子・ア ）
…13日㈰14時、TOKYO NIGHT CRUISING
（ 18 ）…27日㈰14時

蓮根
☎3965−7351

書物5000年⑦（ 02 ）…19日㈯10時、なかよしおば
け　おばけネス湖へ行く（子・ア ）…19日㈯14時
※会場は蓮根図書館となりの蓮根集会所

氷川
☎3961−9981

革命前夜（ 64・字 ）…12日㈯14時、たろうのおで
かけ（子・ア ）…26日㈯14時

高島平
☎3939−6565

レオ・レオニ　５つの名作集（子・ア ）…５日㈯
14時、地球の静止する日（ 51・字 ）…19日㈯14時

図書館名 内容・とき

東板橋
☎3579−2666

NHKこどもにんぎょう劇場④（子 ）…５日㈯14
時、綾小路きみまろ爆笑エキサイトライブビ
デオ第３集（ 08 ）…19日㈯14時

小茂根
☎3554−8801

NHKこどもにんぎょう劇場②（子 ）…12日㈯14
時、ガス燈（ 44・字 ）…26日㈯14時

西台
☎5399−1191

🅐トムとジェリー⑨（子・ア ）…12日㈯14時🅑ロ
ーマの休日（ 53・字 ）…26日㈯14時
※🅑定員あり（申込順）：３月19日㈯朝９時から、 
直接または電話で、西台図書館

成増
☎3977−6078

たまごにいちゃん（子・ア ）…５日㈯11時、大地
震発生（ 07 ）…19日㈯14時

3月の映画会 □の数字は映画製作年（西暦）の下２桁
子…子ども向け

ア…アニメ
字…字幕 好 評 発 売 中

子どものためのコンサート
▶とき＝３月19日㈯14時30分▶ところ＝成増アク
トホール▶出演＝松原勝也（バイオリン）ほか▶曲
目＝チゴイネルワイゼンなど▶料金＝一般1000
円・中学生以下500円（全席自由）

鑑 賞 無 料
ロビーコンサート
▶とき＝３月15日㈫12時20分〜12時50分▶ところ
＝グリーンホール１階ホール▶出演＝渡辺智美
（ソプラノ）ほか▶曲目＝さくら横ちょうなど▶定
員＝100人（先着順）※当日、直接会場へ。

芸術をあなたに
◯�チケットのお求め…電話または区立文化会館�チケット販
売窓口（☎3579−5666､ ９時～20�時）
◯�公演内容のお問い合わせ…電話で、（公財）板橋区文化・
国際交流財団（☎3579−3130､ 平日９時～17時）

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

まなぽーと成増
成増サークル公開教室
●�スマートフォン…▶とき＝３月22日㈫11時〜
12時▶定員＝10人

● �そば打ち…▶とき＝３月27日㈰、９時30分・
10時45分・12時・13時15分・14時30分、各１
回制※各回１時間５分▶定員＝各回６人※小
学生以下は保護者同伴
▶費用＝720円▶持物
＝タオル・エプロン・
バンダナ・持ち帰り用
容器

※申込順▶ところ・申込＝２月26日㈯朝９時か
ら、直接または電話で、まなぽーと成増
i-youth（あいゆーす）ダンスフェスタ
▶とき＝３月26日㈯14時30分から（14時開場）▶
ところ＝区立文化会館大ホ
ール▶内容＝i-youth利用
者によるダンス発表▶定員
＝900人（先着順）※当日、
直接会場へ。

[いずれも]
▶問＝まなぽーと成増☎3975−9706〈第３月曜
休館〉

体 験 ・ 観 賞
ひよこ・たぬきアトリエ
▶とき＝３月13日㈰、10時〜12時・14時〜16
時、各１回制▶内容＝お菓子の空き箱で小さな
映画館作り▶講師＝イラストレーター　前川明
子▶対象＝３歳〜小学生とその保護者▶定員＝
各回11組（申込順）▶費用＝１組1000円▶持物＝
お菓子の空き箱・スマート
フォン・飾り付けの材料▶
ところ・申込・問＝２月26
日㈯朝９時から、電話で、
区立美術館☎3979−3251
〈月曜休館〉

施 設 の イ ベ ント
赤塚植物園
🅐春の寄せ植え講習会
▶とき＝３月17日㈭▶講師＝園芸研究家　倉田
公紀
⃝⃝🅑エディブルフラワーの�
お菓子講習会
▶とき＝３月20日㈰▶講師＝パティ
シエ　イチカワミズホ

[🅐🅑いずれも]
※13時30分〜15時30分▶対象＝区内在住・在勤
・在学の方▶定員＝20人（抽選）▶費用＝一般
🅐3850円🅑1850円、65歳以上の方・障がいがあ
る方・高校生以下🅐3420円⃝🅑1420円▶持物＝持
ち帰り用袋（🅐高さ30cm程度の鉢が入る大き
さ）▶ところ・申込・問＝３月10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

グリーンカレッジホール
大正琴体験教室
▶とき＝４月４日〜18日の
毎週月曜、３日制、９時30
分〜11時30分▶講師＝琴生
流大正琴講師　小原壮子▶
定員＝10人▶費用＝1500円
韓国語体験教室
▶とき＝４月４日〜６月のうち６日間、各月
曜、13時30分〜15時30分▶講師＝JAYAランゲ
ージセンター講師　金貞淑▶定員＝20人▶費用
＝2400円

[いずれも]
※申込順▶対象＝区内在住・在勤で、50歳以上
の方▶ところ・申込・問＝２月26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

平和展
　「平和と戦争」をテーマに、区内小・中学生が
描いた絵画・ポスターなどを紹介します。
▶とき・内容
●３月２日㈬〜６日㈰…中学生の作品
●�３月８日㈫〜13日㈰…小学生の作品・東京大
空襲関係資料

※９時〜16時30分
▶ところ＝教育科学館▶問＝総務課総務係☎
3579−2052

いたばし子ども絵本展
▶とき＝３月２日㈬〜13日㈰、９時〜20時▶と
ころ＝中央図書館▶内容＝小・中学生の手作り
絵本、いたばし国際絵本翻訳
大賞中学生部門の入賞作品な
ど▶問＝いたばしボローニャ
絵本館☎6281−0560〈第２月曜
・月末日休館〉

地域交流会ミニコンサート
▶とき＝３月12日㈯14時〜15時▶内容＝音楽ボ
ランティア団体「Commodo」によるクラシッ
ク演奏▶対象＝区内在住・在勤の方（未就学児
は保護者同伴）▶定員＝30人（申込順）▶ところ
・申込・問＝２月28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〉※申込記入例参照

休 みます
蓮根図書館
▶とき＝３月７日㈪〜12日㈯※資料点検・整備
のため▶問＝蓮根図書館☎3965−7351〈第３月
曜・月末日休館〉

高齢者スポーツ大学
からだを動かして元気に長生き！

▶とき・ところなど（10日制）＝
表 参照▶対象＝区内在住・在勤
・在学の65歳以上で、医師から運
動を止められていない方※過去に
修了した方を除く。▶定員＝60人
（抽選）▶費用＝2200円▶申込・問
＝３月14日（必着）まで、往復はが
き・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
の項目と性別を明記

と　き ところ 内　容
４月８日㈮13時30分～15時30分 小豆沢体育館 開校式
４月12日㈫13時30分～15時30分 小豆沢野球場 グラウンド・ゴルフ
４月15日㈮９時30分～11時30分 小豆沢体育館 フォークダンス
４月22日㈮９時30分～11時30分 健康体操
４月26日㈫13時30分～16時 都立光が丘公園 ウオーキング
５月13日㈮９時30分～11時30分 小豆沢体育館 ストレッチ
５月17日㈫９時30分～11時30分 植村記念加賀スポーツ

センター ボッチャ
５月20日㈮９時30分～11時30分 小豆沢体育館 吹き矢
５月24日㈫９時30分～11時30分 上板橋体育館 卓球
５月27日㈮13時30分～15時30分 小豆沢体育館 閉校式
※雨天の場合、グラウンド・ゴルフは４月19日㈫に、ウオーキングは５月10
日㈫に延期。

表  高齢者スポーツ大学
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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

予防対策課管理・精神難病係☎3579－2329問　合

都・区では、この月間に合わせ、相談・講演会などを行います。この機会にご利用ください。

３月は自殺対策強化月間　ひとりで悩まず相談を！
特別電話相談・LINE相談
　悩み・不安の相談などにご利用ください( 表 参照)。
街頭キャンペーン
　相談窓口案内などの啓発物を配布します。
▶とき＝３月11日㈮16時～17時▶ところ＝東武東上線「東武練馬」
「下赤塚」周辺
オンライン講演会「まもろうよ子どものこころ」
▶とき＝２月28日㈪～５月27日㈮▶講師＝(公社)青少年健康センタ
ー茗荷谷クラブ公認心理師　井利由利▶対象＝区内在住・在勤・在
学の方▶申込＝２月28日㈪朝９時から、電子申請(区ホームページ
参照)
オンライン講演会「思春期の子どもと接するために」
▶とき＝３月17日㈭14時～16時▶講師＝法政大学教授　関谷秀子▶
対象＝都内在住・在勤・在学の方※申込方法など詳しくは、東京都
福祉保健局ホームページをご覧ください。
メンタルヘルス・ファーストエイド(こころの応急処置)
▶とき＝３月25日㈮13時30分～16時30分▶ところ＝グリーンホール
601会議室▶内容＝講義・ロールプレイ▶講師＝東京薬科大学客員
教授　齋藤百枝美▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶定員＝50人
(申込順)▶申込＝２月28日㈪朝９時から、電話・電子申請(区ホー
ムページ参照)で、予防対策課管理・精神難病係

板橋こころと生活の相談窓口
　様々な悩みの相談先をまとめた案内を作成しています。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。

相談先 と　き

フリーダイヤル特別相談
☎0120－58－9090

● ３月１日㈫17時～２日㈬朝２時30分
●３月２日㈬～６日㈰、20時～翌朝２時30分
●３月７日㈪22時30分～８日㈫朝２時30分

有終支援いのちの山彦電話(傾聴電話)
☎3842－5311

３月１日～30日の火曜・水曜・金曜・土曜・
日曜・祝日、12時～20時

自殺予防いのちの電話
☎0120－783－556

● ３月１日㈫～31日㈭、16時～21時
●３月10日㈭朝８時～11日㈮朝８時

東京都自殺相談ダイヤル
「こころといのちのほっとライン」
☎0570－087－478

３月27日㈰～31日㈭(24時間)

自死遺族傾聴電話☎3796－5453 ３月８日㈫～11日㈮、12時～16時

自死遺族相談ダイヤル☎3261－4350 ３月４日㈮・５日㈯・７日㈪、10時～20時

多重債務110番☎3235－1155 ３月７日㈪・８日㈫、９時～17時

相談ほっとLINE＠東京
※上記のアカウント名で検索・登録 15時～22時30分

表  特別電話相談・LINE相談

その悩みを相談してみましょう
　こころ・体の不調は、家族・友人・知人などの信頼できる人に相談してみまし
ょう。解決できない問題がある場合や、身近に相談相手が見つからない場合は、
担当地域(区ホームページ参照)の健康福祉センターにご相談ください。

こころの健康お役立ちサイト
厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」
　こころの病気の治療・支援情報などを紹介して
います。
厚生労働省「こころの耳」
　働く人のためのセルフケア情報などを紹介して
います。

●各健康福祉センター(４面「健康ガイド」参照)
●予防対策課管理・精神難病係☎3579－2329問　合

こころの病気は、体の病気と同じように、誰でもかかる可能性があります。こころの病気への理解を深め、病気を予防しましょう。

サイン

自分が気づく変化

気分が沈む・憂うつ
何をするのにも元気が出ない
イライラする・怒りっぽい
理由がないのに不安な気持ちになる
気持ちが落ち着かない
胸がドキドキする・息苦しい
何度も確かめないと気がすまない
周りに誰もいないのに人の声が聞こえてくる
何も食べたくない・食事がおいしくない 
なかなか寝つけない・熟睡できない 

周囲が気づく変化

服装が乱れてきた
急にやせた・太った
感情の変化が激しくなった・表情が暗くなった
一人になりたがる
不満・トラブルが増えた
独り言が増えた 
他人の視線を気にするようになった
遅刻・休みが増えた 
ぼんやりしていることやミス・物忘れが多い
体に不自然な傷がある

出典：「こころの病気の初期サインに気づく」(厚生労働省「みんなのメンタル
ヘルス総合サイト」)を加工して作成

あなたのこころの健康をサポートします
気づいてください！こころと体の限界サイン

ぬるめの入浴で深呼吸し
てリラックスし、寝つき
をよくする

飲酒は適量にし、休肝日
を設ける

１日３食、規則正しく食
べ、就寝直前の飲食・飲
酒を避ける

毎日同じ時間に起き、朝
の光を浴びて、体内時計
をリセットする

肩の上げ下げ・首回しな
どの簡単な体操で、血行
を促す

こんな状況が続いていたら相談を！ストレスと上手につきあう暮らし方

昼寝は30分以内にし、就
寝前のスマートフォン・
タブレットなどの使用を
控える
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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

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

板　橋
健康福祉センター
☎3579－2333

上板橋
健康福祉センター
☎3937－1041

赤　塚
健康福祉センター
☎3979－0511

志　村
健康福祉センター
☎3969－3836

高島平
健康福祉センター
☎3938－8621

精神保健福祉相談
(各１日制)

９日・23日
14時～16時15分

28日
13時30分～15時30分

24日
14時～16時

14日
13時30分～15時30分

１日・25日
14時30分～16時

４歳児・５歳児健康診査
(各１回制)

３日・15日
13時～13時30分
13時30分～14時

８日
12時50分～13時30分

３日・17日
12時50分～14時

２日・11日・16日
12時45分～13時30分

24日
12時45分～13時30分

２か月児・３か月児の
母と子の会 ー 23日10時～11時

上板橋児童館 ー ー ー

離乳食講習会
(各１回制)

16日
10時～11時15分
14時～15時15分

４日
10時～11時15分
14時～15時15分

１日
10時～11時15分
14時～15時15分

10日
10時～11時15分
14時～15時15分

17日
10時～11時15分
14時～15時15分

女性歯科健診 16日
９時30分～11時

23日
９時30分～11時

11日
９時30分～11時

17日
９時30分～11時 ー

乳幼児歯科健診
(各１日制)

16日
13時30分～14時30分

23日
13時30分～14時30分

11日
13時30分～14時30分

７日10時～11時
17日13時30分～14時30分

15日
13時30分～14時30分

婦人科専門相談 17日９時～11時30分※相談時間は１人30分▶ところ・申込＝女性健康支援センター☎3579－2306
ひきこもり家族教室 ７日10時～11時45分▶ところ＝志村健康福祉センター▶申込＝担当地域(区ホームページ参照)の健康福祉センター

ひきこもり相談 ２日、13時40分から・14時40分から、各１回制※相談時間は１人50分▶ところ＝板橋区保健所
▶申込＝担当地域(区ホームページ参照)の健康福祉センター

お酒の悩み相談会 17日14時30分～16時(上板橋健康福祉センター)・24日10時～11時30分(赤塚健康福祉センター)、各１日制
▶申込＝担当地域(区ホームページ参照)の健康福祉センター

※定員あり(申込順)。月曜朝９時から受付。
※４歳児・５歳児健康診査は歯科健診を含む。幼稚園児・保育園児を除く。
※２か月児・３か月児の母と子の会は、令和３年12月・４年１月生まれのお子さんとその母親が対象(持物…母子健康手帳・バスタオル)。
※女性歯科健診は、妊娠中の方・出産後１年以内の方が対象。

3月

３月の
休日医科診療
（主に内科・小児科）

診療時間　９時～20時(最終受付は19時30分まで)
※医療機関は変更になる場合あり。事前に医療機関へ電話
連絡のうえ、受診してください。
※発熱で受診する場合は、事前に医療機関へ電話相談のう
え、指示を仰いでください。
※受診時は、保険証・各種医療証をお持ちください。

健康相談・健診などのご案内

●蓮根メディカルクリニック
　…蓮根２－10－１(☎3966－0341)
●赤塚新町クリニック
　…赤塚新町２－５－16－１Ｆ(☎6915－6617)
●杉内医院…成増３－17－16(☎3930－2331)

●ときわ台はしもと小児科アレルギー科
　…常盤台１－２－３－３Ｆ(☎6454－5415)
●宮下内科医院
　…徳丸６－45－６－103(☎5922－3350)
20日
●木村内科クリニック
　…板橋４－６－１(☎3964－1955)
●そう内科クリニック
　…小茂根１－21－４(☎3973－0711)
●篠遠医院…蓮沼町20－14(☎3966－4901)
●北角診療所…常盤台３－３－１(☎3960－3617)
●赤星医院…蓮根１－23－８(☎3966－6082)
●高島平診療所堀口内科小児科
　…高島平４－30－６(☎3975－4114)
●ゆう徳丸内科皮膚科
　…徳丸４－10－６(☎6909－7570)
21日
●堀井医院…双葉町40－13(☎3961－2610)
●大山東方クリニック
　…大山東町60－９(☎3964－1830)
●共助会医院…小豆沢２－26－８(☎3966－2577)
●大久保医院…常盤台４－10－５(☎6906－6811)
●はちすクリニック
　…上板橋１－26－13(☎5922－5055)
●渡辺産婦人科医院
　…高島平２－３－14(☎5399－3008)
●田島クリニック…成増５－18－４(☎5383－6622)
27日
●萩原医院…中板橋21－２(☎3961－8380)
●よりふじ医院
　…大谷口北町27－４(☎3956－1255)
●藤田医院…泉町23－８(☎3960－2822)
●平山医院…中台１－46－３(☎090－5823－6275)

全休日
●板橋区医師会病院
　…高島平３－12－６(☎3975－8151)
６日
●岩渕診療所…本町17－１(☎3961－2413)
●香川内科小児科医院…氷川町25－１(☎3961－9050)
●徳山内科外科…坂下３－12－10(☎3966－8737)
●えがおこどもクリニック
　…前野町３－31－３(☎5994－7250)
●渡邉医院…常盤台１－29－11(☎3960－7885)
●佐藤クリニック…高島平６－１－１(☎5997－9828)
●多比良医院…成増４－13－２(☎3975－8139)
13日
●弘瀬医院…板橋２－５－１(☎3961－8407)
●たにもとクリニック
　…向原３－10－15－102(☎3530－8327)
●天木診療所…清水町47－７(☎3961－3913)
●斎藤医院…桜川２－11－５(☎3933－0386)
●郡医院…高島平３－８－６(☎3975－3438)

◉24時間電話医療機関案内「ひまわり」☎5272－0303
　※外国語による相談窓口☎5285－8181（９時～20時）
◉ 東京消防庁救急相談センター☎＃7119または☎3212
－2323
◉板橋区平日夜間応急こどもクリニック（小児科）
　 高島平１－７－１（☎3559－8518※診療日の診療時
間内）…平日（年末年始を除く）、20時～23時（最終受
付は22時45分まで）
◉ 歯科衛生センター…常盤台３－３－３（☎3966－
9393）
● 休日歯科応急診療（急に歯が痛くなった方の診療）…
日曜・祝日・休日・年末年始、9時～17時（電話予
約９時～16時）
● 心身障がい児（者）歯科診療…土曜、13時～17時（予
約制）
● 歯科衛生相談…月曜～土曜（祝日・休日・年末年始
を除く）、13時～17時（電話または、事前連絡のうえ
来所）
● 通院困難な方への訪問歯科診療…土曜、13時～17時
(予約制）

▶開局時間＝９時～20時※開局する薬局など
詳しくは、(一社)板橋区薬剤師会ホームペー
ジをご覧になるか、各医療機関にお問い合わ
せください(区委託分は１休日につき３薬局)。

休日調剤薬局のご案内

※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

「広報いたばし」に
広告を掲載しませんか

　「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。
▶問＝広聴広報課広報係☎3579－2022



8 広報 いたばし 令和4年(2022年)２月26日(土)

※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

対象・支援内容など詳しくは、お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に関する
各種相談・支援案内

区内中小企業向け
種　類 内　容 問

経営相談

中小企業などの特別相談窓口 中小企業診断士が経営に関する相談に応じます。
※事前に電話予約が必要※相談時間は１回45分

産業振興課産業支援係
☎3579－2172(平日、９時～17時)

企業活性化センター経営改善・
コロナ対策チーム

対応方針のアドバイス・資金繰り表の作成支援・経営
相談を行います。※事前に電話予約が必要

板橋区経営改善チーム事務局
☎5914－3145(９時～17時)

専門家派遣 助成金の申請支援、IT導入・労務などの経営全般の相
談に、専門家を派遣します。※年度内３回まで。 (公財)板橋区産業振興公社経営支援グループ

☎3579－2175(平日、９時～17時)
簡易型BCP策定支援 風水害・感染症流行などのリスクに備え、簡単な取組

によるBCP(事業継続計画)策定を支援します。

融資 経営安定化特別融資
売上減少などで業況悪化している、または悪化が見込
まれ資金繰りが必要となる事業者を対象に、融資のあ
っせんと利子補給・信用保証料補助を行います。

産業振興課産業支援係
☎3579－2172(平日、９時～17時)

区民向け
内　容 問

総合相談

住民税・軽自動車税(種別割)の納付相談 納税課整理第一～四係☎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
住民税非課税世帯等臨時特別給付金 板橋区臨時特別給付金コールセンター☎6834－7594(平日、９時～17時)
子育て世帯臨時特別給付金 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)

(２月１日現在)

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 316,210(－284)

人口 566,654(－560) 25,566
男 277,361(－313) 12,009
女 289,293(－247) 13,557

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
14歳以下 60,289 10.6%
15～64歳 374,234 66.1%
65歳以上 132,131 23.3%

※割合を表す数値の単位未満は、
四捨五入しています。

感染防止にご協力をお願いします
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

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)
東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル

☎6630－3710(24時間)
☎6626－3473(９時～18時)


