
区役所代表  ☎ 3964-1111

広報
No.2519

令和４年・2022年

情 報 版
発行/板橋区  編集/広聴広報課　〒173-8501 板橋区板橋2-66-１  FAX 3579-2028（広聴広報課） https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

3 .5

住みやすさ・定住意向
　「住みやすい」「まあ住みやすい」が96.3％で、「今後も区内に住み続け
たい」が84.5％となりました。

区に対する愛着
　77.7％の方が肯定的な回答をしています。愛着を感じる理由として、
「長年住んでいるため」が最も多く、次いで「消費生活が便利(買い物の便
が良い・物価が安い)なため」となりました。

新型コロナウイルス感染症による生活への影響
　「筋力の低下」が最も多く、次いで「体重の増減、食欲の変化」となりま
した。
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受診控えによる病気の不安
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区内に住み続けたい理由
　「通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網があるため」が最も多く、
次いで「長年住んでいるため」となりました。

区に対する誇り
　42.4％の方が肯定的な回答をしています。誇りを感じる理由として、
「治安が良く安心して暮らせるため」「緑や公園など自然環境に恵まれて
いる、又はまちなみ景観が美しいため」が最も多くなりました。

区の発展のために力を入れるべき分野
　第１～５位の合計では、「子育て」が最も多く、次いで「学校教育」とな
りました。
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区の発展のために力を入れるべき分野

子育て

防犯

防災

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

学校教育

介護・高齢福祉・見守り

０ 10 20 30 40 50（％）
26.8 8.2 5.3 3.32.8（46.4）

7.7 13.1 4.8 4.1 3.4（33.1）
4.4 6.6 6.6 8.2 5.9
7.3 7.5 6.3 5.6 3.5

6.6 5.0 6.2 6.3 5.6

（31.7）

（30.2）
（29.7）

※小数点以下第２位の四捨五入により、数値の合計が一致しない・100％にならない場合あり。
※上記のほか、SDGs(持続可能な開発目標)・デジタル化に向けた取組・区の情報発信などの調査を実施。

調査結果

調査概要
　区の施策に対する意識・意向などを広く把握
するため、本調査を行いました。
▶期間＝令和３年９月９日～30日▶対象＝住民
基本台帳から無作為に抽出した満18歳以上の区
民3000人▶回収結果＝有効回収数1312件(有効
回収率43.7％)

調査結果の活用
　調査結果を様々な角度から分析することで、
より詳しく区民ニーズを把握し、今後の行政サ
ービスのさらなる向上・改善に
つなげていきます。調査にご協
力いただき、ありがとうござい
ました。

報告書の閲覧場所
政策企画課(区役所４階⑫
窓口)・区政資料室(区役所
１階⑦窓口)・区立各図書
館・区ホームページ※区政
資料室で購入可(１部1200
円)

区民意識意向調査結果を
お知らせします

問　合

政策企画課総合調整係
☎3579－2011

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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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

…「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

問　合 消費者センター☎3579－2266

お 知らせ
子育て世帯臨時特別給付金の
対象を拡大します
▶対象＝次の両方の要件を満たす方
●�平成15年４月２日〜令和４年３月31日に生ま
れたお子さんを養育している

●�令和３年９月（高校生養育者は10月）以降に離
婚などをし、同給付金を受給していない

※所得制限・申請方法など詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。▶問＝子ども政策課子
どもの手当医療係☎3579−2744

東京都平和の日に
１分間の黙とうをお願いします
　東京都平和の日（東京大空襲が発生した日）に
合わせ、戦災で亡くなられた方のご冥福をお祈
りしますので、１分間の黙とうをお願いします。
▶とき＝３月10日㈭14時▶問＝総務課総務係☎
3579−2052

新小学１年生に
子ども医療証をお送りします
　３月下旬に、対象者へ同医療証をお送りしま
す。４月以降は、同医療証をご提示ください。
※新小学１年生以外の方は、現在の医療証をお
使いください。
▶対象＝乳幼児医療証をお
持ちの新小学１年生▶問＝
子ども政策課子どもの手当
医療係☎3579−2374

街区表示板の破損にご注意ください
　強風で、街区表示板（紺色のプレート）の破損
・はがれなどが発生し、事故・けがにつながる
場合があります。お気づきの際は、ご連絡くだ
さい。
▶問＝戸籍住民課住民台帳係☎3579−2207

消費生活などの相談
多重債務110番
▶とき＝３月７日㈪・８日㈫▶内容＝借金の返
済・取立など
若者のトラブル110番
▶とき＝３月14日㈪・15日㈫▶内容＝架空請求
・マルチ商法・サイドビジネス商法など

[いずれも]
▶相談専用電話＝東京都消費生活総合センター
☎3235−1155（９時〜17時）※板橋区消費者セン
ターでも、電話（☎3962−3511、９時〜16時30
分）で、相談を受け付けます。▶問＝消費者セ
ンター☎3579−2266

東京23区職員採用合同説明会・
技術職採用フォーラム

▶とき＝12月28日㈬まで
▶内容
●説明会…各区・組合による仕事紹介
●フォーラム…技術職員による仕事紹介
※特別区人事委員会ホームページで配信
▶対象＝特別区職員採用試験・選考の受験希望
者▶問＝同委員会事務局任用課
☎5210−9787、板橋区人事課人
事係☎3579−2070

集会室・集会所を開設します
▶開設日＝６月１日㈬▶施設・部屋など＝ 表3
参照▶利用時間＝９時〜21時30分※利用料金・
６月分の利用申込など詳しくは、担当の地域セ
ンターにお問い合わせください。▶問＝地域振
興課庶務係☎3579−2161

施　設 部　屋 担　当

前野地域センター
集会室

● �和室(21畳・10畳、
40人)

● 洋室(26㎡・12人)
前野地域センター
☎3969−0307

中丸集会所
(中丸町27−11)

● �舞台付和室(21畳・
30人)

● 和室(17.5畳・20人)
● 洋室(29㎡・24人)

熊野地域センター
☎3959−4115

仲宿集会所
(仲宿３−１)

●洋室(23㎡・10人)
● 洋室(62㎡・40人)
● �音楽練習室(22.5㎡�
・７人)

仲宿地域センター
☎3963−1621

表3  集会室・集会所

傍 　 聴
地域ケア運営協議会
▶とき＝３月23日㈬14時から▶内容＝おとしよ
り保健福祉センター・おとしより相談センター
の運営報告など▶定員＝５人（申込順）▶ところ
・申込・問＝３月７日㈪朝９時から、電話で、
おとしより保健福祉センター管理係☎5970−
1119

休 みます
舟渡ホール
▶とき＝３月16日㈬※施設清掃のため▶問＝地
域振興課庶務係☎3579−2161

　４月から、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
変更点・注意点などを正しく理解し、トラブルを回避しましょう。

成年年齢が18歳に変わります
適用基準

●平成14年４月１日以前に生まれた方…20歳の誕生日に成年
●平成14年４月２日〜16年４月１日に生まれた方…４月１日㈮に成年
●平成16年４月２日以降に生まれた方…18歳の誕生日に成年

変更点
　成年年齢は、「１人で有効な契約をすることができる年齢」「親権に
服さなくなる年齢」の２つの意味があります。民法改正により、変わ
ること（ 表1 参照）・変わらないこと（ 表2 参照）がありますので、確認
しましょう。

内　容
年　齢

変更前(３月まで) 変更後(４月から)

契約
●携帯電話
●クレジットカード
●ローン
●部屋の賃貸　など 20歳 18歳

資格などの取得 ● 10年有効パスポート
●国家資格　など

結婚
男性 18歳(親の同意必要)

18歳(親の同意不要)
女性(※) 16歳(親の同意必要)

※４月１日時点で16歳以上の女性は、引き続き17歳以下でも結婚可。

表1  変わること

内　容 年　齢
●飲酒・喫煙
●国民年金の加入
●公営競技(競馬・競輪・競艇など)のチケット購入
●養親
●中型・大型自動車運転免許　など

20歳

※板橋区の「成人の日のつどい」は、「二十歳(はたち)のつどい」に名称変更し、引き続き20
歳が対象。

表2  変わらないこと
相談窓口

　トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合は、１人
で悩まずにご相談ください。
●�消費者ホットライン「188（いやや）」☎188（月曜〜土曜９時〜17
時、日曜・祝日10時〜16時）

●消費者センター☎3962−3511（相談専用、平日９時〜16時30分）
※年末年始を除く。

相談事例
　インターネットで、サプリメ
ントを初回お試し価格で購入し
た。しかし、体に合わず解約を
申し出たが、複数回の購入が条
件の定期購入だと言われ、拒否
された。

対処法
　商品を購入する
前に、契約内容・
解約条件をしっか
り確認し、慎重に
判断しましょう。

相談事例
　インターネットで「投資で儲

もう

かる」という広告を見て、簡単に
収入が得られると信
じて契約したが、広
告の説明と違って収
入が得られない。

対処法
　簡単に稼げるうまい話はあり
ませんので、高収入を強調する
広告には注意しましょう。また、
友人・知人からの誘いでも、安
易に応じないようにしましょう。

　１８歳になると、親権者の同意なく契約を結べるようになります。
若者を狙った悪質商法にご注意ください。

トラブルに遭わないようにしましょう

４月
から
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４月から相談時間を変更します
▶変更後の相談時間＝火曜～土曜（年末年始を除
く）、９時～17時▶問＝いたばし総合ボランティ
アセンター☎5944－4601〈３月７日㈪・14日㈪・
22日㈫・28日㈪事務局休み。４月以降は月曜・日
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

募　集
区民と区長との懇談会（大谷口地区）
の参加者
▶とき＝５月24日㈫14時～15時▶ところ＝大谷
口地域センター▶内容＝地域の課題・区政に関
する意見交換▶対象＝大谷口地域センター担当
地域(大谷口上町、大谷口北町、大谷口、向
原、小茂根一丁目・二丁目)に在住の方▶募集
人数＝●A発言者…３人(書類選考)B傍聴者…５
人(申込順)▶申込・問＝●A３月23日(必着)まで
直接または郵送・Ｅメールで、B３月７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)☎3579－2024 kkouho@city .
itabashi.tokyo.jp※●A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。

いたばし男女平等フォーラム
運営メンバー・情報誌編集委員
●Aいたばし男女平等フォーラム運営メンバー
▶募集人数＝一般・男女平等推進センター登録
団体の方、各５人▶活動日＝４月～来年２月、
10時～11時30分▶内容＝来年１月28日㈯開催予
定の同フォーラムの内容検討・準備・運営▶選
考＝書類
●●●B センターだより「スクエアー・Ｉ(あい)」
編集委員
▶募集人数＝５人(初めての方を優先し抽選)▶
活動日＝５月～12月、10時～12時▶内容＝12月
に発行する男女平等参画情報誌の企画・取材・
文章作成など

[ABいずれも]
※月１回程度※生後４か月～未就学児の保育あ
り(定員４人)▶ところ＝グリーンホールなど▶
対象＝区内在住・在勤・在学の方▶申込・問＝

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

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

※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

子宮がん・乳がん検診
子宮がん検診
▶内容＝視診・細胞診・内診など▶対象＝区内
在住で、４月～来年３月に20歳以上の誕生日を
迎える女性※30歳以上は前年度の板橋区子宮が
ん検診を受診していない方※婦人科で治療中・
経過観察中の方、生理期間中の方は受診不可。
乳がん検診
▶内容＝マンモグラフィ検査▶対象＝区内在住
で、４月～来年３月に40歳以上の誕生日を迎え
る女性※前年度の板橋区乳がん検診を受診して
いない方※定員あり(申込順)▶費用＝1000円※
生活保護・中国残留邦人などに対する支援給付
を受給中の方は無料。事前に健康推進課へ申請
が必要(受診後の申出による費用の返還は不可)。

[いずれも]
▶とき＝４月～来年２月▶ところ＝区内指定医
療機関▶申込・問＝直接または電話・はがき・
電子申請(区ホームページ参照)で、健康推進課
健(検)診申込窓口(区役所３階㉑窓口)☎3579－
2319※申込記入例の項目と生年月日を明記※申
込後、順次受診券をお送りします。※直接申込
の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・
健康保険証など)が必要。

３月28日(必着)まで、電話・FAX・Ｅメール
で、男女社会参画課男女平等推進係☎3579－
2486 3579－2129 j-danjo@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例の項目と応募動機、取
り上げたいテーマ、過去の参加歴、●Aで登録団
体の方は団体名を明記。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。

体験・観賞
パネル展
「参加しよう荒川クリーンエイド」
▶とき＝３月29日㈫まで、９時～17時▶内容＝
荒川のごみ拾い・自然回復の現状▶ところ・問
＝リサイクルプラザ☎3558－5374

水族館の仕事体験
▶とき＝３月29日㈫・30日㈬、各１日制、13時
30分～16時▶内容＝餌やり体験など▶対象＝小
学３年～中学生▶定員＝各日８人(抽選)▶費用
＝入館料▶ところ・申込・問＝３月17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３月21日㈷は開館し22
日㈫休館〉※申込記入例の項目と希望日を明記

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)

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。

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。

広告を掲載しませんか

問　合

広聴広報課広報係☎3579－2022

問　合

広聴広報課広聴係☎3579－2024
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※費用の明示がないものは無料

矢尾 明子さん

「魅力発信！いたばしナビ」
ナビゲーター　番組ナビゲーターが、区の施策・施設・イベントなどの魅力を

わかりやすく紹介する広報番組(下部参照)です。

魅力発信！いたばしナビ

　いつも番組をご覧いただき、ありがとうございます。
　板橋区は、まちに愛着がある方が多いと思います。商店街は、お客
さんと店主の何気ないやり取りが温かく、日常に溶け込んでいて、人
情味あふれるところが魅力です。手作りの総菜やお菓子がたくさん並
んでいるので、撮影後に買い物をするのが楽しみです。
　おすすめの場所は、板橋こども動物園です。初めての撮影で訪れて、
かわいい動物たちに癒やされて肩の力が抜けたのを覚えています。み
なさんも、癒やし度120％の動物たちに、会いに行ってみてください。
　これからも板橋区の魅力をどんどんお伝えしていきます。
　それでは、番組でお会いしましょう！

▶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

３月のテーマ
「 板橋区文化団体連合会」

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

いたばしのヒトビトいたばしのヒトビト

開催案内
▶とき＝３月12日㈯～４月17日㈰、９時30分～17時(入館は16時30
分まで)▶観覧料＝一般650円、高校・大学生450円、小・中学生200
円※土曜は高校生以下無料※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

期間中の催し
講演会「建部凌岱の生涯と画業」
▶とき＝３月20日㈰14時～15時30分▶定員＝40人(申込順)▶申込＝
３月５日㈯朝９時から、電話で、区立美術館

海錯図(青森県立図書館所蔵)

建部凌岱展
区立美術館企画展

　本展では、江戸中期に活躍した絵師・建部
凌岱の様々な作品を紹介します。

講　座
心理学講座
▶とき＝３月19日㈯14時～16時▶内容＝ワーク
ショップ「アニメの登場人物の感情」▶講師＝コ
ミュニケーションラボ代表　杉野珠理▶対象＝
中学生～39歳の方▶定員＝20人(先着順)※当
日、直接会場へ。▶ところ・問＝まなぽーと成
増☎3975－9706〈第３月曜休館〉

子ども環境講座
▶とき＝３月19日㈯14時～16時▶内容＝紙芝居
・苗木で盆栽作り▶講師＝㈱環境ビジネスエー
ジェンシーインストラクター　山田ゆりか▶対
象＝小学生(小学３年生以下は保護者同伴)▶定
員＝20人(区内在住・在学の方を優先し抽選)▶
費用＝2500円▶申込＝３
月12日㈯まで、エコポリ
スセンターホームページ
▶ところ・問＝同センタ
ー☎5970－5001〈第３月
曜休館〉

講演会「学校はなんのため」
▶とき＝３月27日㈰14時～15時▶講師＝作家　
山崎聡一郎▶対象＝小学４年生以上▶定員＝50
人(申込順)▶申込＝３月７日㈪朝９時から、電
子申請(区ホームページ参照)▶ところ・問＝中
央図書館☎6281－0291〈第２月曜・月末日休館〉

外国人のための初級日本語教室
▶コース・とき
● 月・木コース…４月11日～９月15日の毎週月
曜・木曜、10時～12時

●  火・金コース…４月12日～９月16日の毎週火
曜・金曜、16時30分～20時30分

▶定員＝各コース30人▶費用＝5400円※テキス
ト代が別途必要

水曜会話サロン
　会話サポーターと会話を楽しみながら学ぶク
ラスです。
▶とき＝４月13日～９月14日の毎週水曜、10時
～11時30分または18時30分～20時▶定員＝30人
▶費用＝2700円※初級日本語教室と同時申込の
場合は1000円

[いずれも]
※申込順▶ところ＝グリーンホール会議室▶対
象＝区内在住・在勤・在学の15歳以上で、外国
籍の方▶申込・問＝３月７日㈪朝９時から、
FAX・Ｅメールで、(公財)板橋区文化・国際交
流財団(区役所内)☎3579－2015 3579－2046
kkouryu@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入
例(３面)の項目と性別、国籍、Ｅメールアドレ
スを明記。水曜会話サロンは希望時間(午前・
午後)を明記。※同財団ホームページからも申
込可

ところ・問合 区立美術館☎3979－3251〈月曜休館。ただし３月21日㈷は開館し22日㈫休館〉

ぬくもりサービス協力会員募集説明会
　地域住民による支え合いのサービス（１時間あ
たり700円からの謝礼あり）で、家事や外出の付き
添いなどを行う協力会員を募集します。
▶とき＝３月23日㈬14時～15時30分▶ところ＝大
谷口地域センター※当日に会員登録をする場合
は、必要な持ち物あり。詳しくは、お問い合わせ
ください。▶申込・問＝３月７日㈪朝９時から、
電話で、ぬくもりサービス☎3964－1185
福祉の森サロン交流フェスタ
▶とき＝３月24日㈭12時～15時30分▶ところ＝グ
リーンホール▶内容＝活動紹介コーナー・子育て
コーナー・ステージ発表など▶定員＝200人（申込
順）▶申込・問＝電話で、㈱福板橋区社会福祉協議
会☎3964－0236

ご案内社会福祉協議会

　区立美術館学芸員・
弘中智子さんが、優れ
た美術評論家・美術史
研究家の活動を顕彰す
る「倫雅美術奨励賞(美
術史研究部門)」を受賞
しました。昨年に同美
術館で開催した企画展
「さまよえる絵筆」の企
画・論文が高い評価を
受けました。

区立美術館学芸員が
倫雅美術奨励賞を
受賞しました

五寿図(個人所蔵)虎図(弘前市立博物館所蔵)


