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新型コロナワクチンの接種をお勧めします
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。

▶問＝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)

投票要件
▶対象＝令和４年６月21日時点で、次の両方の
要件を満たす方
● 日本国籍を有し、平成16年７月11日以前に生
まれた

● 令和４年３月21日
までに板橋区へ転
入の届出をし、引
き続き３か月以
上、板橋区に住民
登録されている

引っ越しした方はご注意ください
板橋区内で転居した方の投票所
● 令和４年６月２日までに転居届を出した方…
新住所地の投票所

●  令和４年６月３日以降に転居届を出した方…
前住所地の投票所
投票日までに板橋区外へ転出した場合
　次のいずれかの要件を満たす方は、板橋区で
投票できます。
● 板橋区の選挙人名簿に登録されていて、転出
先の住所地の選挙人名簿に登録されていない

● 板橋区で住民票が作成された日から引き続き
３か月以上、住民登
録されていて、板橋
区の選挙人名簿に登
録される前に転出
し、新住所地の住民
登録期間が３か月未
満である

※該当者には、「投票
所のお知らせ」をお送
りします。
令和４年３月22日以降に
板橋区へ転入の届出をした場合
　板橋区では投票できません。前住所地の選挙
人名簿に登録されていれば、投票できる場合が
あります。前住所地の選挙管理委員会にお問い
合わせください。

「投票所のお知らせ」をお送りします
　世帯ごとに封書でお送りしますので、氏名・
住所をご確認のうえ、投票の際にお持ちくださ
い。なお、届かない・紛失した場合でも、板橋
区の選挙人名簿に登録されていれば投票できま
す。投票の際、投票所係員にお申し出ください。

選挙公報を全戸配布します
　７月４日㈪までに全戸配布します。届かない
場合は、お問い合わせください。※区役所・各
地域センター・各区民事務所・区立各図書館・
各期日前投票所・区ホームページでもご覧にな
れます。※点字版・音声版を希望する場合は、
お問い合わせください。

投票の呼びかけを行います
　投票日当日に、防災無線で投票案内を放送し
ます。放送設備の近くにお住まいの方にはご迷
惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。

開票状況をご覧になれます
　７月10日㈰に、上板橋体育館で開票を行いま
す。開票状況は、区ホームページでご覧になれ
ます。

選挙に伴う
上板橋体育館施設利用の休止

　選挙の開票会場となるため、上板橋体育館の
施設利用を休止します。
▶とき＝７月９日㈯~11日㈪▶問＝上板橋体育
館☎5399－6501〈第２月曜休館〉

参議院議員選挙

公示日　６月22日
板橋区選挙管理委員会事務局☎3579－2681問　合

「令和３年度板橋区明るい選挙啓発ポスターコンクール」小学校低学年の部
最優秀賞　吉澤礼央さん(志村四小２年※受賞時)の作品

期日前投票所
▶とき・ところ
● ６月23日㈭～７月９日㈯…イベントスクエア
(区役所１階)

●  ７月３日㈰～７月９日㈯…富士見・大谷口・
志村坂上の各地域センター、きたの・舟渡の
各ホール、成増アクトホール、高島平区民
館、赤塚支所、仲町ふれあいセンター、志村
健康福祉センター、エコポリスセンター、教
育科学館

※８時30分～20時
▶対象＝仕事・用事・通院などで、投票日当日
に投票できない方※感染防止対策として、投票
日当日の過密を防ぐため、期日前投票にご協力
をお願いします。▶投票方法＝「投票所のお知
らせ」裏面の請求書欄に必要事項を記入のうえ
持参

不在者投票制度
●  指定病院等投票…指定の病院などに入院(所)
中で、投票日当日に投票できない方は、入院
(所)先の施設で投票できます。詳しくは、各
施設にお問い合わせください

●  郵便等投票…重度の障がいがあり、郵便等投
票証明書をお持ちの方は、７月６日㈬17時ま
でに、投票用紙などをご請求ください

●  特例郵便等投票…新型コロナウイルス感染症
で療養している方で、一定の要件を満たす場
合は、郵便で投票できます。詳しくは、お問
い合わせください

●  滞在地投票…仕事・旅行などで板橋区外に滞
在している方は、滞在地の区市町村選挙管理
委員会などで投票できます。詳しくは、お問
い合わせください

●  在外投票…板橋区の在外選挙人名簿に登録さ
れている方は、イベントスクエア(区役所１
階)で期日前投票ができますので、在外選挙
人証を必ずお持ちください。投票日当日につ
いては、お問い合わせください

投票日当日に投票できない方へ

投票所の混雑状況を
リアルタイムで確認できます

投票日時

7月10日㈰ 7時～20時
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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９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

税 　 金
特別区民税・都民税の支払いは 
お済みですか

　６月30日㈭は、特別区民税・都民税第１期分
（普通徴収分）の支払期限です。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、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。
▶問＝納税課庶務・収納係
☎3579−2133

133 お 知らせ
令和３年度板橋区環境白書を 
発行しました

　区の環境の現状・施策の成果などを掲載して
います。
▶閲覧場所＝環境政策課（区役所７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、有償頒布
（本編180円）も行っています。▶問＝環境政策
課スマートシティ・環境政策係☎3579−2591

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。
▶問＝子育て支援課子育てサービス係☎3579−
2475

里親希望者説明会
▶とき＝７月14日㈭、10時〜11時・11時15分〜
12時15分、各１回制▶対象＝
区内在住の方▶定員＝各回
100人（申込順）▶ところ・申
込・問＝６月27日㈪朝９時か
ら、電話で、子ども家庭総合
支援センター援助課里親係
（本町24−17）☎5944−2374

傍 　 聴
生活安全協議会
▶とき＝７月７日㈭10時から▶ところ＝災害対
策室（区役所４階）▶内容＝区内の犯罪・火災発
生状況の報告など▶定員＝５人（先着順）※当
日、９時50分までに直接会場へ。▶問＝防災危
機管理課防犯促進係☎3579−2153
情報公開及び個人情報保護審議会
▶とき＝７月12日㈫14時から▶ところ＝第二委
員会室（区役所11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、13時50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
老朽建築物等対策協議会
▶とき＝７月13日㈬※傍聴時間など詳しくは、
お問い合わせください。▶ところ＝第一委員会
室（区役所11階）▶内容＝区の取組状況の報告な
ど▶定員＝５人（申込順）▶申込・問＝６月27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
公共交通会議
▶とき＝７月15日㈮15時から▶ところ＝第一委
員会室（区役所11階）▶内容＝公共交通の利便性
向上の検討▶定員＝５人（先着順）※当日、14時
15分〜14時45分に都市計画課（区役所５階⑮窓
口）で受付。▶問＝都市計画課交通企画都市基
盤係☎3579−2548

休 みます
前野ホール
▶とき＝７月４日㈪※施設点検などのため▶問
＝地域振興課庶務係☎3579−2161

７月は愛の血液助け合い運動月間
　区では、国・都と共催で、献血への理解を呼
びかける運動を行います。この機会に、献血に
ご協力ください。
▶問＝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−
2727

道路占用許可の申請はお済みですか
　建築工事などで区道に足場・仮囲いなどを設
置する場合は、事前に申請をお願いします。
▶問＝管理課占用係☎3579−2505

公園でのサッカー教室に 
ご注意ください

　区立公園などで、営利目的のサッカー教室を
開催することは認められていません。保護者の
みなさんは、お子さんが関わることのないよう
ご注意ください。
▶問＝管理課占用係☎3579−2505

夏野菜マルシェ
▶とき＝７月６日㈬・７日㈭、11時30分〜14時
▶ところ＝区役所（正面玄関前）▶内容＝区内産
農産物の販売※各日とも売り切れ次第終了▶問
＝赤塚支所都市農業係☎3938−5114

猫に関する問題解決のための 
登録ボランティア募集説明会

　猫に関する問題を解決するため、区と協働し
て活動するボランティアを募集します。※猫の
去勢・不妊手術費の助成などあり。登録希望者
は、説明会にご参加ください。
▶とき＝７月30日㈯10時〜12時▶ところ＝板橋
区保健所▶対象＝区内在住の方▶定員＝30人
（抽選）▶申込・問＝７月８日（必着）まで、電話
・往復はがき・電子申請（区ホームページ参照）
で、生活衛生課管理係（〒173−0014大山東町32
−15）☎3579−2332※申込記入例（８面）参照

子 育 て
子育てアプリをリニューアルします

　７月から、いたばし子育てナビアプリをいた
ばし子育て応援アプリにリニューアルし、オン
ライン相談や各種事業の予約などの便利な機能
を追加します。ぜひ、ご利用ください。※通信

住民税非課税世帯などに
臨時特別給付金を支給します

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）を支給します

▶対象＝次のいずれかの要件を満たす世帯※住民税均等割課税者の扶養親族
などのみで構成される世帯・令和３年度の同給付金を受給した世帯を除く。
🅐�令和４年６月１日現在、世帯全員の令和４年度の住民税均等割が非課税

で、３年度が課税であり、次のいずれかの要件を満たす
ⓐ令和３年１月１日以前から板橋区在住である
ⓑ令和３年１月２日以降に板橋区に転入した

🅑�新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が急変し、🅐�と同等であると認
められる

▶支給額＝１世帯につき10万円
※申請必要※ⓐ７月上旬ⓑ下旬に、世帯主へ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。🅑�申請方法など詳しくは、お
問い合わせください。

問　合 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）

▶対象＝平成16年４月２日以降に生まれたお子さん（中度以上の障がい
がある場合は19歳以下）がいるひとり親世帯などで、次のいずれかの要
件を満たす方
🅐�令和４年４月分の児童扶養手当を受給する（全額支給停止の方を除く）
🅑�公的年金などを受給しており、令和４年４月分の児童扶養手当が全額

支給停止になる
🅒�新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当受給者と同

じ水準になった
▶支給額＝子ども１人につき５万円
※🅐�申請不要。６月13日に、対象者へお知らせをお送りしました。
※🅑�🅒�申請必要。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　合 子育て支援課子どもの手当医療係 
☎3579−2744
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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

区民文 化祭参加者募集

区民俳句大会
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方※小・中
学生は投句のみ▶費用＝二句1000円・四句
2000円・六句3000円※小・中学生無料（二句
まで）▶申込＝９月13日（消印有効）まで、投
句用紙または200字詰め原稿用紙に四季の雑
詠句（未発表作品に限る）と申込記入例（８面）
の項目を明記し、費用（定額小為替）を同封の
うえ、郵送で、板橋区俳句連盟事務所・米田
達仁（〒173−0011双葉町44−11）
開催日
▶とき＝10月22日㈯▶ところ＝区立文化会館
大会議室

吟詠剣詩舞区民のつどい
▶部門＝🅐独吟⃝🅑合吟🅒剣詩舞※🅐⃝🅑は絶句
に限る。🅒は律詩も可。▶対象＝個人・団体
▶費用＝１人🅐⃝🅑1000円🅒絶句1000円・律詩
2000円▶申込・問＝７月31日（消印有効）ま
で、往復はがきで、板橋区吟剣詩舞道連盟・
伊島賢心（〒174−0054宮本町27−５）☎5392
−8400※申込記入例（８面）の項目と参加部門
（⃝🅐〜🅒、🅒は絶句・律詩の別も）、吟題・伴
奏の本数を明記。※団体の場合、②〜⑤は代
表者分を記入し、団体名を明記。
開催日
▶とき＝10月23日㈰▶ところ＝区立文化会館
小ホール

詩のつどい
▶内容＝１人１篇

ぺ ん

・テーマ自由※縦書き25字
×38行以内（題・氏名を除く。ワープロ原稿可）
▶対象＝区内在住・在勤・在学の小学生以上
▶費用＝1000円※小・中学生無料※応募者全

員の作品を掲載した詩集「樹林」をプレゼント
▶資料請求＝８月13日（必着）まで、はがき
で、（公財）板橋区文化・国際交流財団※申込
記入例（８面）参照▶申込締切＝８月20日（必
着）
開催日
▶とき＝10月30日㈰▶ところ＝区立文化会館
大会議室

三曲のつどい
▶部門＝🅐箏

そ う

（15面以下）🅑三弦🅒尺八※いず
れも個人・団体で14分以内▶費用＝１舞台
6000円と出演者１人1000円▶申込＝７月22日
（消印有効）まで、はがきで、（公財）板橋区文
化・国際交流財団※申込記入例（８面）の項目
と参加部門（🅐〜🅒）、演奏曲目、参加人数を
明記。団体の場合、②〜⑤は代表者分を記入
し、団体名を明記。
開催日
▶とき＝11月20日㈰▶ところ＝区立文化会館
小ホール

箏
そう

の体験コーナー
▶練習日＝９月11日㈰・10月２日㈰・22日㈯
・11月５日㈯・12日㈯、５日制※修了者は「三
曲のつどい」に出演
▶コース・時間
🅐初心者…９時30分〜11時30分
⃝🅑経験者…13時〜15時
▶ところ＝区立文化会館和室・リハーサル室
▶曲目＝🅐日本の小箱第一集「さくらさくら」
など⃝🅑「Ｋのための斗為巾」▶講師＝板橋区三
曲連盟会員▶対象＝区内在住・在勤・在学の
方▶費用＝🅐1000円🅑3000円▶持物＝爪・箏
・楽譜※箏の有料貸出あり（筝１回1500円・

十七弦１回3000円）。楽譜がない方は購入可
（🅐1320円⃝🅑770円）。▶申込＝７月22日（消印
有効）まで、はがきで、（公財）板橋区文化・
国際交流財団※申込記入例（８面）の項目と希
望コース（🅐または🅑）、箏の貸出希望の有無
を明記。🅑は筝・十七弦の別を明記。

民踊のつどい
▶部門＝民踊・新舞踊・県人会・舞い上がれ
ITABASHI※各部門１団体５分以内▶対象＝
３人以上のグループ▶費用＝１部門１団体
6000円▶資料請求＝８月16日（消印有効）ま
で、はがきで、（公財）板橋区文化・国際交流
財団※申込記入例（８面）の項目と参加部門、
団体名、参加人数を明記。▶申込締切＝８月
16日（消印有効）
開催日
▶とき＝11月23日㈷▶ところ＝区立文化会館
大ホール

舞台体験コーナー
▶練習日＝10月９日㈰・22日㈯・11月６日㈰
・12日㈯、４日制※修了者は「民踊のつどい」
に出演
▶コース・時間
🅐小学生…10時〜10時50分
⃝🅑18歳以上…11時〜11時50分
▶ところ＝グリーンホール１階ホール▶曲目
＝🅐舞い上がれITABASHI🅑一番はじめは▶
講師＝板橋区民踊連盟理事▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方▶定員＝🅐🅑各20人（申込
順）▶費用＝🅐1000円⃝🅑2000円▶申込＝８月
16日（消印有効）まで、はがきで、（公財）板橋
区文化・国際交流財団※申込記入例（８面）の
項目と希望コース（🅐または🅑）を明記

10月・11月に開催する区民文化祭は、区民のみなさんが日頃の練習の成果を発表する場です。ぜひ、ご参加ください。

問　合 （公財）板橋区文化・国際交流財団（〒173−0014大山東町51−１区立文化会館内）☎3579−3130

▶ところ・とき
●�植村記念加賀スポーツセンター…11月10日㈭10時〜17時30分・11日㈮10

時〜17時
●オンライン…11月１日㈫10時〜30日㈬17時
▶内容＝製品・部品、加工技術、研究成果など▶対象＝製造業などを営む
事業者▶募集数＝100社※オンラインのみ20社（いずれも申込順）
▶費用
●�会場（１小間２ｍ×２ｍ)・オンライン…区内企業２万4000円・区外企業

５万円
● �オンラインのみ…区内企業１万2000円・区外企業３万円
▶出展案内の配布場所＝（公財）板橋区産業振興公社（情報処理センター５
階）※郵送を希望する場合は、「いたばし産業見本市出展案内請求」と申込
記入例（８面）の項目・企業名を明記のうえ、電話・Ｅメールで、同公社
iie@itabashi-kohsha.com※申込方法など詳しくは、同見本市ホームペー
ジをご覧ください。

いたばし産業見本市出展者募集

会場展示・オンライン展示の両方で開催します。

問　合 いたばし産業見本市実行委員会事務局（同公社内）
☎3579−2191

フレッシュ名曲コンサート 
「板橋第九演奏会」合唱団員募集

12月10日㈯に区立文化会館で開催する
板橋第九演奏会に出演しませんか。

▶内容・とき＝ 表 参照▶ところ＝区立文化会館▶対象＝16歳以上の方
▶コース・費用＝🅐一般１万5000円🅑経験者（練習は10月から）１万2000
円※25歳以下の学生6000円▶申込・問＝７月29日（消印有効）まで、はが
きで、（公財）板橋区文化・国際交流財団（〒173−0014大山東町51−１区
立文化会館内）☎3579−3130※申込記入例（８面）の
項目とコース（🅐または🅑）、希望パート（女性は
ソプラノまたはアルト・男性はテノールまたはバ
ス）、第九合唱経験の回数、学生の方は学年、ベ
ーレンライター版の楽譜購入を希望する方はその
旨を明記。※同財団ホームページからも申込可
表  板橋第九演奏会

内　容 と　き

参加者説明会 ９月５日㈪18時30分から

合唱練習
９月５日㈪・８日㈭・15日㈭・22日㈭・30日㈮・10月３日㈪・７
日㈮・11日㈫・17日㈪・24日㈪・11月１日㈫・７日㈪・10日㈭・
17日㈭・25日㈮・28日㈪・12月２日㈮・６日㈫、19時～21時

リハーサル 12月９日㈮
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　区民のみなさんに安定的な行政サービスを提供していくためには、時代の変化に柔軟・的確に対応
できる財政基盤の確立が必要です。歳入・歳出の両面からの見直しを着実に行い、持続可能な区政経
営を進めていきます。区財政の現状をお知らせします

表３  自己情報開示請求などの処理状況
請　求 決定状況 開示方法など 写

し
の
交
付
枚
数

審
査
会
審
議
件
数

件　数
人
数

開　示
非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

取
下
げ

不
適
用

非
応
諾

閲
覧

写
し
の
交
付

そ
の
他

開
示

訂
正

削
除

中
止

開
示

部
分
開
示

365 ０ ０ ０ 176 97 233 ０ 30 ０ ５ ０ ０ ２ 306 22 1969 ０
※開示方法などの「その他」は、開示決定後、実際に閲覧などがされなかった件数。
※「審査会審議件数」は、「令和３年度情報公開及び個人情報保護審査会」で審議された件数。
表４ 自己情報開示請求などの種類別件数
区　分 請求件数 請求の主な件名

区政一般 108 住民票等・印鑑登録証明書・戸籍証明等交付申請書、男女平等推進セン
ター相談記録

福祉 245 介護保険認定調査票、主治医意見書、一次判定票、生活保護関係文書
保健衛生 ６ 健康福祉センター相談記録、精神保健福祉手帳用診断書
住環境 １ 再開発事業などに関する文書
教育 ５ 学校が提出した報告書
合　計 365

表５ 個人情報業務登録などの状況
業務登録簿 外部委託

記録票
目的外利用
記録票

外部提供
記録票

電算入力
記録票

指定管理者
記録票

416 983 534 424 789 39
●外部委託…個人情報を取り扱う業務の処理を区以外のものに委託すること
●目的外利用…当初の業務目的を超えて区の内部で個人情報を利用すること
●外部提供…当初の業務目的を超えて区以外のものに個人情報を提供すること
※令和４年３月31日現在
表６  特定個人情報等事務登録などの状況
事務登録簿 外部委託

記録票
目的外利用
記録票

情報提供
記録票

電算入力
記録票

指定管理者
記録票

51 66 ０ ６ 104 １
●特定個人情報等…マイナンバーを含む個人情報
●情報提供…ほかの自治体・区のほかの実施機関に特定個人情報等を提供すること
※令和４年３月31日現在

区政情報課☎3579－2020
問　合

財政課☎3579－2030
問　合

令和４年度の当初予算編成
　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、あらゆる分野に大きな影響を
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周年の節
目の年であることを踏まえ、２年目を迎える
「いたばしNo.１実現プラン2025」の重点戦略の
柱である「SDGs(持続可能な開発目標)戦略」「デ
ジタルトランスフォーメーション(DX)戦略」
「ブランド戦略」に基づく未来を見据えた計画の
着実な実現を図ります。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、事務事業の効
果・効率性を見極め、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。

歳　入
　主な歳入として、特別区税と特別区交付金が
あります。令和３年度の当初予算額と比較し
て、特別区税は480億円で、特別区民税の納税
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。特別区交付金は712億円で、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( 図１参照)。これにより、財政調整基
金からの繰り入れは３年度より44億円縮減し、
20億円となりました。

歳　出
　支出が義務付けられている義務的経費とし
て、人件費・扶助費・公債費があり、その増大
は財政運営の弾力性を欠く要因となります。
　令和３年度の当初予算額と比較して、子ども
家庭総合支援センター開設に伴い、人件費は職
員定数の増などにより、扶助費は児童入所施設
措置等経費の増などにより、それぞれ増加して
います。公債費は、元利償還金の減により、減
少しています( 図２参照)。

　「地方自治法」「東京都板橋区財政状況の公表に関す
る条例」に基づき、毎年６月・11月に、区の財政状況
を公表しています。
※令和４年３月31日現在のもので、最終的な決算額と

　区では、透明で開かれた区政を推進するため、情報公開制度を設けて
います。また、区保有の個人情報を保護するため、適正な取扱ルールを
定めた個人情報保護制度を設けています。

情報公開制度
　区民のみなさんが、区保有の公文書の閲覧・写しの入手を請求できる権利
を保障するものです。区の会議記録なども公開請求を待たずに提供するよう
努めています( 表１・ 表２参照)。
情報の公表・提供
　区議会の記録・付属機関などの会議記録は、区政資料室(区役所１階⑦窓
口)・区立各図書館で公表しています。また、区が自主的に公表すべき情報
・資料などは、各課窓口・区政資料室で提供しています。

個人情報保護制度
　区保有の個人情報の取扱ルールを定めたものです。また、区民のみなさん
が、区保有の自己情報(個人情報)の開示・訂正などを請求できる権利を保障
するものです( 表３・ 表４参照)。
業務・事務の登録
　個人情報の取扱方法・処理の流れを明らかにするため、個人情報を扱う区
の業務ごとに、業務の名称・目的・個人情報の項目などを登録しています。
また、マイナンバー法に基づき、特定個人情報等を扱う事務の名称・目的・
特定個人情報等の項目などを登録しています。これらの登録簿は、区政資料
室で閲覧できます( 表５・ 表６参照)。

審査請求
　情報公開制度・個人情報保護制度では、区の決定に対して不服がある場合、 
審査請求ができます。審査請求があった場合は、学識経験者で構成する第三
者機関｢情報公開及び個人情報保護審査会｣で、公正・客観的に審査が行われ
ます。

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

は異なります。
※金額は表示単位未満で端数処理しているため、収入
率・執行率・構成比は、表示金額から算出した数値と
は異なる場合があります。

基　金
　財政調整基金は、新型コロナウイルス感染症
対策などのため、令和３年度は70億円を繰り入
れましたが、最終的に68億円の積立を行うこと
ができました。
　義務教育施設整備基金・公共施設等整備基金
は、小・中学校などの公共施設の更新需要に備
え、積立を行った結果、３年度末の積立基金残
高は過去最高の938億円となる見込みです。し
かし、４年度当初予算時点では、財政調整基金
などの繰り入れにより、３年度と比較して、31
億円減の907億円となる見込みです( 図３参照)。

補正予算編成
　新型コロナウイルス感染症の拡大の長期化や
物価高騰などの社会情勢の変化により、緊急に
対応すべき事業を遅滞なく実施するため、補正
予算を編成しています。今後も、国・都の動向
や、区民生活・地域経済の状況などを注視しな
がら、迅速に対応していきます。

審議会
　制度の適正・円滑な運営を図るため、区民・区議会議員・学識経験者で構
成する｢情報公開及び個人情報保護審議会｣を設置し、個人情報の適正な収集
・利用などを審議しています。

情報公開などの請求方法
　区政情報課(区役所１階⑦窓口)で、所定の請求書に必要事項を記入し、ご
提出ください。※自己情報の開示などを請求する場合、運転免許証・パスポ
ートなどの本人確認書類が必要。※閲覧は原則無料ですが、一部の公文書の
閲覧には、事務手数料が必要。また、写しが必要な場合は、複写代金が別途
必要。

区政資料の閲覧
　区政情報課(区政資料室)では、区の刊行物などの資料を収集し、閲覧・貸
出・販売を行っています。

令和３年度

予算額と執行状況
区　分 予算現額 収入済額 収入率

支出済額 執行率

一般会計 2572億
5800万円

2448億8400万円 95.2%
2279億8900万円 88.6%

特
別
会
計

国民健康保険事業 565億
5000万円

524億8000万円 92.8%
530億7200万円 93.8%

介護保険事業 449億
9900万円

438億200万円 97.3%
397億5500万円 88.3%

後期高齢者
医療事業

123億
4200万円

123億4800万円 100.0%
121億1100万円 98.1%

東武東上線
連続立体化事業 8200万円 7300万円 89.4%

100万円 0.3%

区の財産
区　分 面　積 内　容

土地 189万7500㎡ 区役所・学校・公園などの敷地

建物 90万2600㎡ 区役所・学校・各施設などの建物

区　分 簿価・出資額 内　容

工作物 42億7100万円 公園の遊具など

基金 969億1100万円 災害対策・財政調整・減債・義務
教育施設整備など16件

出資によ
る権利な
ど

13億8900万円
(公財)板橋区産業振興公社、(公
財)板橋区文化・国際交流財団、
(公財)植村記念財団など11件

区税負担の状況
令和３年度 令和２年度 伸び率

１世帯あたり 15万1493円 15万2709円 △ 0.8%
１人あたり ８万4919円 ８万5010円 △ 0.1%
※総世帯数・総人口で算出しています。

区の借金
使途別 金　額 構成比

学校施設関係 134億7500万円 36.7%
その他公共施設関係 215億2200万円 58.7%
その他 17億円 4.6%

合　計 366億9700万円 100.0%

図１  特別区税・特別区交付金の推移
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※平成30～令和２年度は決算額、３年度は最終補正後の予算
額、４年度は当初予算額。

図２  義務的経費の推移
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※普通会計に基づき、平成30～令和２年度は決算額、３年
度は最終補正後の予算額、４年度は当初予算額。

図３  積立基金残高全体の推移
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※平成30～令和２年度は決算額、３年度は決算見込み額、４
年度は当初予算時点で見込まれる年度末残高。

あなたがお支払いになる
１万円はこのように使われます

令和４年度当初予算　
福祉費

 4909円
子どもたち・障がいがある方・
所得が低い方などのために

教育費

 1680円
学校・幼稚園などの教育関係に

総務費

 1299円
まちの行事、防災、集会施設・
区役所の管理などに

土木費

 646円
道路・公園、緑化の推進、都市
の整備などに

資源
環境費

 586円
ごみの収集・運搬、リサイクル
の推進などに

衛生費

 457円
予防接種・健康診査、健康福祉
センターの運営などに

公債費

 188円
特別区債(借入金)の返済に

産業
経済費

 125円
中小企業・農業の振興などに

議会費

 66円
区議会の運営に

諸支出金 ･
予備費

 44円
基金の積立、災害などの緊急時
の予備などに

令和３年度
下半期の財政状況

事業者のみなさんへ
個人情報を取り扱う場合は、保護対策を講じるようにお願いします。不合理な

税制改正に対する
区の見解

　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、特別区(東京23区)の貴重な財源を
一方的に奪っています。
　これらを合わせた特別区全体の令和４年度の影
響額は約2500億円となり、このうち板橋区の影響
額は124億円と見込まれ、大幅な減収が恒常化し
ています。
　また、今後も新型コロナウイルス感染症対策に
加え、公共施設の更新需要などの負担が見込ま
れ、厳しい財政状況です。
　国は、地方税の原則を歪め、地方分権に逆行す
る税制改正を早期に見直すべきです。
　区は、今後も特別区長会などを通じ、全国各地
域が共存・共栄していけるよう、強く働きかけて
いきます。基金の積立、災害などの緊急時

表１  公文書公開請求の処理状況　
請　求 決定状況 公開方法など 写

し
の
交
付
枚
数

審
査
会
審
議
件
数

件
数

人
数

公　開
非
公
開

不
存
在

不
適
用

存
否
応
答
拒
否

取
下
げ

閲
覧

視
聴

写
し
の
交
付

そ
の
他

公
開

部
分
公
開

1968 1411 1206 693 ４ 41 １ １ 22 149 ０ 1699 51 １万811 ２
※公開方法などの「その他」の件数は、公開決定後、実際に閲覧などがされなかった件数。
※「審査会審議件数」は、「令和３年度情報公開及び個人情報保護審査会」で審議された件数。

表２  公文書公開請求の種類別件数
区　分 請求件数 請求の主な件名

区政一般 58 業務委託・指定管理者選定に関する文書、区施設工事に関する文書
福祉 17 業務委託・指定管理者選定に関する文書
保健衛生 678 飲食業関係許認可処理簿、医療機関などの一覧、理容所・美容所一覧
住環境 1109 中高層建築物の標識設置届処理簿、位置指定道路の位置確認図
教育 63 業務委託・指定管理者選定に関する文書、学校工事に関する文書
選挙 16 国民審査に関する文書
農政 12 農地法に関する文書
監査 ０ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
区議会 15 委員会記録(調整中のもの)、政務活動費に関する文書
合　計 1968

「広報いたばし」は、アプリ（マチイロ・カタログポケット・シュフー）でも配信しています
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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

お母さんの休み時間
▶ところ・とき(各１日制)＝ 表２ 参照▶内容＝
子育ての不安・悩みの語り合い▶対象＝区内在
住で、子育て中の母親※定員あり。生後４か月
～未就学児の保育あり(いずれも申込順)。▶申
込・問＝電話で、希望する健康福祉センター※
複数のセンターへの申込不可
表２ お母さんの休み時間

ところ と　き
板橋 ８月26日㈮・９月30日㈮
上板橋 ８月24日㈬・９月15日㈭
赤塚 ８月23日㈫・９月20日㈫
志村 ８月25日㈭・９月22日㈭
高島平 ８月22日㈪・９月26日㈪
※10時～11時

母親学級
▶ところ・とき(各２日制)＝ 表３ 参照▶内容＝
赤ちゃんのお世話の仕方・妊産婦のための栄養
・母と子のお口の健康など▶対象＝各開催日時
点で、おおむね妊娠20週以降の初産の方※定員
あり(申込順)※持ち物など
詳しくは、お問い合わせく
ださい。▶申込・問＝電話
で、希望する健康福祉セン
ター※複数のセンターへの
申込不可
表３ 母親学級

ところ と　き
A板橋 ９月７日㈬・14日㈬
B上板橋 ９月９日㈮・16日㈮
C赤塚 ８月22日㈪・29日㈪
D志村 ８月23日㈫・30日㈫
E高島平 ９月５日㈪・12日㈪
※ACE13時～14時30分または15時～16時30分B13時～14時
30分または14時45分～16時15分D14時～15時40分。両日とも
同時間での参加が必要。

夏休み親子食育教室
▶ところ・ときなど＝ 表４参照▶内容＝夏野菜
のクイズ・絵本の読み聞かせ・かぼちゃパイ作
り(小麦・卵・乳使用)▶定員＝各回４組(申込順)
▶費用＝１組500円▶持物＝エプロン・三角巾
・手拭き・持ち帰
り用袋▶申込・問
＝電話で、希望す
る健康福祉センタ
ー※複数のセンタ
ーへの申込不可
表４  夏休み親子食育教室
ところ と　き 対　象
板橋 ８月31日㈬ 区内在住で、５・６歳の未就学児と

その保護者(２人１組)上板橋 ８月４日㈭
赤塚 ８月２日㈫ 区内在住の小学生とその保護者(２

人１組)志村 ７月26日㈫
※10時～11時30分・14時～15時30分、各１回制。

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

小児慢性特定疾病医療費受給者証を
お送りします
　７月から、同医療費の支給などの事務が都か
ら区へ移管されるため、現在の受給者証は、６
月30日㈭で使用できなくなります。新しい受給
者証は、６月24日に対象者へお送りしました。
▶問＝予防対策課管理・精神難病係☎3579－2329

はじめての歯みがきひろば
▶とき＝７月29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３年５月～９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、高島平健康福祉センター

両親学級
▶とき・ところ
●８月７日㈰…板橋健康福祉センター
●８月20日㈯…赤塚健康福祉センター
※10時～11時30分・13時30分～15時、各１回制。 
▶内容＝妊娠中の過ごし方・沐

もくよく

浴指導など▶対
象＝各開催日時点で、妊娠24～36週の初産の方
とそのパートナー▶定員＝各回12組(妊娠週数
が多い方を優先し抽選)※申込方法など詳しく
は、区ホームページをご覧ください。▶問＝㈱
ポピンズプロフェッショナル☎3447－5826(平
日、９時～17時)、板橋健康福祉センター

福　祉
すぐに役立つ介護講座（生活編）
▶とき＝７月13日㈬・14日㈭、２日制、13時30
分～15時30分▶内容＝排

はいせつ

泄・食事・着脱の介助
方法など▶対象＝区内在住で、家族を介護して
いる、または介護する予定の方※ヘルパーなど
の有資格者を除く。▶定員＝８人(抽選)▶とこ
ろ・申込・問＝７月４日(必着)まで、往復はが
きで、おとしより保健福祉センター介護普及係
(〒174－0063前野町４－16－１)☎5970－1120
※申込記入例(８面)の項目と職業を明記

認知症の方を介護する
家族のための講座
▶とき＝７月20日㈬・21日㈭、２日制、14時～
16時▶ところ＝グリーンホール601会議室▶内
容＝講義「家族でできる口

こうくう

腔ケア・家族で支援
する食事」▶講師＝(地独)東京都健康長寿医療
センター研究所歯科医師　枝広あや子ほか▶対
象＝区内在住・在勤で、認知症の方を介護して
いる家族または介護に関わる方▶定員＝20人
(申込順)▶申込・問＝６月27日㈪朝９時から、
電話で、おとしより保健福祉センター認知症施
策推進係☎5970－1121

知的障がい者相談員による相談会
▶とき＝７月29日㈮10時～12時※相談時間は１
人40分程度▶ところ＝グリーンホール101会議
室▶内容＝療育・就労・グループホームなどの
相談▶対象＝区内在住で、知的障がいがある方
またはその家族▶定員＝３人(申込順)▶申込・
問＝６月27日㈪朝９時から、電話・FAXで、障
がいサービス課福祉係☎3579－2362 3579－
2364※申込記入例(８面)の項目と希望時間、相
談内容を明記。※相談会以外でも相談は随時受付

ボッチャ交流会
▶とき＝８月２日㈫10時30分～12時40分▶とこ
ろ＝上板橋体育館▶内容＝ボッチャの体験▶対
象＝区内在住・在勤・在学の小学生以上で、障
がいがある方▶定員＝10人(抽選)▶申込・問＝
７月８日㈮まで、電話・FAXで、障がいサービ
ス課福祉係☎3579－2362 3579－2364※申込記
入例(８面)参照※後日、障がいの状況などを確
認する場合あり。※ボランティアとして参加で
きる方も募集しています。詳しくは、いたばし
総合ボランティアセンター(☎5944－4601
5944－4602、月曜・日曜事務局休み)にお問い
合わせください。

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

特別区職員採用試験を行います

問 合 スポーツ振興課管理係☎3579－2651

区民体育大会 　申込方法など詳しくは、区・区体育協会ホームページにある
競技要項をご覧ください。

種　目 とき・ところ 定員・費用 申込期間・問

ソフトテニス
A中学生B一般男子C女子１部
D女子２部Eシニア１部Fシニ
ア２部Gシニア３部
※全種目ダブルス

●A８月27日㈯BCF９月25
日㈰DEG10月２日㈰

●A新河岸庭球場B～G東板
橋庭球場

●A100組B～G50組(いずれも
申込順)

●  １人A250円B～G500円

●A７月11日㈪～31日㈰B～G
８月22日㈪～９月４日㈰

●連盟・関口☎3979－4356

ソフトボール
A一般男子・女子B中学生女子
C小学生女子

●９月４日㈰～11月６日㈰
●荒川戸田橋野球場など ●  １チームA6000円BC3000円 ●７月11日㈪～８月１日㈪

●連盟・早川☎3962－0772

表１  特別区職員採用試験
採用区分 試験・選考区分 第１次試験・選考日

A経験者１級職

事務

９月４日㈰

土木造園(土木)
建築
機械
電気
福祉
児童福祉
児童指導
児童心理

B経験者２級職(主任)

事務
土木造園(土木)
建築
福祉
児童福祉
児童指導
児童心理

C経験者３級職(係長級)
児童福祉
児童指導
児童心理

D就職氷河期世代
事務EⅢ類 ９月11日㈰FⅢ類(障がい者)

▶採用区分など＝ 表１参照※受験資格など詳し
くは、採用試験・選考案内をご覧ください。▶
採用試験・選考案内の配布場所＝特別区人事委
員会ホームページ※Fは板橋区人事課(区役所
４階㉑窓口)・同委員会事務局でも配布
▶申込
● 郵送(Fのみ)…７月13日(消印有効)まで、同
委員会事務局任用課(〒
102－0072千代田区飯田
橋３－５－１)

●  インターネット…７月14
日㈭17時まで、同委員会
ホームページ

問　合
同委員会事務局任用課☎5210－9787
板橋区人事課人事係☎3579－2070

郵送などによる
手続きをご活用ください
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※費用の明示がないものは無料

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)

13日・27日
14時～16時15分

４日
13時30分～15時30分

12日９時30分～11時
28日14時～16時

11日
13時30分～15時30分

29日
14時30分～16時

４歳児・５歳児健康診査
(各１回制)

７日・19日
12時45分～13時
13時５分～13時20分
13時25分～13時45分

５日
12時50分～13時30分

７日・21日
12時45分～14時

６日・20日
12時45分～13時30分

14日・28日
12時45分～13時30分

２か月児・３か月児の
母と子の会

11日
10時30分～11時30分

20日10時～11時
上板橋児童館 ー ー ４日

10時～11時

離乳食講習会
(各１回制)

15日
10時～11時15分
14時～15時15分

ー 14日
14時～15時15分

７日
10時～11時15分
14時～15時15分

21日
10時～11時15分
14時～15時15分

育児相談
(各１回制)

12日(幼児)・19日(乳児)
９時30分～10時
10時～10時30分

５日・26日
９時～10時

６日・20日
９時30分から
10時15分から

13日・27日
９時15分から
９時40分から

13日・27日
９時15分～10時15分

出張育児相談 ー 14日９時30分～10時15分
小茂根一丁目集会所

27日９時40分～10時
紅梅児童館

22日９時30分～10時15分
さかうえ児童館 ー

女性歯科健診 ６日
９時30分～11時

20日
９時30分～11時

15日
９時30分～11時

25日
９時30分～11時 ー

乳幼児歯科健診 ６日
13時30分～14時30分

20日
13時30分～14時30分

15日
13時30分～14時30分

25日
13時30分～14時30分

19日
10時～11時

婦人科専門相談 20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 11日・25日、各１日制、10時～11時45分▶ところ＝赤塚健康福祉センター▶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 19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 21日13時30分～15時(上板橋健康福祉センター)・28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

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、健康保険証・各種医療証をお持ちください。

17日
●香川内科小児科医院
　…氷川町25－１(☎3961－9050)
●そう内科クリニック
　…小茂根１－21－４(☎3973－0711)
●藤田医院…泉町23－８(☎3960－2822)
●佐藤クリニック
　…高島平６－１－１(☎5997－9828)
●田島クリニック
　…成増５－18－４(☎5383－6622)
18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)
●ねづクリニック
　…東坂下２－３－６－101(☎5914－0236)
●郡医院…高島平３－８－６(☎3975－3438)
●やの内科・小児科クリニック
　…赤塚新町３－19－５(☎3930－2277)
24日
●萩原医院…中板橋21－２(☎3961－8380)
●斎藤医院…桜川２－11－５(☎3933－0386)
●篠遠医院…蓮沼町20－14(☎3966－4901)
●高島平診療所堀口内科小児科
　…高島平４－30－６(☎3975－4114)
●宮下内科医院
　…徳丸６－45－６－103(☎5922－3350)
31日
●仁木医院…板橋３－５－３(☎3961－5931)
●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)
●清水クリニック
　…坂下２－28－７(☎3966－5314)

●蓮根メディカルクリニック
　…蓮根２－10－１(☎3966－0341)
●はちすクリニック
　…上板橋１－26－13(☎5922－5055)

全休日
●板橋区医師会病院
　…高島平３－12－６(☎3975－8151)
３日
●岩渕診療所…本町17－１(☎3961－2413)
●北角診療所…常盤台３－３－１(☎3960－3617)
●徳山内科外科…坂下３－12－10(☎3966－8737)
●渡辺産婦人科医院
　…高島平２－３－14(☎5399－3008)
●ゆう徳丸内科皮膚科
　…徳丸４－10－６(☎6909－7570)
10日
●木村内科クリニック
　…板橋４－６－１(☎3964－1955)
●たにもとクリニック
　…向原３－10－15－102(☎3530－8327)
●えがおこどもクリニック
　…前野町３－31－３(☎5994－7250)
●赤星医院…蓮根１－23－８(☎3966－6082)
●杉内医院…成増３－17－16(☎3930－2331)

（主に内科・小児科）

７月の
休日医科診療

▶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

※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４年４月・５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。

◉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）
　 日本大学医学部附属板橋病院内（☎3972‒8111※診
療日の診療時間内※こどもクリニック受診希望の旨
をお伝えください）…平日（年末年始を除く）、19時
～22時（最終受付は21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）

広 告

7月
健康相談・健診などのご案内

※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
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※費用の明示がないものは無料

申込記入例

往復はがきの場合は
返信用の宛名面にも
郵便番号・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

講　座
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＝７月５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＝多文化共生と私▶問＝男女社会参画課
男女平等推進係☎3579－2486

文化財講座
▶とき＝７月23日㈯13時30分～15時▶ところ＝
成増文化財整理室(成増３－19－８)▶内容＝講
義「区内の発掘調査の歴史」▶講師＝板橋史談会
相談役　大澤鷹邇▶対象＝区内在住・在勤・在
学の方(小学生以下は保護者同伴)▶定員＝30人
(抽選)▶申込・問＝７月11日(消印有効)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。保護者同伴の場合は保護者氏名を明記。

体験・観賞
アマチュア無線交信体験
▶とき＝７月31日㈰、10時・11時・13時・14
時、各１回制※各回１時間▶ところ＝植村記念
加賀スポーツセンター▶対象＝小学４年～高校
生▶定員＝16人(抽選)※申込方法など詳しく
は、植村冒険館ホームページをご覧ください。
▶問＝同館☎6912－4703
〈月曜休館。ただし７月
18日㈷は開館し19日㈫休
館〉

収穫体験とバーベキューの夕べ
▶とき＝A９月10日㈯・11日㈰B18日㈰・19日
㈷※いずれも１泊２日。13時までに榛名林間学
園集合・翌日朝食後解散。▶宿泊＝同学園▶対
象＝区内在住・在勤・在学の方(中学生以下は

保護者同伴)※２人以上でお申し込みくださ
い。▶定員＝AB各40人(申込順)▶費用＝一般
7200円、４～14歳5600円、２・３歳900円▶申
込・問＝７月１日㈮朝９時から、電話で、同学
園☎027－374－9315

生ごみ変身大作戦
▶とき＝７月10日㈰13時30分～15時30分▶とこ
ろ＝きたのホール▶内容＝牛乳パックでたい肥
作り※植物の苗をプレゼント▶講師＝NPO法
人生ごみリサイクル全国ネットワーク・板橋代
表　蓮沼浩子▶対象＝区内在住・在学の小学生
とその保護者▶定員＝20組(申込順)▶持物＝軍
手・手拭き・一握り分の野菜くず・持ち帰り用袋
▶申込・問＝６月27日㈪朝９時から、電話で、
資源循環推進課資源循環協働係☎3579－2258

成増サークル公開教室
初心者向けキックボクシング
▶とき＝７月16日㈯・23日㈯、２日制、９時～
12時▶定員＝７人▶費用＝380円
そば打ち
▶とき＝７月17日㈰・24日㈰・８月７日㈰、３
日制、９時30分～12時▶対象＝18歳以上の方▶
定員＝12人▶費用＝3650円▶持物＝エプロン・
バンダナ・タオル・持ち帰り容器

[いずれも]
※申込順▶ところ・申込・問＝６月25日㈯13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〉

リサイクルプラザの催し
Aつくりかえ名人養成講座
▶とき＝７月16日㈯～18日㈷、３日制、10時20
分～15時▶内容＝陶磁器の伝統的修復技法「金
継ぎ」の習得▶講師＝書道家　狐塚仁宏▶対象
＝区内在住・在勤・在学の方▶定員＝５人(抽
選)▶費用＝１万円▶持物＝３つ程度に割れた
食器・欠けた食器各１個、エプロン、昼食▶申
込＝７月６日(必着)まで、
往復はがきで、リサイクル
プラザ(〒174－0041舟渡４
－16－６)※申込記入例参
照。

B南極くらぶ
▶とき＝７月23日㈯10時20分～11時50分▶内容
＝講義「南極の自然・動物・生活」・映像上映な
ど▶講師＝NECネッ
ツエスアイ㈱社員▶対
象＝小学生(小学３年
生以下は保護者同伴)
▶定員＝20人(申込順)
▶申込＝６月25日㈯朝
９時から、電話で、リ
サイクルプラザ

[ABいずれも]
※同プラザホームページからも申込可
Cパネル展「敏感な私たち」
▶とき＝７月１日㈮～31日㈰、９時～17時▶内
容＝地球温暖化の影響を受ける生き物

[A～Cいずれも]
▶ところ・問＝リサイクルプラザ☎3558－5374

☎3977－6061展示案内成増 アートギャラリー
大東文化大学書道部臨書展
▶とき＝７月９日㈯10時～18時・10日㈰10時～17
時▶内容＝書作品50点
ひまわりアートスクール講師展
▶とき＝７月20日㈬～25日㈪、11時～18時（初日
は12時から）▶内容＝絵画30点・販売

感染防止にご協力をお願いします
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)

発熱・呼吸器症状などがある場合

(６月１日現在)

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 320,105(＋794)

人口 568,760(＋654) 26,827
男 278,249(＋345) 12,805
女 290,511(＋309) 14,022

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
14歳以下 59,683 10.5%
15～64歳 377,197 66.3%
65歳以上 131,880 23.2%

※割合を表す数値の単位未満は、
四捨五入しています。

鑑賞無料
板橋ジュニアプラス管弦楽団合奏団
第３回定期演奏会
▶とき＝７月３日㈰14時30分から▶ところ＝成増
アクトホール▶出演＝松原広地（指揮）ほか▶曲目
＝モーツアルト交響曲14番など▶定員＝470人（先
着順）※当日、直接会場へ。

芸術をあなたに
● 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)

※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

※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。
※中央図書館は第２月曜・月末日、そのほかの図書館は第３月曜・月末日休館。ただし７月31日㈰は開館し８月１日㈪休館。
※西台図書館は７月11日㈪～16日㈯休館

図書館名 内容・とき
中央

☎6281－0291
宮西達也劇場おまえうまそうだな①(子・ア )･･･
10日㈰14時

赤塚
☎3939－5281

アニメ古典文学館②(子・ア )…10日㈰14時、健
さん( 16 )…24日㈰14時

蓮根
☎3965－7351

黄色いリボン( 49・字 )…９日㈯10時、ふるさと
再生日本の昔ばなし　織姫と彦星ほか５話(子
・ア )…９日㈯14時
※会場は蓮根図書館となりの蓮根集会所

氷川
☎3961－9981

おくりびと( 08 )…９日㈯14時、ねこざかな(子
・ア )…23日㈯14時

高島平
☎3939－6565

ダンボ(子・ア ) …２日㈯14時、キング・コン
グ( 33・字 )…16日㈯14時

図書館名 内容・とき
東板橋

☎3579－2666
まめうしくん(子・ア )…２日㈯14時、シャレー
ド( 63・字 )…16日㈯14時

小茂根
☎3554－8801

レオ・レオニ　５つの名作集(子・ア )…９日㈯
11時、宇宙戦争( 53・字 )…23日㈯14時

西台
☎5399－1191

Aふるさと再生日本の昔ばなし　浦島太郎ほか
７話(子・ア )…９日㈯14時B嵐が丘( 39・字 )…
23日㈯14時
※B定員あり(申込順)：７月17日㈰朝９時から、 
直接または電話で、西台図書館

成増
☎3977－6078

なかよしおばけ　おばけのキャンプ旅行(子・
ア )…２日㈯11時、日本の森シリーズ①( 08 )…
16日㈯14時

7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


