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10.1

10月１日に板橋区は区制施行90周年を迎えました
本日、「広報いたばし特集版(区制施行90周年記念特集)」も発行しています。ぜひ、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。※費用の明示がないものは無料

プレミアム付
いたばしPayを販売します

だいこん・にんじん収穫体験
▶とき＝11月12日㈯13時30分から▶ところ＝
農業体験農園(赤塚５－22)▶対象＝区内在住
・在学の中学生以下※保護者の収穫不可▶定
員＝150人▶費用＝400円※大根１本・人

にん

参
じん

２
本まで収穫可※天候などにより、作物の生育
に影響が出る場合あり。▶持物＝軍手・持ち
帰り用袋

けんちん汁試食会
▶とき＝11月13日
㈰11時30分から▶
ところ＝農業体験
農園(赤塚５－22)
▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方
▶定員＝1000人

野菜宝船のお宝分け(野菜配付)
▶とき＝11月13
日㈰14時30分か
ら▶ところ＝赤
塚体育館▶対象
＝区内在住・在
勤・在学の方▶
定員＝90人

[いずれも]
※小学生以下は保護者同伴※抽選▶申込＝10月14日(必着)まで、往復はがきで、赤塚支所都市農業係(〒175－0092赤塚６－38－1)※申込記入例(４
面)の項目と参加人数を明記

利用者向けコールセンター
☎050－3032－3842(平日、10時～17時)問　合

スマートフォンで30％お得にお買い物

購入はアプリから事前申込が必要。当選者のみプレミアム付いたばしPayを購入できます。

赤塚支所都市農業係☎3938－5114問　合

▶とき・ところ＝ 表 参照※当日、直接会場へ。▶内容＝いたばしPayアプリの
使い方・プレミアム付いたばしPay申込支援など▶持物＝スマートフォン

事前申込イベント板橋農業まつり

　いたばしPayは、スマートフォン専用のア
プリで、区内利用可能店舗でのお買い物の支
払いに利用できる、区独自のデジタル地域通
貨です。※利用方法・アプリのダウンロード
方法など詳しくは、専用ホームページをご覧
ください。※通信料がかかります。 ▲専用ホームページ

１セット１万3000円を１万円で販売
(１人10セットまで)販売金額

15万セット(抽選)　販 売 数

プレミアム分(30％付与分)と購入金額分で利用期
限が異なります。
●プレミアム分…10月25日㈫～来年２月12日㈰
●購入金額分…10月25日㈫～来年12月31日㈰

利用期間

区内在住・在勤・在学の中学生以上対 象 10月３日㈪～20日㈭に、いたばしPayアプリ
※詳しくは、専用ホームページをご覧ください。申 込

いたばしPayとは プレミアム付いたばしPay申込相談会

と　き ところ
A10月３日㈪～13日㈭ イオンスタイル板橋(徳丸２－６－１)
●B10月５日㈬ まもりん坊ハウス(上板橋１－26－８)
●C10月６日㈭ かめやキッチン(大山町40－５)
D10月７日㈮ 高島平壱番街商店街「DAN ma CHI」(高島平２－33－１)
●E10月11日㈫ 中板橋商店街会館(中板橋15－３)
F10月13日㈭ 板橋駅前本通り商店街会館(板橋１－46－４)
G10月15日㈯

板橋区民まつり会場(大山公園)H10月16日㈰
I10月17日㈪ イベントスクエア(区役所１階)
A10時～18時(３日㈪は12時から)B～FHI10時～16時G11時～18時

表  プレミアム付いたばしPay申込相談会



2 広報　いたばし 令和４年(２０２２年)1０月１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。詳しくは、区ホームページをご覧ください

　交通安全に関する啓発や環境整備を推進
し、全ての区内通行者が安心・安全に移動で
きるまちを実現するため、本計画を策定しま
す。
▶全文の閲覧場所＝土木計画・交通安全課
（区役所５階㉔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

・問＝10月15日（必着）まで、素案に対する意
見と申込記入例（４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、土木計画・交通安全
課土木計画係☎3579−2296 3579−2547
d-keikaku@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。

(仮称)交通安全計画2025(素案)に 
ご意見をお寄せください

お知らせ
窓口情報をインターネットで
確認できます

　10月中旬までは、区役所の窓口の混雑が予想
されます。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
ご活用ください。
区ホームページで確認
●�混雑予想カレンダー…各窓口の混雑予想を表示
● �リアルタイム混雑状況…各窓口の混雑状況を

リアルタイムで表示
受付後に番号札・窓口案内書の
二次元コードで確認
●�受付番号状況…窓口の待ち人数・呼出状況を

表示
[いずれも]

▶対象窓口＝戸籍住民課・子育て支援課子ども
の手当医療係（いずれも区役所１階）、国保年金
課・長寿社会推進課・介護保険課・後期高齢医
療制度課・マイナンバー総合案内（いずれも区
役所２階）▶問＝戸籍住民課管理係☎3579−
2201

スポーツ祭り2022
▶とき＝10月10日㈷〜11月13日㈰▶内容＝オリ
ンピアン・パラリンピアンによるトークショー
など※オンライン配信。詳しくは、スポーツ祭
り2022ホームページをご覧ください。▶問＝ス
ポーツ振興課事業推進係☎3579−2652

ひとり親家庭等医療証の現況届を
ご提出ください

　10月18日㈫に、同医療証をお持ちの方へ現況
届をお送りします。
▶提出先・問＝11月１日㈫まで、直接または郵
送で、子育て支援課子どもの手当医療係（区役
所１階⑥窓口、〒173−8501）☎3579−2477※９
月30日までに児童扶養手当の現況届の手続き・
審査が完了した方は、同医療証の現況届は提出
不要。

就学時健康診断のお知らせを
お送りします

　10月下旬に、対象者へお知らせをお送りしま
す。調査票に必要事項を記入のうえ、健康診断
当日にお持ちください。
　外国籍のお子さんが区立小学校に入学を希望
する場合は、お子さんのパスポート・在留カー
ドまたは特別永住者証明書をお持ちのうえ、直
接、学務課（区役所６階⑭窓口）にお申し込みく
ださい。
▶対象＝区内在住で、平成28年４月２日〜29年
４月１日に生まれた方▶問＝学務課学校運営保
健係☎3579−2616

小学校入学準備金を支給します
　次の対象者に、学用品費などの一部を援助す
るための入学準備金を支給します。支給額・申
請方法など詳しくは、就学時健康診断の会場で
配布する案内または区ホームページをご覧くだ
さい。
▶申請期間＝11月１日㈫〜来年１月13日㈮▶対
象＝区内在住で、来年４月に小学校に入学する
お子さんがいて、経済的にお困りの方※所得制
限などの要件あり▶問＝学務課学事係☎3579−
2611

10月15日〜21日は違反建築防止週間
　10月20日㈭に、都・東京23区・都内９市と協
働で、都内一斉公開パトロールを行います。監
視活動の強化により、違反建築をなくし、住み
よいまちづくりを進めていきますので、ご協力
をお願いします。
▶問＝建築指導課監察・調査係☎3579−2578

事業と暮らしの相談会
▶とき＝10月29日㈯12時30分〜16時▶ところ＝
ハイライフプラザ▶内容＝弁護士などによる日
常生活・企業経営などの相談▶対象＝区内在住
・在勤の方、区内事業者▶定員＝16人（申込順）
▶申込＝10月17日㈪10時から、電話で、東京パ
ブリック法律事務所▶問＝同事務所☎5979−
2920（平日、10時〜16時）、板橋区区民相談室☎
3579−2288

募　集
AIP推進協議会公募委員
▶募集人数＝１人▶任期＝令和５年１月〜７年
３月▶対象＝令和４年４月１日現在、区内在住
の40歳以上で、平日昼間におとしより保健福祉
センターで行う会議（年１回程度）に出席できる
方▶選考＝作文▶申込・問＝10月31日（必着）ま
で、作文「板橋区のAIP」（800〜1200字）と別紙に
申込記入例（４面）の項目、職業、応募動機、介
護経験の有無、区のほかの会議での委員歴を明
記のうえ、直接または郵送で、おとしより保健
福祉センター地域ケア推進係（〒174−0063前野
町４−16−１）☎5970−1114

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４万200円▶作成
枚数＝４万枚▶使用時期＝12月頃から▶募集数
＝１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＝10月14日㈮まで、申
込書・広告原稿案を直接、介護保険課認定係☎
3579−2441

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

区立小・中学校給食物資共同購入の
登録事業者
▶期間＝来年４月から２年間※対象・必要書類
など詳しくは、申込案内書をご覧ください。▶
申込案内書の配布場所＝学務課（区役所６階⑭
窓口）・区ホームページ▶申込・問＝10月18日
（必着）まで、必要書類を直接または郵送で、学
務課学校給食係（〒173−8501）☎3579−2617

講　座
消費生活講座

▶とき＝10月１日㈯〜31日㈪▶内容＝講義「時
短家事」※区公式YouTubeチャンネル「チャン
ネルいたばし」で配信▶講師＝知的家事プロデ
ューサー　本間朝子▶問＝消費者センター☎
3579−2266

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＝10月11日㈫14時
〜16時▶ところ＝グリー
ンホール１階ホール※当
日、 直接会場へ。 ▶テーマ
＝心地よい人間関係▶問
＝男女社会参画課男女平
等推進係☎3579−2486

子育て応援講座
▶とき＝10月21日㈮10時〜12時▶内容＝講義

「こどもの応急手当と感染予防の対策」▶講師＝
清泉女学院大学講師　齋藤正子▶対象＝区内在
住で、３歳以下のお子さんとその保護者▶定員
＝12組（申込順）▶ところ・申込＝10月６日㈭〜
20日㈭の平日10時〜16時に、電話で、森のサロ
ン（東京家政大学内）▶問＝同サロン☎3961−
6354、板橋区子育て支援課子育てサービス係☎
3579−2475

家事する人だって社会人だ
▶とき＝11月２日㈬19時〜21時▶内容＝講義

「家事で自己肯定感を高める」※オンライン会議
システム「Zoom」を使用▶講師＝小説家　山崎
ナオコーラ▶定員＝30人（申込順）▶申込＝10月
１日㈯朝９時から、電子申請（区ホームページ
参照）▶問＝男女社会参画課男女平等推進係☎
3579−2486

フレイルチェック測定会
▶とき＝11月10日㈭13時30分〜16時▶ところ＝
志村コミュニティホール▶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
おらず、半年後に行う同測定会に参加できる方
※過去に参加した方を除く。▶定員＝20人（抽
選）▶申込・問＝10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（４面）の
項目と生年月日を明記

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あいのサービス（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＝10月25日㈫14時〜15時30分▶ところ＝徳
丸地域センター※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＝10月３日㈪朝９時から、電話
で、ぬくもりサービス☎3964−1185

ご案内社会福祉協議会



3広報 いたばし令和４年(2022年)10月１日(土)

※費用の明示がないものは無料

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

※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

開催案内
▶とき＝10月８日㈯～12月11日㈰、９時30分
～17時(入館は16時30分まで)

期間中の催し
●A日本刀にさわってみよう
▶とき＝10月29日㈯13時30分～15時▶内容＝
模造刀を使った刀剣の取扱・真剣の鑑賞▶対
象＝小学６年生以上(中学生以下は保護者同
伴)▶定員＝15人

●●Bはじめての刀装具
▶とき＝12月３日㈯13時30分～
15時▶内容＝講義「刀装具の紹
介」▶対象＝16歳以上の方▶定
員＝30人

[ABいずれも]
※抽選▶講師＝ミュージアム都留学芸員　服
部浩平▶申込＝●A10月19日●B11月22日(いず
れも必着)まで、往復はがきで、郷土資料館
(〒175－0092赤塚５－35－25)※申込記入例
(４面)参照

接収刀剣
開館50周年記念特別展

　本展では、太平洋戦争後、連合国軍に
接収された後に郷土資料館へ譲渡された
赤羽刀などを紹介します。

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

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

バスケットボール
A一般男女●B職域男子

●  11月27日～12月25日の毎週
日曜

●小豆沢体育館

●A男子24チーム・女子８チーム
B14チーム(いずれも申込順)

●１チーム7000円
● 10月14日㈮９時～12時
●連盟・齋藤☎090－4125－8908

※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

10月は臓器移植普及推進月間・
骨髄バンク推進月間
　臓器移植は臓器の機能障がいに対する根治療
法、骨髄移植は白血病などの血液難病に対する
治療法です。いずれも、臓器・骨髄の提供者の
理解・協力が不可欠です。臓器提供意思表示カ
ードによる意思表示や骨髄バンクへのドナー登
録に、ご協力をお願いします。
▶問
●  (公社)日本臓器移植ネットワーク☎0120－78
－1069

● (公財)日本骨髄バンク☎5280－1789
●板橋区健康推進課健康づくり係☎3579－2727

はじめての歯みがきひろば
▶とき＝11月２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９月～４年１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、板橋健康福
祉センター☎3579－2333

グリーンライフ

ラッカセイ
　マメ亜科ラッカセイ属の一年草。夏に、
葉のわきから黄色の花を咲かせます。子実
を守るために実の殻は堅く、表面に浮き上
がっている筋は維管束で、水・栄養分の通
り道です。
　開花後、花の付け根の子房柄が地中に潜
り、実を付けることから、ラッカセイ(落
花生)と名付けられました。
　食用・油の原料として、世界各地で栽培
されています。

※植物に関する相談を受け付けています。

問 合 赤塚植物園☎3975－9127
〈月曜、第１・３・５火曜事務室休み〉

猫沢八郎の
旅する不思議な
水族館

開催案内
▶とき＝10月４日㈫～16日㈰、10時～18時(入館は17時30分まで)
▶入館料＝一般260円、小・中学生および65歳以上の方130円※土
曜・日曜は小・中学生無料

内　容
●  作品を背景に撮影
できるフォトスポ
ット

● 児童館などの利用
者が作った海の生
き物に関する作品
展示

　本展では、独創的な世界観が特徴の
白線画家・猫沢八郎さんの作品などを
紹介します。

期間中の催し
ワークショップ
「旅するお魚を作ろう」
▶とき＝10月８日㈯、10時～11時30分
・13時～15時30分、各１回制※当日、
直接会場へ。▶内容＝魚の形の段ボー
ルの色付け▶講師＝白線画家　猫沢八
郎▶費用＝入館料

ところ・問合

熱帯環境植物館☎5920－1131
〈月曜休館。ただし10月10日㈷は

開館し11日㈫休館〉
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※費用の明示がないものは無料

▶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

10月のテーマ
「板橋の魅力大集合」

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

秋季植木市
▶とき・ところ
●  10月７日㈮～９日㈰…高島平緑地噴水広場
(高島平２－34)※雨天中止の場合あり

● 10月12日㈬・13日㈭…区役所(正面玄関前)
※９時～17時
▶内容＝秋の草花・観葉植物・盆栽などの販売
▶問＝赤塚支所都市農業係☎3938－5114

一里塚巡り
▶とき＝10月29日㈯10時～13時▶内容＝志村一
里塚・西ヶ原一里塚などの見学▶定員＝30人
(抽選)▶費用＝50円▶申込・問＝10月18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

絵本作りワークショップ
▶とき＝11月８日㈫10時30分～12時30分・11月
９日㈬14時30分～16時30分、各１日制▶ところ
＝中央図書館▶対象＝区内在住の未就学児とそ
の保護者▶定員＝各日５組(抽選)▶申込・問＝
10月21日(必着)まで、電話・Ｅメールで、産業
振興課工業振興係☎3579－2193 sg-senryaku  
@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例の項目
と希望日を明記

スパイスでガーランド作り
▶とき＝11月６日㈰10時～12時▶講師＝アロマ
テラピーインストラクター　枝光弘味▶対象＝
小学生以上(小学２年生以下は保護者同伴)▶定
員＝15人(区内在住・在勤・在学の方を優先し
抽選)▶費用＝800円▶持
物＝持ち帰り用袋▶とこ
ろ・申込・問＝10月18日
(必着)まで、往復はがき
で、エコポリスセンター
(〒174－0063前野町４－
６－１)☎5970－5001〈第
３月曜休館〉※申込記入
例参照※同センターホー
ムページからも申込可

体験・観賞
リサイクルプラザの催し
荒川戸田橋緑地周辺の野草写真展
▶とき＝10月１日㈯～31日㈪、９時～17時
裂き織りぞうり講座
▶とき＝10月30日㈰10時10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＝10月１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

成増童謡まつり
▶とき＝10月８日㈯13時30分から(13時開場)▶
ところ＝成増アクトホール※当日、 直接会場へ。 
▶内容＝童謡作詞家・清水かつらの作品の合唱
・合奏▶問＝成増地域センター☎5998－6881

外国人のための日本伝統芸能鑑賞会
▶とき＝10月９日㈰11時～16時30分▶ところ＝
区立文化会館小ホール※当日、直接会場へ。▶
内容＝区民文化祭「日本趣味のつどい」(日本舞
踊・楽器演奏など)の鑑賞※英語・中国語・韓
国語のプログラム付き▶問＝(公財)板橋区文化
・国際交流財団(区役所内)☎3579－2015

植村冒険館の催し
A丹沢ハイクチャレンジ
▶とき＝11月12日㈯・13日㈰(１泊２日)※朝８時
にJR「池袋」集合・13日㈰18時に解散予定▶宿泊
＝尊仏山荘(神奈川県秦野市)▶対象＝小学４年
～高校生▶定員＝18人(抽選)▶費用＝２万8000
円※本事業は、  民間旅行会社への委託事業です。  
●●Bやさしい日帰り登山講座
▶とき＝11月19日㈯※朝８時45分に小田急小田
原線「箱根湯本」集合・15時30分に解散予定▶内
容＝金時山登山・山めし体験※歩行時間は約４
時間30分▶講師＝登山家　山口章ほか▶対象＝
小学生以上(中学生以下は保護者同伴)▶定員＝
20人(申込順)▶費用＝一般4000円・高校生以下
2000円

[いずれも]
※申込者が●A７人以下B８人以下の場合は中止
※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10月10日㈷は開館し11日㈫
休館〉

スマホ相談サポーター養成講座
▶とき＝11月５日㈯11時～13時▶内容＝講義「高
齢者へのスマ－トフォン操作の伝え方」など▶講
師＝息子・娘には相談できないスマホ相談会主宰　
羽持公平▶対象＝区内在住・在勤・在学で、講座
修了後にボランティアとして活動できる方▶定員
＝20人(抽選)▶ところ・申込・問＝10月22日㈯ま
で、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・日
曜事務所休み〉※申込記入例参照

ご案内いたばし総合
ボランティアセンター

※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

テーマ いたばし子育て応援アプリ

子育て支援課子育てサービス係☎3579－2475問 合

　いたばし子育て応援アプリには、区内の子育
てイベントの検索・予約、予防接種の管理、家
族で共有できる成長日記などの機能がありま
す。また、子育ての悩み
をオンラインで相談でき
ます。ぜひ、ご利用くだ
さい。※利用方法など詳
しくは、区ホームページ
をご覧ください。

児童相談所の業務を始めました
　７月から、子ども家庭総合支援センター
で、児童相談所の業務を始めました。児童福
祉司・児童心理司などの専門職員が、児童虐
待だけでなく、子育てや子どもの発達・障が
いなど、幅広い相談を受け付けます。
　子ども・子育てに関する悩みがありました
ら、ぜひ、ご相談ください。

宮本つどいさん
いたばし子育て応援アプリ利用者

　区役所の閉庁時間でも、どこでも
簡単に子育てイベントを予約できる
ので、おすすめです。

☎5944－2373(平日、８時30分～17時)
子ども家庭総合支援センター相談窓口詳しくは

こちらから▶

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☎6258－5780・☎5320－4592(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・☎6636－8900・☎6732－8864(いずれも24時間)

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

志村一里塚


