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外出時は症状がなくても屋内や会話時にはマスクを着用し、人との間隔は可能な
限り2メートル以上空け、できるだけ正面での会話を避けるようにしましょう。
家に帰ったらまず手や顔を洗い、手洗いは30秒程度かけ、丁寧に洗いましょう。
熱や咳などの症状がある方は、無理せず自宅で待機しましょう。

感染対策にご協力をお願いします

S D G s 未来都市としま

特集・写真と絵で知る　まちの今昔
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すくすくふくろうナビ

令和4年度予算重点事業

大塚駅南口に設置された街頭テレビに
集まる人々
（長谷川 清一氏提供）　1954（昭和29）年

都内で唯一、都電荒川線と山手線が交差する地点
で、戦前は池袋をしのぐ繁華街として栄えた大塚。
この時期テレビはたいへん高価で一般家庭にはな
かなか普及しなかったため、テレビ局はこうした方
法でテレビの魅力を訴えていきました。

近年、駅前の整備
によって、まちに一
層の活気とにぎわ
いが生まれていま
す。毎年８月には大
塚阿波踊りの舞台
となり、多くの観客
を熱狂させます。

◀

現在の
　南口の様子　　

この写真は当時はやりのプロレスか野球を見ているところでしょう。
もしかしたら私の兄も写っているかもしれませんね。
当時は、7のつく日には神社の縁日でにぎわって、
道ですれ違うのも大変なほどでした。
駅前を中心にまちはがらりと変わりましたが、
都電と神社のある風景は今も同じですね。
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巣鴨地蔵通りは、江戸時代には五街道のひとつ中山道であり、江戸の出入口
にあたる巣鴨眞性寺の境内には江戸六地蔵の一つが配置され、往来する人馬
の安全を見守ってきました。また巣鴨は染井（駒込）と並ぶ園芸の里として、
江戸時代後期の菊見ブームの先駆けとなり、多くの見物客でにぎわいました。
とげぬき地蔵（高岩寺）は、もともと上野駅のそばにありましたが、この地域の

発展に伴い、1891（明治
24）年に巣鴨の地へ移転し
ました。1985（昭和60）年
頃からは“おばあちゃんの
原宿”として、全国的な人
気を集めています。

この地域は、江戸近郊農村として、大根
やナスなどの野菜の特産地でした。関東
大震災以降、宅地化が進み、1930～40
年代には、谷端川近くのさくらが丘パル
テノンをはじめ、多くのアトリエ付貸家群
が建てられ、若い芸術家たちが居住して
創作活動に打ち込みました。また、かつ
てこの地域の西側には、千川上水が流れ、
長崎地域に広がる農地の灌漑用水として
も使われていました。千川上水の堤には
桜が植えられ、桜の名所として近隣から
の花見客でにぎわい
ました。1960年代に
なると、都市化の進
行に伴い千川上水は
暗渠となりましたが、
今なお千川通りとして
その名をとどめていま
す。

桜開花の標準木となっているソ
メイヨシノ（区の木）は、駒込駅
西側一帯のかつて染井と呼ばれ
た地域に集住していた植木屋が
全国に向けて売り出したものと
されています。

目白という地名は、1885
（明治18）年に開業した目
白駅にちなんでつけられ、
1932（昭和7）年10月1日の
区制施行時に初めて登場
しました。千登世橋は、
目白通りと明治通りが立
体交差する地点に架かり、
橋名は当時の地名（高田
町大字高田千登世）に由
来します。1933（昭和8）
年に竣工した東京で最初
の立体交差橋として、東
京都の著名橋に指定され
ています。

▲1950（昭和25）年頃
…長崎5丁目付近の
千川上水と桜並木
（桐本国次氏提供）

（画像2-P）年不詳…「千
川の桜」（春日部たすく作
　水彩）
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▲昭和初期の池袋駅西口付近
（『写真でみる豊島区50年のあゆみ』1982年より）

▲「池袋駅東口」高山良策
1947（昭和22）年  油彩、カンヴァス

▲

1963（昭和38）年…池袋駅東口のにぎわい（松井一彦氏提供）

1909（明治42）年に豊島師範学
校（現在の東京学芸大学）が開校

し、1918（大正7）年には立教大学が移転してきます。また自由学園が1921
（大正10）年に創立するなど文教地区としての性格をもつようになります。
1930年代以降、この地には自由や芸術を愛する若者たちが集まり、彼らの
交流によって醸し出された空気感を、詩人の小熊秀雄は「池袋モンパルナス」
と表現しました。1990（平成2）年に東京芸術劇場が開設され、2019（令和
元）年にはGLOBAL RING THEATRE（池袋西口公園野外劇場）が誕生する
など、東口とともに芸術文化のまちとして発展し続けています。

▲「池袋駅前豊島師範通り」春日部たすく　1928（昭和3）年　水彩、紙

▲1951(昭和26)年…巣鴨地蔵通りのにぎわい（株式会社豊島新聞社提供）

1903（明治36）年の池袋駅開業以来、常に
豊島区の“顔”として発展。1945（昭和20）年
4月13日の城北大空襲により区域の約7割が
焼失しましたが、戦後復興期後の高度経済
成長期には、相次ぐデパートの開店により都
内有数の繁華街として発展します。1978（昭
和53）年には東京拘置所の跡地にサンシャイ
ンシティが誕生。2015（平成27）年には日出
小学校跡地に区役所新庁舎がオープンしまし
た。2020（令和2）年には、区役所旧庁舎お
よび豊島公会堂跡地が豊島区立芸術文化劇
場（東京建物Brillia HALL）を中心とする
Hareza池袋に生まれ変わるなど、文化の一大
拠点として新たなにぎわいを創出しています。

▲グリーン大通りとIKEBUS

▲1933（昭和8）年…明治通りから見た千登世橋

▲現在にもにぎわいが
つながる（木﨑禎一氏提供）

▲「千川の桜」
春日部たすく
制作年不詳  水彩、紙

▲現在の長崎5丁目付近

▲今も多くの車が行き交う

▲「薫風」山高 登　1990 （平成2）年 木版、紙

昭和の暮らしを和室で再現するとともに、当時の家電製品
や生活資料を写真・映像も加えて展示紹介します。めんこ、
コマ回し、おはじき、けん玉などの遊びも体験できます。

「昭和の暮らしと遊び～昔の遊びを体験してみよう～」
郷土資料館区制90周年記念企画展　

5月5日㈷～ 8月28日㈰　※月曜日休館

（仮称）昭和歴史文化記念館（南長崎3-4-10）

※新型コロナウイルスの感染状況等により内容を変更する場合があります。

昭和20年代に建設された戦後マーケット「味楽百貨店」を活用し
て、昭和の雰囲気が感じられる文化
施設を11月にオープンします。区制
施行90周年を記念して、特別企画展
を開催します。詳細は広報としまや
区ホームページなどで紹介します。
■問文化デザイン課施設整備グループ
　☎3981-1476

現グリーン大通り
となる道。都電・
バス・トロリーバ
スなどが、当時の
足でした

予告 み  らく  ひゃっか てん

▲江戸名勝図会「染井」二代歌川広重画
1864（元治元）年

▲ JR駒込駅北口そばにある
ソメイヨシノ発祥の地の記念碑
（染井吉野桜記念公園内）

歩道部分にはかつ
て千川上水の清流
がありました

かんがい

あんきょ

正面奥が豊島師
範学校（現在の
東京学芸大学）

▲生まれ変わった
池袋西口公園と
隣接する
東京芸術劇場　
©Nacasa&Partners Inc

▲現在の区役所本庁舎

かも

▲

1949（昭和24）年、旧高田第四国民学校跡に
開校した日出小学校
（豊島区立日出小学校創立30周年記念『ひので』1981年より）

しゅんこうしゅんこうしゅんこうしゅんこうしゅんこうしゅんこう
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令和4年度 予 算 重 点 事 業 一般会計当初予算は、過去2番目の予算規模を計上し、事業費は当初予算で過去最大の
936億円となりました。区制施行90周年を迎える区の今年度の重点事業を紹介します。

一般会計歳入歳出予算総額▶1,357億9,170万円（前年度比4.3％増）

特別会計歳入歳出予算総額▶565億748万円（前年度比2.1％増）

全国で初めて自治体独自の「こども未来国連」を実施します。子どもたちがSDGｓの
視点で豊島区の未来を考え、来年3月実施予定の「こども未来国連会議」で、子どもた
ちが描いた「としま未来図」を世界に向けて発信します。また、ひきこもり支援、ゼロ
カーボンシティに向けた取組みをさらに強化していきます。

▲池袋駅北口前
公衆トイレ
（ウイ・トピア）
改修イメージ

▲整備後の
立教通り
イメージ

SDGs推進事業

2030年に向けた中長期的なテーマ

誰一人取り残さない豊島区の未来へ

●SDGs達成の担い手育成事業経費…1億円（令和3・4年度）
●「豊島区こども未来国連」
　関連事業
　…200万円（新規）
●生きづらさ支援員体制強化事業
　（ひきこもり支援）
　…1,504万円（新規）
●プラスチック分別収集モデル事業
　…1,415万円（拡充）
●としま“まちキレイ”プロジェクト
　…70万円（拡充）
●「いのちの森」記念植樹2022
　…141万円（拡充）

◀

令和3年「こども未来国連会議」の様子

◀

としま“まちキレイ”プロジェクトロゴ

◀

としま“まちキレイ”プロジェクトロゴ

◀

ごみ拾い
SNS
「ピリカ」導入

文化を基軸としたまちづくり

豊島区の歴史・文化を次世代へ
昭和20年代に建設された戦後マーケット
「味楽百貨店」を活用して、昭和の雰囲気が
感じられる文化施設「（仮称）昭和歴史文化
記念館」を整備します。トキワ荘マンガ
ミュージアムと連携し、昭和の歴史・文化
を次世代に継承します。

み らく ひゃっか てん

子どもと女性にやさしいまちづくり

児童相談所と母子保健の専門機関を併設
新たに開設する児童相談所は、妊娠・出産から子育てに至るまでのあらゆる
相談に対応できる、地域に開かれた施設です。また、困難や不安を抱えた若
年女性を支援するための「すずらんスマイルプロジェクト」をすすめていきます。

●郷土資料館 区制90周年記念 大特別展
　…2,000万円（拡充）
●（仮称）昭和歴史文化記念館の整備
　（味楽百貨店整備・活用事業）
　…1億40万円（新規）
●（仮称）昭和歴史文化記念館特別企画展
　…2,100万円（新規）
●TOSHIMA STAND UP! 
　CLASSIC FESTIVAL '22の開催
　… 2,000万円（新規）
●音楽によるまちづくり推進事業…1,150万円（新規）
●旧第十中学校跡地野外スポーツ施設の整備…672万円

●長崎健康相談所・児童相談所の整備…11億7,981万円

▲児童相談所・長崎健康相談所イメージ ▲児童相談所内観イメージ

高齢者にやさしいまちづくり

早期の対策でフレイル予防
栄養・運動・社会参加の3つを柱にリハ
ビリの専門職による運動プログラムを提
供する「短期集中通所型サービス」、フレ
イル予防の講座・講演会の実施など、様々
な支援をします。

●介護予防センターでの
　だれでも食堂の実施事業
　…67万円（拡充）
●短期集中通所型サービス（通所型サービスC）…337万円（拡充）
●フレイル予防でいきいき100歳…70万円（拡充）　

さらに安全・安心なまちづくり

景観を活かした整備で、まちの魅力を高める
防災力の強化・景観の向上・快適な歩行空間創出のため、無電柱化を推
進します。さらに、池袋駅北口前公衆トイレの改修により、池袋のさらな
るイメージアップを図ります。

●立教通り整備事業（無電柱化）
　…4億2,056万円
●巣鴨地蔵通り景観整備事業（無電柱化）
　…3億6,400万円
●池袋駅北口前公衆トイレの改修事業経費…6,800万円
　（内：令和3年度予算からの繰越額…3,300万円）

新型コロナウイルス感染症対策事業

●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
　…25億7,059万円（拡充）
スピード感のあるワクチン3回目接種を実施
豊島区三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）との連携による、
集団接種、個別接種の体制、さらに毎日接種・夜間接種・予約
不要接種など区民のニーズに合わせた3回目接種を実現。2回目
接種日から6か月以降に接種できます。

集団接種
●としまセンタースクエア…毎日開設
　（一部曜日で夜間開設）
●豊島清掃事務所…週5日開設
●旧朝日中学校…週5日開設
●池袋保健所…週3日開設（夜間）に加え
　第1・4日曜日に5～11歳への接種

個別接種
●区内の病院・クリニック（200か所超）
●3月から5～ 11歳へ接種開始

●新型コロナウイルスワクチン職域接種（3回目接種）
　…423万円（新規）　
5月下旬から、職員とその家族、外郭団体、委託先にも拡大して接種
を実施。

4つの公園を核として自然豊
かな関係性を創出しつつ、東
口のグリーン大通り、池袋駅
東西連絡通路（北・南デッ
キ）、西口のアゼリア通り、さ
らに立教通りをつなげる大規
模な歩行者空間の整備によ
り、エリア全体の回遊性を向
上させます。

デジタル化推進事業

池袋の都市再生

デジタル化で
「来庁不要の区役所」を推進

ウォーカブルなまちづくり

情報システムの標準化を図るとともに
申請や支払い業務などでオンラインの
活用を推進します。

アゼリア通り＋乱歩通り

グリーン大通り

立教通り 歩行者広場

歩行者広場
池袋西口公園
（グローバルリング）

中池袋公園

南池袋公園

サンシャインシティ

イケ・サンパーク

豊島区役所

Hareza池袋

明
治
通
り

立教大学

北デッキ

南デッキ

中央地下通路

●税証明書、住民票の写し、戸籍等の電子申請
　…176万円（新規）
●後期高齢者医療保険料電子マネー納付等の導入
　…806万円（拡充）　　　　
●介護保険料電子マネー納付の導入
　…791万円（拡充）　
●標準システム導入支援事業…3,715万円（新規）

池
袋
駅

展示室

展示室

多目的室2

多目的室1

民間施設

民間施設

1階

2階

西池袋
1丁目地区

東池袋
1丁目地区

◀

東池袋
1丁目地区
イメージ

◀池袋駅西口地区イメージ

池袋駅
西口地区

東京
国際
大学

南池袋 2丁目C地区
は都市再生事業区域 ※ダンベル型の

まちづくりイメージ

●LINE活用等による子ども若者総合相談事業の拡充
　…839万円（新規）
●若年女性つながりサポート事業
　…501万円（拡充）
●池袋第一小学校の改築…32億5,933万円
●旧平和小学校　複合施設整備リース契約額
　…26億6,200万円（リース支出期間　令和5～10年度予定）



東京都出産応援事業のご案内
熊谷守一（1880-1977）が亡くなるまで
45年間住んだ家（アトリエと庭）のあった
場所に、美術館が建って、この春で37
周年を迎えます。本年は熊谷守一の故
郷・岐阜県中津川市付知町の熊谷守一
つけち記念館より「守一の庭」をテーマに
「蝶」、「しゃくなげ」、「どくだみ」をはじ
めとする油彩19点・クレパス1点の計20
点をお借りして、当館所蔵・寄託作品と
あわせて展示します。

◇一般700円、高校生・大学生300円、小・中学生100円、小学生未満無料
※障害者手帳提示の方は100円（介助の方1名無料）
※区内在住、在勤の方は証明できるものを受付で提示すると600円
■申当日直接会場へ。団体（15名以上）の場合は団体観覧申請書を記入のうえ、
事前に申し込んでください。
■問当館☎3957－3779

小・中学生の保護者の方へ
～就学援助制度をご存じですか～

4月1日に私立認可保育所を新規開設しました

新しい命のお祝いに
誕生記念樹をプレゼントします

国公立小・中学校でかかる学校給食や学用品、卒業アルバムの費用などを区が
援助します。
●対象…区内在住で国公立小・中学校に通学する児童・生徒の保護者で、生活
保護受給者または生活保護に準じる所得額の方（認定基準額は申請書を参照）
■申申請書（新学期に区立小・中学校で配布。学務課学事グループ、総合窓口課、
東・西区民事務所でも配布。区ホームページからダウンロードも可）を4月30日
（消印有効）までに学事グループへ郵送か持参（持参は平日のみ）。
※申請は5月以降も受け付けますが、認定は申請月からです。
■問当グループ☎3981－1174

●対象…区内在住の6歳までの子ども
■申乳幼児医療証手続き窓口（子育て支
援課・総合窓口課）で配付する「子育
て応援ふくろう」に入っている申込みは
がきで申し込んでください。業者から
自宅（区内）に直接配送します。
■問環境政策課事業グループ☎3981－2771

「しゃくなげ」1973年
油彩／熊谷守一つけち記念館

「どくだみ」1973年
油彩／熊谷守一つけち記念館

熊谷守一美術館37周年展

「豊島区基本計画（2022－2025）」
を策定しました

～さらなる輝きを放つ「国際アート・カルチャー都市」へ～

安全に自転車に乗りましょう

◇おとな500円、小・中学生100円、未就学児・障害
者手帳提示の方（介助者1名まで）は無料※グッズ付き。
■申事前に公式ホームページから予約※予約優先制。
■問当ミュージアム☎6912-7706

平成28年に策定された「豊島区基本計画（2016-2025）」の後期4年間について見直しを行い、
「豊島区基本計画（2022-2025）」を策定しました。本計画は、SDGsの達成年限である2030
年と豊島区制施行100周年の2032年を見据えて、豊島新時代を切り拓くための方向性や都
市像などを示したものです。
策定にあたっては、審議会の審議とパブリックコメント（意見公募手続）制度などにより、区民
の皆さんからご意見をお聴きしました。
●閲覧できます…お寄せいただいたご意見および区の考え方、基本計画冊子は、企画課、行
政情報コーナー、図書館、区民事務所、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。また、
基本計画冊子は行政情報コーナーで購入できます（1冊1,000円）。

スピードの出し過ぎに注意し、普通の自転車よりもさらに、安全運転を心がけましょう。
●電源を入れるときは両手はハンドル、両足は地面…ペダルに足をかけて電源を入れると、
踏み込みを感知してモーターが作動し、誤発進してしまうことがあります。
●発進時はペダルを強く踏み込みすぎない…思わぬ急発進により、転倒や衝突事故につ
ながるおそれがあります。
●車体が重いので気をつけましょう…自転車の重量約25～35キログラムに加え、運転者
の体重、子どもの同乗や荷物がある場合はさらに重くなります。重ければ重いほど転倒時
や衝突時の衝撃が大きくなり、重大な事故につながる危険性があります。また、ブレーキ
が効きにくいため、早めのブレーキが必要です。
●けんけん乗りは危険です…片方の足でペダルをこいでスタートする乗り方は、電動アシ
ストの作動で思わぬ勢いがつき、転倒などにつながるおそれがあります。
●法令の基準に注意…電動アシスト自転車とペダル付電動自転車は全く
違うものです。ペダル付電動自転車は道路交通法上の「原動機付自転車」
にあたり、道路上で運転するためには、法令上の条件を満たす必要があ
ります。詳細は警視庁ホームページ参照。

事故による頭部の損傷を軽減するため、ヘルメットを着用しましょう。
●購入を補助しています
「SGマーク」または「CEマーク」が付いたヘルメット1個につき、補助
上限額2,000円を差し引いた金額で購入できます。
●対象…区内在住か区内の幼稚園、保育園、小学校に在籍する満
13歳未満の幼児や児童、区内在住の65歳以上の方用のヘルメット。
■申東京都自転車商協同組合豊島支部に加入する自転車販売店で、店
頭で配布している割引券を利用し、購入してください。

4月12日㈫～7月3日㈰　※月曜日休館
午前10時30分～午後5時30分（入館は午後5時まで）

令和3年1月1日～令和5年3月31日の間に出生した子のい
る家庭に、子ども1人あたり10万円分の育児用品や子育て
支援サービスなどを提供します。
区から送付するカード記載のIDを使って専用ウェブサイトか
ら申し込んでください。

豊島区からカードを送付するのは、出生日時点で、出生した
子どもを含む住民票が豊島区にある世帯です（申請不要。子
どもの住民登録からおおむね1か月程度で簡易書留で郵送）。

事業概要

対象

東京都では、コロナ禍において子どもを産み育てる家庭を応援しています。

自転車に乗る際は、交通ルールを守り安全に走行しましょう。
■問土木管理課交通安全対策グループ☎3981-4856

◇基本保育時間…午前7時15分～午後6時15分

施設に関する詳細は、区ホームページでもお知らせしています。 
■問保育課保育計画グループ☎4566-2490

※次年度以降4歳児以上の受入れ
枠を拡大予定です（明日葉保育園池
袋園を除く）。

＼苗木は鉢植えでも育てることができます／

電動アシスト自転車運転時の注意点

自転車用ヘルメットをかぶりましょう

■問企画課企画調整グループ☎4566－2511

区立熊谷守一美術館（千早2－27－6）
◎東京メトロ有楽町線･副都心線要町駅1・2番出口より徒歩9分
◎東京メトロ有楽町線･副都心線千川駅3番出口より徒歩9分
◎西武池袋線椎名町駅北口より徒歩13分
◎国際興業バス「要小学校」下車徒歩5分

「蝶」1957年頃　油彩／熊谷守一つけち記念館

「雨来」1968年　油彩／熊谷守一つけち記念館

薄桜鬼 真改　©IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

■問カードの送付に関すること…子育て支援課庶務・事業グループ☎4566－2478
　上記以外のお問い合わせ…東京都出産応援事業コールセンター　 0120－922－283（午前9時～午後6時※年末年始を除く）

［イベントなどの開催について］ 新型コロナウイルス感染症の状況により、開催中止・延期または内容変更となる場合があります。詳細は各イベントの問い合わせ先に確認してください。

トキワ荘マンガミュージアム特別企画展

4月16日㈯～6月26日㈰ ※月曜日休館
午前10時～午後6時

（入場は午後5時30分まで・初日は午後1時から）

ひら

専用IDを記載したカード

台紙

封筒

専用IDを記載したカード

台紙

封筒

問い合わせ先　 申込み先　 ホームページ　 Eメール　 ファクス 　 フリーダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です問 申 HP EM FAX 保広報としま特集版  令和4年（2022年）  4月号  No.1966 豊島区役所  〒171-8422  豊島区南池袋2-45-1　 ホームページ  https://www.city.toshima.lg.jp/ 76

保育所名 所在地・運営法人 午後6時15分以降の延長保育 定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

おおつかほうゆう保育園 北大塚1－21－13
（社福）豊友会 午後7時15分

定員なし

56 14 14 14 14

AIAI NURSERY 第二東池袋 東池袋4－2－1－201
AIAI Child Care㈱ 午後7時15分 40 10 10 10 10

明日葉保育園池袋園
※「池袋第三保育園」を民営化

池袋3－58－15
㈱あしたばマインド 午後8時15分 105 8

（8週経過児） 18 18 18 43

ミアヘルサ保育園ひびき高田 高田1－11－16
ミアヘルサ㈱ 午後7時15分 48 12 13 15 8



5つのがん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・
乳がん・子宮頸がん）のチケットを4月下旬よ
り順次お送りします。
●対象…40～79歳の
方（子宮頸がん検診は
20歳以上）
なお、年度途中に転入
された方や80歳以上
の方は、問い合わせて
ください。チケットをお
送りします。

対象者にはチケットをお送りします

パンフレットをご利用ください
各がん検診の詳細は、区内の公共施設や医療機関で、4月
以降配布する「豊島区健診のお知らせ」をご覧ください。

注意事項
がん検診は、早期発見により、がんによる死亡を減らすこ
とを目的としています。自覚症状のない方を対象としてい
ることから、早期がんが多く発見される傾向にあります。
早期がんは治る可能性が高く、軽い治療で済む場合が多
いというメリットがあります。しかし、がん検診で全ての
がんが発見できるわけではありません。また、がんの疑
いと結果が出ても、精密検査の結果がんではないことも
あり、結果的に不必要な検査や治療を招く可能性もあります。がん検診を受けた
結果、要精密検査となった場合は、必ず精密検査を受けてください。がん検診は
継続が重要です。異常のなかった方も、継続して検診を受診してください。すでに
自覚症状のある方は、がん検診ではなく、早急に医療機関を受診してください。

豊島区がん検診
PRキャラクター
「ももか」

チケットの申込みが必要ながん検診チケットの申込みが不要ながん検診
年齢基準日：令和5年3月31日現在年齢基準日：令和5年3月31日現在

5つのがん検診のチケットを、ひとまとめにしてお送りします 実施期間になったら、申し込んでください

そのほかのがん検診

【必要事項】 ①希望するがん検診名　②氏名（ふりがな）　
③〒・住所　④生年月日（年齢）　⑤性別　⑥電話番号           

●池袋保健所2階窓口（東池袋4－42－16）
●池袋保健所出張窓口（区役所本庁舎4階）
●長崎健康相談所（長崎2－27－18）
いずれかへお越しください。

はがき

窓  口

ファクス

必要事項を記入し、
〒170－0013　東池袋4－42－16 
地域保健課保健事業グループへ。

●パソコン・携帯電話からの申請
区ホームページ「お役立ち情報」の「電子申請＞電子申請手
続一覧＞がん検診等チケット申込」から申請。

電  話 保健事業グループ ☎3987－4660
（平日午前8時30分～午後5時）

申込み方法

20・30歳の方（以前受けたことのない方）

40・50歳の方

ピロリ菌抗体検査（血液検査）

●実施期間…8月1日～令和5年2月28日

大腸がん検診
40歳以上の方
便潜血反応検査

●実施期間…通年

肺がん検診
40歳以上の方
胸部X線検査（偶数年齢の方は胸部CT検査を同時実施）

●実施期間…通年

子宮頸がん検診
20歳以上の偶数年齢女性
頸部細胞診、内診※30･36･40歳の方はHPV検査を同
時実施。

●実施期間…5月1日～令和5年1月31日

視触診・マンモグラフィ（乳房Ｘ線）検査

●実施期間…5月1日～令和5年1月31日
乳がん検診

40歳以上の偶数年齢女性

30～39歳の方
便潜血反応検査

●実施期間…通年
大腸がん検診

必要事項を記入し、
保健事業グル－プ ■FAX3987－4110へ。

胃がん検診 胃部X線（バリウム）検査か、胃内視鏡検査のどちらかを
選択

●実施期間…通年（胃内視鏡検査は令和5年2月28日ま
でに実施機関へ申込み）

50歳以上偶数年齢の方

40～49歳、50歳以上奇数年齢の方
胃部X線（バリウム）検査

胃がんリスク評価
（ピロリ菌検査）
【旧名称】胃がんリスク検診

胃がんリスク評価
（ABC検査）

【旧名称】胃がんリスク検診

すべて
無料

自覚症状が
出る前に、
定期的に

受診しましょう

※対象年齢で国保加入者は特定健診で受診可。
ピロリ菌抗体検査、血清ペプシノゲン検査（血液検査）

●実施期間…6月1日～令和5年1月31日

50～74歳の偶数年齢男性

前立腺がん検診 ※対象年齢で国保加入者は特定健診で受診可。
PSA（前立腺特異抗原）検査（血液検査）

●実施期間…6月1日～令和5年1月31日

ピロリ菌抗体検査（血液検査）

●実施期間…8月1日～令和5年2月28日

胃がんリスク評価
（ピロリ菌検査）
【旧名称】胃がんリスク検診

21～29歳、31～39歳の方
（以前受けたことのない方）

受けていますか？ 受けていますか？ 

がん検診がん検診
令和4年度がん検診のご案内

■問地域保健課保健事業グループ☎3987－4660

7月1日開始予定

電子申請
けい
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