
税・国保・年金税・国保・年金

福  祉福  祉

くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

官公署だより

方法
納付書 口座

振替

電子マネー
（LINE Pay、
PayPay など）

モバイル
バンキング

クレジットカード
モバイル

レジクレジット
制度 手数料なし 手数料あり
住民税 ○ ○ ○ ○ ○
国民健康
保険料 ○ ○ ○ ○ ○

後期高齢者
医療保険料 ○ ○ 10月から

介護保険料 ○ ○ 9月末から ○ ○

マイナンバーカードの保険証
利用の登録支援について

下記の窓口では初回登録の支援を
7月29日㈮で終了します◇高齢者医
療年金課…後期高齢者医療被保険者
証をお持ちの方◇国民健康保険課…
上記以外の健康保険証をお持ちの方。
なお、区役所本庁舎2階マイナン
バーカード交付窓口横では引き続き、
登録支援をします（平日のみ）※令和
5年2月末日まで。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1332、国民健康保険課給付グループ
☎3981‐1296

高齢者出張理美容サービス
助成のご案内

◇対象…65歳以上で要介護4以上の
在宅の方◇内容…外出できない高齢
者のために、理美容店から自宅へ出
張して散髪します◇負担額…介護保
険所得段階1～3の方は無料、4以
上の方は1回1，400円◇相談・申請
場所…高齢者総合相談センター
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
における全国一斉情報伝達訓練

区では、全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）で送られてくる緊急情報
を、迅速かつ確実に伝えるため、国
と連携した情報伝達訓練を行います。
◇日時…8月10日㈬ 午前11時頃
◇対象…防災行政無線（屋外拡声器
など）、安全・安心メール、SNS
◇内容…「（防災行政無線のチャイム）
これはテストです（3回）。こちらは
防災豊島区です（防災行政無線のチ
ャイム）」※この訓練は、全国一斉に
実施します。地域によっては、他区
からの放送が聞こえる場合がありま
す。
█問防災危機管理課管理グループ☎
3981‐2100

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

8月7日㈰ 午前10時30分～午後
2時 池袋第二公園（池袋3‐29‐
4）※駐車場なし、雨天中止◇区内
在住、在勤、在学の個人またはグル
ープ※営業目的は不可◇募集数…20
店舗（1店舗面積2ｍ×2ｍ）◇
1，000円█申ファクスかＥメールで「み
んなのえんがわ池袋事務局█FAX6709‐
4731、█EMen@toshima-npo.org」へ
※1名（1グループ）1通のみ。先着
順。
█問当事務局 幅上☎6912‐6245（午
後1～5時）

光化学スモッグに注意しましょう

夏は光化学スモッグが発生しやす

い季節です。注意報発令中は外出や
屋外運動をできるだけ控え、自動車
の使用を自粛しましょう。区施設で
も垂れ幕などで注意を呼びかけます。
また、都ホームページ
で注意報発令情報を確
認できます。
█問公害対策グループ☎
3981‐2405

運動実践プログラム「初
めてクロール・背泳ぎ」

8月5日㈮ 午後2～3時 巣鴨体
育館◇クロール・背泳ぎを基礎から習
う◇区内在住の20歳以上の方◇15名
█申7月25日から電話かファクスで
「保健事業グループ☎3987‐4660、
█FAX3987‐4110」へ※先着順。

としま目指せ100年 「長寿村すご
ろく」体験グループ募集

区民自主グループ団体“いきいき
クラブIN豊島”で作成したすごろく。
すごろく上で区内を巡りながら、様
々な課題に挑戦。認知機能低下予防
の効果が期待できます。体験希望の
グループにすごろくセットを進呈◇
体験後アンケートに回答できるグル
ープ◇10グループ（1グループ5名
程度）
█申7月25日から電話で介護予防・認
知症対策グループ☎4566‐2434へ申
込み後、直接当グループ窓口へ※先
着順。

池袋駅地区バリアフリー基本構想
推進協議会委員の募集

当構想に掲げる特定事業の進捗お
よび評価に関することなどを協議
◇対象…区内在住、在勤の18歳以上
で、平日（主に昼間）の協議会に出席
できる方※国、地方公共団体の議員
・常勤の公務員は不可◇募集人数…
4名◇任期…住民部会開催日（9月
下旬～10月上旬）から2年間◇報償
…日額4，500円◇選考…書類、面接
█申申込書（都市計画課で配布。区ホ
ームページからダウンロードも可）
を8月19日（必着）までに当課都市基
盤グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2636

西池袋第二区民集会室開放行事
「マチーデフのラップ教室」

8月4日㈭ ①午前11時～正午、
②午後1～2時◇ラッパーのマチー
デフによる、子どもも楽しめるラッ
プ教室◇区内在住の小・中学生◇各
回15名程度
█申7月25日から電話で福祉ホームさ
くらんぼ☎5396‐9581※先着順。

映画上映会第2回「いつでも夢を」

8月20日㈯ 午前10時～正午 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇50
名█申往復はがきで8月4日（必着）ま

でに「〒171‐0021 西池袋2‐37‐
4 郷土資料館」へ※応募者多数の
場合は抽選。
█問当館☎3980‐2351

出張講座
「消費者トラブルにご注意！」

8月9日㈫ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば清和第一◇最近の
相談事例などを紹介し、悪質商法の
手口や対処法などを学ぶ◇20名█申7
月25日から電話で当ひろば☎5974‐
5464へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…8月19日㈮ 午前9
時30分から◇仕事体験あり◇区内在
住でおおむね60歳以上で働く意欲の
ある方◇年度会費2，000円
②パソコン＆iPad＆スマホ教室…ⓐ
無料パソコン体験教室／8月18日㈭
午後0時45分～2時15分、ⓑパソコ
ン入門（全4回）／7月29日～8月26
日 金曜日 午後3時～4時15分◇
5，600円、ⓒ初級ワード（全4回）／
8月1～29日 月曜日 午後0時45
分～2時15分、ⓓ初級エクセル（全
4回）／8月3～31日 水曜日 午
後0時45分～2時15分、ⓒⓓ5，800
円、ⓔワード基礎（全4回）／7月30
日～8月27日 土曜日 午後3時～
4時30分、ⓕエクセル基礎（全4回）
／8月1～29日 月曜日 午後3時
～4時30分◇ⓔⓕ6，600円、ⓖパワ
ーポイント入門（全4回）／8月2～
30日 火曜日 午後0時45分～2時
15分◇5，800円、ⓗZOOM 入門―
パソコン向け（全2回）／ア7月29日
・8月5日 金曜日 午後0時45分
～2時15分、イ8月2・9日 火曜
日 午前10時～11時45分◇2，550円、
ⓘZOOM入門―スマホ（iPhone・i
Pad）向け／ア8月25日㈭ 午後3
時～4時30分、イ9月1日㈭ 午後
3時～4時30分◇1，550円、ⓙスマ
ホ写真整理（全2回）／8月23・30日
火曜日 午前10時～11時30分◇

2，550円
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533へ※仕事体験を希望する方は先
着順。②はⓐ～ⓙ（ⓗⓘはアかイを
選びＥメールで申込み）を選び往復
はがきかファクスかＥメールで「〒
170‐0013 東池袋2‐55‐6 シ
ルバー人材センター、█FAX3982‐9532、
█EMtoshima.spc@gmail.com」へ。

認知症について学びませんか？
～夏休み親子向け
認知症サポーター養成講座～

8月25日㈭ 午後3～5時 イケ
・サンパーク◇絵本の読み聞かせや
製作で高齢者や認知症について楽し
く学ぶ◇区内在住、在勤、在学の親
子◇20名█申7月25日から電話かファ
クスか2次元コードで
介護予防・認知症対策
グループ☎4566‐2433、
█FAX3980‐5040へ※先着
順。

学習院大学
「わくわくとしま日本語教室」

①わくわくクラス（全10回）…8月22
日㈪～9月2日㈮※27・28日除く。
午前9時30分～午後0時30分、②ぐ
んぐんクラス（全17回）…9月17日～
令和5年1月28日 土曜日※11月26
日、12月31日、令和5年1月7日を
除く 午前10時～午後0時15分◇①
はじめて日本語を勉強する人のため
の短期集中クラス、②少し日本語を
勉強したことがある人のためのクラ
ス◇全回参加できる16歳以上の方◇
①10名、②15名◇各1，000円（全回分）
█申2次元コードから申込み※先着順。
█問当大学☎5992‐1024、
█EMwaku2.nihongo@g
mail.com

ボルダリング【無料】体験会

8月14日㈰ 初心者講習会…子ど
も向け／①午後1時から、②午後2
時から、ステップアップ講習会…子

ども向け／③午後3時から、おとな
向け／④午後4時から。各回15分前
までに受付 としま産業振興プラザ
（IKE・Biz）◇①・②未経験者向けの
講習会。ルールやマナー、安全に関
する注意点や基礎を学ぶ。③・④も
っと上手くなりたい初心者レベルの
方におすすめ◇子ども向け…小学2
年生～15歳（親子参加可）、おとな向
け…16歳以上。ステップアップ講習
会は未経験者は参加不可。当館の初
心者講習を受講済みの方は参加可◇
各回10名◇運動のできる服装、上履
き持参█申7月23日から
2次元コードで申込み
※先着順。
█問当館☎3980‐3131
（午前10時～午後8時）

●豊島税務署
「消費税インボイス説明会～令和5
年10月1日から消費税の適格請求書
等保存方式（インボイス制度）が導入
されます～」
消費税の基本的な仕組みとインボ
イス制度について…8月25日㈭ 午
前10時～11時45分、午後2時～3時
45分 豊島税務署地下会議室、イン
ボイス制度について…7月27日㈬、
8月26日㈮ 午後2時～3時15分
豊島税務署地下会議室◇各40名
█申電話で法人課税第2部門☎3984‐
2171へ※要予約。
●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向け（ポイント
方式）／ひとり親・高齢者・心身障
害者・多子・車いす使用者世帯・特
に所得の低い一般世帯など、住宅困
窮度の高い世帯限定（審査による）、
②単身者向け（要件あり）・シルバー
ピア（抽選）、③居室内で病死などが
あった住宅◇募集案内・申込書の配
布期間…8月1日㈪～9日㈫※◇オ
ンライン申込み…8月1日㈪～16日
㈫◇配布場所…福祉総務課、住宅課、
東・西区民事務所、西部障害支援セ
ンター、東部障害支援センター、図
書館、当公社目白窓口センター（目

白2‐1‐1 目白ＮＴビル5階）
█問当公社募集センター☎0570‐010
‐810（募集期間中）、☎3498‐8894
（募集期間以外）、█HPhttps : //www.
to-kousya.or.jp/toeibosyu/
●秩父市
①「正規職員募集」
姉妹都市「埼玉県秩父市」は西武鉄
道の特急で池袋まで77分。自然・伝
統文化・アニメなどの様々な観光ス
ポットに1年を通じて多くの人が訪
れる魅力的なまちです。
【令和5年4月1日採用】
◇1次試験日…9月18日㈰◇受付期
間…8月12日まで※詳細は秩父市ホ
ームページ参照か問い合わせてくだ
さい。
█問秩父市人事課☎0494‐22‐2207
②「地域おこし協力隊（会計年度任用
職員）1名募集」
秩父高校魅力化プロジェクトのコ
ーディネーター業務（住居は市が貸
与）◇応募資格…三大都市圏等在住
の18歳以上で秩父市へ住民票を移せ
る方◇任期…9月1日～令和5年3
月31日（最長3年まで延長される場
合あり）█申8月1日まで。詳細は秩
父市ホームページ参照か問い合わせ
てください。
█問秩父市総合政策課☎0494‐22‐2823
●東京都下水道局
「東京都下水道局からのお願い」
近年多く発生している集中豪雨な
どにより、下水道が整備された地域
でも浸水被害が起こっています。豪
雨に備え、皆さんのご家庭でも浸水
への備えをお願いします。ホームペ
ージ█HPhttps://www.gesui.metro.
tokyo.lg.jp/で降雨情報を配信して
いますので、活用してください。
█問当局北部下水道事務所お客さまサ
ービス課☎5820‐4352住民税（特別区民税・都民税）は、皆さんの生活を支える貴重な財源です。また国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の制度は皆さんの支え合いに

よって成り立っています。様々な納付方法がありますので、ぜひご利用ください。

納付方法のご案内

●納付書
金融機関、区役所公金納付窓口、東・西区民事務所で納付。また、額面30万
円以下はコンビニエンスストアで納付できます。
●口座振替
口座振替依頼書を金融機関もしくは各窓口に提出するだけで申込みができ、
納め忘れがありません。国民健康保険料を口座振替で納付している方でも、
「後期高齢者医療制度の被保険者となったとき」および「介護保険の1号被保
険者になったとき」は改めて申請が必要です。
※各窓口ではキャッシュカードによる受付ができます。詳細は問い合わせて
ください。
●電子マネー（LINE Pay、PayPay、au PAY、d払い、J-Coin請求書払い）
額面30万円以下の納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンの決済ア
プリで読み取ると納付できます※アプリのダウンロードとチャージが必要です。

●モバイルバンキング（モバイルレジ・モバイルバンキング）
額面30万円以下の納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのモバイ
ルレジアプリで読み取ると納付できます。
※金融機関が限られます。詳細は金融機関へ問い合わせてください。
※モバイルレジアプリのダウンロードが必要です。
●クレジットカード（モバイルレジクレジット）
額面30万円以下の納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのモバイ
ルレジアプリで読み取り、クレジットカード情報などを入力すると納付でき
ます。
※納税証明書の発行には20日程度かかる場合があります。
※モバイルレジアプリのダウンロードが必要です。

日曜窓口での納付相談（住民税・国民健康保険料）
原則第2日曜日の午前9時～午後5時に開設します。

期限内に納付が確認できない場合
督促状を送付します。あわせて「納付案内センター」から納付確認のため、電
話連絡や訪問を行う場合や、文書などにより催告を行う場合があります。督
促状発送後10日を過ぎても納付がない場合は、財産調査や捜索を行い、差押
えなどの滞納処分を執行する場合があります。期限までの納付ができない特
別な事情がある場合には未納のままにせず、その事情や今後の納付計画につ
いて各担当窓口へ必ず連絡してください。

█問住民税…納付方法／税務課収納グループ☎4566‐2359、納付相談／整理第1・第2グループ☎4566‐2362
国民健康保険料…納付方法／国民健康保険課資格・保険料グループ☎4566‐2377、納付相談／整理収納グループ、特別整理グループ☎3981‐1294～5
後期高齢者医療保険料…納付方法／高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ☎3981‐1937、納付相談／整理収納グループ☎3981‐1459
介護保険料…介護保険課収納グループ☎3981‐4715

8月8日㈪ 午前10時～正午 区役所本庁舎8階807・808会議室█申傍聴希望の方は当日直接会場へ。
█問産業振興計画グループ☎4566‐2742

問は［問い合わせ先］、申は［申込み先］、HP は［ホームページ］、EM は［Ｅメール］、FAXは［ファクス］、�は［フリーダイヤル］、保は［保育あり］です。※費用の記載がない事業は無料です。

◇テーマ…地球温暖化対策、緑化
推進、クール・チョイス、ポイ捨
て・歩きたばこ・落書きの防止、
ごみの減量、リサイクル、節電、
食品ロス、地球にやさしい生活な
ど◇対象…区内在住、在学の小・
中学生█申区内の学校に通学する方
は学校を通じて作品を提出。区外
の学校に通学する方は応募用紙を
添付し、8月25日～9月8日（必
着）の間に環境政策課事業グルー
プへ郵送か持参※詳細は募集案内
（当グループで配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）参照。
█問当グループ☎3981‐2771

としまみどりの防災公園（IKE・SUNPARK）で毎週土・日曜日に開催し
ていましたが、連日の厳しい猛暑を考慮し、8月28日㈰まで開催を休止し
ます。熱中症予防のため、ご理解の程よろしくお願いします。
なお、再開時期については改めてご案内します。
█問当事務局☎6914‐1782

監査委員の任期満了に伴い、区議会の同意を得
な か が わ さ だ え

て、中川貞枝氏が、7月17日付で選任されました
（再任）。
【経歴】
昭和61年11月税理士登録。現在、東京税理士会豊
島支部成年後見委員会委員。元東京税理士会豊島
支部副支部長。

住民税や各種保険料の期限内納付をお願いします

環境とリサイクルに関する
ポスター作品募集

監査委員（識見を有する者）が決まりました

ファーマーズマーケット休止のお知らせ

令和3年度 中学生の部最優秀賞
豊島岡女子学園中学校 地口夕渚さん

第1回
豊島区商工政策審議会

●新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・延期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。開催状況は区ホームページで随時お知らせします。

はがきなどの記入例
※往復はがきを利
用する場合、返信
に〒住所、氏名を
記入してください。

①事業またはイベント名
②〒住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号
⑥その他必要事項

█申に住所がない場合は
「〒171‐8422 豊島
区役所各グループ」へ。
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