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パブリックコメントパブリックコメント

福  祉福  祉
【ご意見募集】

池袋地区駐車場地域ルールの適用
区域の拡大と地域ルールの骨格に
あたる地域ルール要綱の改定案

当案についてパブリックコメント
（意見公募手続）制度に基づき、区民
の皆さんのご意見をお聴きします。
●閲覧できます…原案の全文は9月
22日まで、都市計画課、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。
●ご意見をお寄せください…便せん
などに、①ご意見②〒・住所③氏名
または団体名（代表者名・担当者名）
を記入し、郵送かファクスかＥメー
ルで9月22日（必着）までに「都市計
画課交通まちづくりグループ█FAX3980
‐5135、█EMA0022603@city.toshim

a.lg.jp へ。直接当グループ窓口へ
持参も可。
█問交通まちづくりグループ☎4566‐2635

3日間の研修で家事を仕事に！家
事援助スタッフ育成研修（全3回）

10月17日㈪ 午前9時30分～午後
3時45分、10月24日㈪ 午前9時30
分～午後4時、10月31日㈪ 午前9
時30分～午後3時 上池袋コミュニ
ティセンター◇研修修了者は、区に
住民登録がある要支援1・2相当の
方を対象とした訪問型サービス（家
事援助のみ）に従事可。最終日は、
区内の介護サービス事業所との「就
職相談会」も実施。詳細は区ホーム
ページ参照か問い合わ
せてください◇区内在
住、在勤、在学の18歳
以上で働く意欲のある

方◇40名程度█申9月1～30日の間に
区ホームページから申込み。
█問総合事業グループ☎4566‐2435

高齢者あんしん位置情報
サービスのご案内

◇位置情報サービス…高齢者を介護
している方に高齢者用 GPS 位置情
報専用端末を貸出します。
◇現場急行サービス…介護者の方か
ら要請があった場合に委託業者係員
が現場に急行して高齢者を保護し、
介護者の方が迎えに来るまで待機し
ます
◇対象…区内在住の65歳以上で行方
不明になる恐れのある認知症高齢者
を在宅で介護している方
◇自己負担…介護保険料所得段階1
～5の方は月額利用料無料、介護保
険料所得段階6～16の方は自己負担
あり、介護保険料所得段階1～5の
方でも一定の利用回数を超えた場合
は自己負担あり

◇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

高齢者向け優良賃貸住宅の入居
待機者の募集

入居待機者の優先順位を抽選で決
定して登録します。今後空室が発生
した場合に登録順位に従いあっせん
します。
◇物件概要…こもれび千早（千早2
‐26‐14）、間取り／1K、1DK、
家賃／78，700～116，400円（家賃助成
制度あり）、共益費・サービス費・
敷金有り
◇登録期間…1年間※応募資格など
詳細は問い合わせてください█申9月
8～22日の間に電話でいちごの会
高沼☎042‐476‐4115（平日午前10
時～午後5時）へ。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐
2655

●予約なし接種を午後1時30分～2時30分、午後3時30分～4時30分、午後6時30分～8時で実施しています（池袋保
健所は午後6時30分～8時のみ）。

●予約なし接種は、「接種券」「本人確認書類」「接種履歴の分かる書類」を必ずお持ちください。

10月1日㈯ 午前10時～11時30分 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇ジオラ
マ作家の山本高樹氏と高野区長のトーク
ショー。昭和30～40年代の写真と「豊島
大博覧会」で展示中のジオラマ画像を見
ながら、当時の区内の様子や制作の工夫
について話す◇30名█申往復はがきで9月
13日（必着）までに「〒171‐0021 西池袋
2‐37‐4郷土資料館」へ※1通につき
1名。応募者多数の場合は抽選。
█問当館☎3980‐2351

9月14日㈬ 午後7～8時（開演午
後6時30分） GLOBAL RING THEA
TRE（池袋西口公園内）◇千葉清加のヴ
ァイオリンとともに心安らぐ弦楽器の
名曲集█申9月4日午前10時からとしま
チケットセンター（2次
元コード）で申込み。
█問観光企画グループ☎
3981‐4623

疑問に思ったこと、興味を持ったことを図書館などを利用して
調べた結果や経過を文章や絵、写真などでまとめた作品を募集。
◇募集期間…9月20日㈫まで◇対象…区内在住、在学の小・中学
生◇作品サイズ…小学生／Ｂ4以内、中学生／Ａ4以内◇作品ペ
ージ数…1～50ページ◇必要事項…調べるときに利用した本の資
料名、図書館名、写真の出典、ホームページのアドレス、参考に
した施設名などを記入█申区立小・中学校在学の方は各学校へ。そ
のほかの方は、応募用紙（ホームページからダウンロード）を2枚
印刷し、1枚は作品に貼り付け、もう1枚は同封して、郵送で
「〒171‐0021 西池袋3‐29‐11ファーストビル5
階 『調べる学習コンクール in としま実行委員会』
応募係」へ。作品は後日返却します。
█問当会☎3954‐0685

会場 使用ワクチン 対象者 曜日 受付時間

区役所本庁舎1階
としまセンタースクエア
（南池袋2‐45‐1）

ファイザー 1～3回目（12歳以上）
4回目（18歳以上） 日・月・火曜日 午前9時～午後9時

（最終受付／午後8時15分）モデルナ 3・4回目（18歳以上） 水・木・金・土曜日

池袋保健所
（東池袋4‐42‐16）

ノババックス 1・2回目（12歳以上）
3回目（18歳以上） 第2・5金曜日 午後6時～9時

（最終受付／午後8時45分）ファイザー 1～3回目（12歳以上）
4回目（18歳以上） 第1・3金曜日

小児用
ファイザー 1・2回目（5歳～11歳） 第1・4日曜日 午前10時～午後6時

（最終受付／午後5時15分）

【症状相談など】
東京都発熱相談センター
（看護師・保健師が対応）

☎6258‐5780
5320‐4592

【医療機関案内】
医療機関案内専用ダイヤル
（一般オペレーターが対応）

☎6630‐3710
6636‐8900
6732‐8864

令和４年

9／1
No.1987

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について
※8月24日時点の情報です。

新型コロナウイルス
感染症に関するお知らせ

発熱した際の相談は
東京都発熱相談センターへ

24時間対応
（土・日曜日、祝日含む）

「豊島大博覧会」オープニングイベント
「ジオラマ作家と語る池袋
～過去・現在・未来～」

Tokyo Music
Evening Yube

日本フィルハーモニー交響楽団
ストリングス・セレクション

「調べる学習コンクール in としま」作品募集

発行：豊島区 編集：広報課 〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 ☎3981―1111（代表） 毎月1・11・21日発行 ホームページ https://www.city.toshima.lg.jp/
●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート（区内店舗）などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。

ＳＤＧｓ未来都市としま

豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

【問い合わせ・集団接種予約はこちら】
豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンター

�0120‐567‐153
（午前9時～午後6時 土・日曜日、祝日も開設しています） 区ホームページ

区制90周年記念事業
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まちづくりまちづくり

健  康
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傍聴できます

講演・講習講演・講習

隣接校選択希望申請書を
送付しました

令和5年4月に区立小・中学校へ
入学する児童・生徒を対象に、指定
校以外でも隣接する通学区域の学校
を選択できる「隣接校選択制」を実施
します。対象者の保護者へ希望申請
書を送付しました。隣接校を希望す
る場合は、同封の封筒で返信してく
ださい（指定校を希望する方は提出
不要）◇受付期間…9月30日（必着）
まで◇受入枠…1校あたり35名（収
容状況により受入枠に変更あり）※
受入枠を超えた場合は抽選。
█問学事グループ☎3981‐1174

区立小・中学校への入学手続き
について（外国籍児童・東日本
大震災等避難児童）

令和5年4月に区立小・中学校へ
入学を希望する方で、次のいずれか
に該当する方は入学申請が必要です。
①区内に住民票がある外国籍の方、
②避難前の市町村に住民票を置いた
まま、東日本大震災などにより区内
に避難している方◇対象…小学校／
平成28（2016）年4月2日～平成29
（2017）年4月1日生まれの方、中学
校／平成22（2010）年4月2日～平成
23（2011）年4月1日生まれの方で、
令和5年3月に小学校を卒業予定の
方█申①入学希望者と保護者の在留カ
ード、②現在の住所がわかる書類、

被災（り災）証明書、本人確認書類
（保険証など）を、9月30日までに学
事グループへ持参※いずれも隣接校
選択制による学校選択ができます。
█問当グループ☎3981‐1174

令和5年4月からの
自閉症・情緒障害特別支援学級
の開設と欠員の申込み

◇開設…池袋第一小学校、池袋中学
校◇欠員…南池袋小学校「けやき学級」
◇各校1学級（8名以内）◇区立小・
中学校に在籍し、知的発達に遅れが
なく自閉症または情緒障害により意
思疎通や対人関係の形成が困難、特
別支援教室の利用だけでは改善が困
難である児童・生徒。入級するため
には、教育センターで就学相談を行
い、区就学相談委員会での判断が必
要※令和5年4月入学予定の新小学
1年生は入学後に学校へ相談してく
ださい█申事前に在籍校と相談・合意
形成のうえ、電話で9月30日までに
教育相談グループ☎3590‐6746へ。
電子申請も可※来年度
新中学1年生になる方
は直接電話か電子申請
で当グループへ申込み。

笑っている父親になろう
～読み聞かせとパパ同士の交流～

10月2日㈰ 午前10時15分～11時
45分 東部子ども家庭支援センター
◇絵本の読み聞かせ、育児・家事・
仕事の両立について話す。講師…と
しまファザーズ・ネットワーク◇区
内在住の未就学児と父親（親子同席）

◇10組
█申9月6日正午から電話で当センタ
ー☎5980‐5275へ。直接窓口申込み
も可※先着順。

「多重債務110番」を実施します

9月5日㈪・6日㈫◇借金返済の
ために借金を繰り返し、気が付くと
多数のクレジット・サラ金業者など
から多額の借金を抱え、返済が困難
になった状態を「多重債務」といいま
す。一人で悩まず相談してください。
◇相談窓口…消費生活センター☎
3984‐5515（午前9時30分～午後4
時）、東京都多重債務110番☎3235‐
1155（午前9時～午後5時）
そのほか相談先などの詳細は東京く
らしウェブ█HPhttps://www.shouh
iseikatu.metro.tokyo.jp/参照。

就業構造基本調査を実施します

国民の就業・不就業の実態を明ら
かにすることを目的として、統計法
に基づき実施する重要な統計調査で
す。9月上旬から、調査員が国から
指定された調査対象地域の世帯を訪
問し、世帯の居住状況を把握すると
ともに、調査についてのリーフレッ
トを配付します。なお、9月下旬に
調査票の記入を依頼する世帯を改め
て訪問します。パソコンやスマート
フォンでも回答できます。調査への
ご協力をお願いします。
█問統計調査グループ☎6861‐0041

神田川流域河川整備計画
（変更原案）に対する意見募集

◇閲覧期間…9月5日～10月4日
（閉庁日を除く）◇閲覧場所…道路整
備課、東京都建設局河川部、東京都
第四建設事務所、東京都建設局ホー
ムページ█HPhttps://www.kensets
u.metro.tokyo.jp/kasenseibikeik
aku/◇意見提出方法…閲覧場所に
設置の意見箱に投かんまたは郵送か
Ｅメールで10月4日（消印有効）まで
に東京都建設局河川部計画課█EMS00
00384@section.metro.tokyo.jp へ。
自由様式。個人情報の記載は控えて
ください。
█問東京都建設局河川部計画課☎5320
‐5414

もの忘れチェック（認知症検診）

◇受診期間…9月～令和5年2月※
検診医療機関によって日時は異なる
◇対象…区内在住の70・75歳の方
（すでに認知症、MCI〈軽度認知障
害〉と診断された方は除く）。詳細は
8月に送付済みの「ご案内」を参照※
予約は電話で検診医療機関へ。対象
年齢以外の65～80歳の方で本検診を
希望する方は、電話で介護予防・認
知症対策グループへ。
█問当グループ☎4566‐2433

第32期男女平等推進センター
運営委員

区民の視点から意見・提案を行う
◇対象…区内在住で年6回程度の会
議に出席できる方◇任期…10月1日
～令和7年9月30日◇謝礼…1回に
つき3，000円█申申込書（当センターで
配付。区ホームページからダウンロ
ードも可）をファクスかＥメールで
9月10日（必着）までに「当センター
█FAX5391‐1015、█EMA0011400@city.t
oshima.lg.jp」へ。郵送か持参も可
※選考あり。
█問当センター☎5952‐9501

第5期第3回豊島区環境審議会

9月13日㈫ 午前10時から（2時
間程度） 区役所本庁舎6階環境清
掃部会議室
█申電話で前日午後5時までに環境計
画グループ☎3981‐1597へ。

0歳から、子どもも一緒に♪
コンサート vol．57

9月18日㈰ 午前10時30分開演（午
前10時開場）としま区民センター◇
クラシックからポップスと幅広いジ
ャンルの曲をヴァイオリン、フルー
ト、ピアノで演奏。楽器の話やリズ
ム遊びなど◇①高校生以上…95名、

②3歳～中学生…25名◇①前売り
1，600円、当日1，800円、②いずれも
600円（3歳未満でひざ上鑑賞は無料）
█申ホームページから
申込み※先着順。
█問ピッコロクラッセ☎
050‐3454‐0849

第34回池袋演劇祭

9月30日㈮まで 区内14会場◇39
団体が公演█申池袋演劇祭ホームペー
ジを参照か問い合わせてください。
█問当祭実行委員会事務
局☎070‐7404‐7855
（平日午前10時～午後
5時）

ああそうなんだ倶楽部「心地よ
い海風と東京港の夜景を求めて」

10月1日㈯ 午後6時20分～8時
ＪＲ山手線田町駅・芝浦出口集合、
東京テレポート駅付近解散◇レイン
ボーブリッジ・サウスルートとノー
スルートの一部を歩く◇30名◇300
円█申9月3～14日の間にＥメールで
「当倶楽部 辻█EMsounandakurabu
2017@gmail.com」へ※先着順。
█問生涯学習グループ☎4566‐2762

ノルディックウォーキング

10月10日㈷※雨天時は10月23日㈰
午前10時～午後0時30分 としま産
業振興プラザ（IKE・Biz）◇ポールを
使った簡単な歩行運動を名所を巡り
ながら体験する◇小学3年生以上
（中学生までは保護者同伴）。講師…
日本ノルディックウォーキング協会
理事／伊藤義昭氏◇20名◇1，500円
◇履き慣れた靴、脱ぎ着できる服、
手袋、飲み物、タオル、リュックサ

ック持参█申9月3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）

呼吸講座

9月20日㈫ 午後1時30分～2時30
分 東池袋フレイル対策センター◇
基本的な呼吸の知識と高齢者に多い
ご え ん せ い

誤嚥性肺炎について学ぶ◇20名
█申9月5日から電話で介護予防・認
知症対策グループ☎4566‐2434へ※
先着順。

第21回健康セミナー
高齢者施設の種別を学ぼう
～入居要件と費用について～

9月21日㈬ 午前10時～11時45分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
講師…㈱ソナエル／笹川泰宏氏◇
130名█申当日先着順受付。
█問元気！ながさきの会 大森☎3952
‐0614

初心者向けイラスト講座

9月23日㈷ 午前10時30分～午後
0時30分 上池袋図書館◇未経験者
も歓迎◇中学生以上の方◇10名
█申9月3日から電話かファクスで当
館☎3940‐1779、█FAX3940‐1149へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

みらい館大明

①薬膳で秋を楽しむ…9月24日㈯
午後1～3時◇薬膳の基礎レクチャ
ーと発酵について、薬膳甘酒の素づ

くり体験。講師…国際中医薬膳師／
菱田裕子氏◇16名◇2，000円
②スマホ講座（全3回）…10月6～20
日 木曜日 午後1時30分～4時◇
基本操作から学ぶ初心者向けの講座
（各種設定、電話帳、写真、地図、
インターネットなど）。個別指導時
間あり。講師…パソコンインストラ
クター／塩野悦子氏◇文字入力がで
きる方◇10名◇6，000円◇スマート
フォン持参
③月イチ男の料理教室（全6回）…10
月12日から 毎月第2水曜日 午前
10時30分～午後0時30分◇和洋中の
メニューの基礎とアレンジ。講師…
料理研究家／長尾睦子氏◇12名◇
11，000円
█申9月3日から電話かＥメールで「当
館☎3986‐7186、█EMmiraikan_taim
ei@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

保育園入園に関するお知らせ
令和5年度4月の認可保育施設など入園申込みに関する個別相談会
10月1日㈯ 午前9時30分～正午、午後1時30分～4時30分 区役所本庁舎
4階保育課窓口◇認可保育施設などへの令和5年4月入園を希望する子ども
がいる保護者。
█申区ホームページから9月14日までに申込み。
産休・育休明けの保育所入所予約制度受付について（第2回）
◇対象…労働基準法で定める産後休業や育児休業法で定める育児休業の対象
となる1歳未満児がいて、12月～令和5年3月に職場復帰を予定している区
内在住の世帯（育児休業の最終日が1歳の誕生日の前日までに設定されてい

る方）。
◇申込期間…10月3日㈪～7日㈮（必着）
◇募集園…巣鴨第一、西巣鴨第三、東池袋第二、西池袋第二、池袋第一、池
袋第五、目白第二、南長崎第二、要町
◇募集人数…各園1名
◇提出方法…保育課窓口へ持参か郵送。電子申請も可※詳細は問い合わせて
ください。
令和5年4月入園第一次選考の申込み受付期間について
10月3日㈪～11月25日㈮※締切直前は大変混雑します。書類不備の場合、受
付ができないため、早めに申し込んでください。
█問保育課入園グループ☎3981‐2140

9月8日㈭ 午後2時から 区役所本庁舎8階議員協議会室
█申傍聴を希望する方は、電話で前日正午までに行政情報グループ☎3981‐4404へ。

10月から窓口での自己負担割合に2割の区
分が新設されることに伴い、現在の後期高齢
者医療被保険者証（以下、保険証）（藤色）の有
効期限は9月30日です。10月から使用できる
保険証（水色）は簡易書留で9月末までに順次
送付します。届いたら、氏名・生年月日・負
担割合などの記載内容を確認してください。
有効期限は令和6年7月31日です。

◇「2割」となる方への負担軽減について…10月1日から3
年間、外来医療の負担増加額の上限は1か月あたり最大
3，000円までです（表2）。上限額を超えて支払った金額は
高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口
座に後日支給します。また、2割負担となる方で、高額療
養費の申請（口座登録）をしたことがない方には、東京都後
期高齢者医療広域連合より、9月中旬ごろに高額療養費事
前申請書を送付します。詳細は、区ホームページなどでお
知らせします。

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。

平成28年4月に発生した熊本地震では、
倒壊した建物のうち昭和56年5月以前の旧
耐震基準によって建築されたものが多くあ
りました。巨大地震から私たちの命を守る
ため、建築物の耐震化の支援を実施してい
ます。要件や申請方法など、詳細は問い合
わせてください。
助成金の交付額
●木造住宅耐震診断助成
耐震診断にかかる経費の範囲内（15万円限
度）
●木造住宅耐震改修助成
耐震改修工事にかかる経費の2/3（100万
円が限度）
さらに工事施工者が区内事業者の場合は助
成対象経費の1/6（50万円が限度）を上乗せ
●非木造住宅耐震診断助成
耐震診断にかかる経費の2/3（20万円限度）
●耐震シェルター等設置助成
耐震シェルターなどの設置経費の範囲内
（60万円限度）
●ブロック塀等改善工事助成
ブロック塀等の撤去費用 2，500円/ｍ
ブロック塀等の設置にかかる経費の1/2
（30万円限度）
█問許可・耐震グループ☎3981‐0590

高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません。区では
東京都と連携して、高齢者への注意喚起と相談、さ
らに、周囲の見守りを区民の皆さんに呼びかけます。
高齢者の皆さんは、気軽に相談してください。
◆悪質商法への注意
�「このままだと大変なことになる」など不安をあお
る文句で契約を迫られた
⇒その場で判断しない。少しでもおかしいと思った
ら、相談する。
�「身に覚えのない」請求がきた

⇒相手の電話番号が記載されていても、絶対に連絡
しない。絶対に支払わない。
�「お試し価格」で購入したら定期購入が条件だった
⇒通信販売で商品を購入する際は、「今がチャンス」
などの広告を安易に信用しない。注文する前に、購
入・返品条件をよく確認する。
◆高齢者被害特別相談
9月12日㈪～14日㈬ 午前9時30分～午後4時
█申当日直接消費生活センターへ。
█問当センター☎3984‐5515

①最高齢者・新100歳の方…9月中旬に祝品と祝
状を贈呈◇対象…最高齢者、大正11年4月1日～
大正12年3月31日生まれの方。
②101歳以上の方・米寿（88歳）・喜寿（77歳）の方
…9月中旬に郵送（簡易書留）で祝品を贈呈◇対象
…大正11年3月31日以前に生まれた方、米寿／昭
和9年4月1日～10年3月31日生まれの方、喜寿
／昭和20年4月1日～21年3月31日生まれの方
※いずれも8月15日現在区内在住の方。
③金婚（結婚50年目）・ダイヤモンド婚（60年目）の
夫婦…申請受付の翌月に郵送（簡易書留）で祝品を
贈呈◇対象…当該年度の4月1日から引き続き区

内在住で、次のアイいずれかに該当する夫婦。ア
金婚…昭和47年4月1日～48年3月31日に婚姻届
を提出、イダイヤモンド婚…昭和37年4月1日～
38年3月31日に婚姻届を提出※昨年度対象で未申
請の方も受付可。祝品贈呈までに夫婦のいずれか
に転出、死亡などがあった場合は対象外。
█申③のみ令和5年3月31日までに、高齢者福祉課
窓口へ6か月以内に発行された戸籍謄本（全部事項
証明書）と本人確認書類を持参。代理人申請の場
合は委任状が必要※戸籍謄本と委任状は返却不可。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

◇会期…9月14日㈬～10月21日㈮
◇一般質問…9月21日㈬・22日㈭
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／9月27日㈫、都市整備・子
ども文教委員会／9月28日㈬
█申傍聴希望の方は、当日区役所本
庁舎9階区議会事務局窓口へ。な
お、本定例会で審議する請願・陳
情の提出期限は9月9日㈮午後5
時です。点字の場合は問い合わせ
てください。
█問議事グループ☎3981‐1453

【表1】自己負担割合の判定基準（10月から）
自己負担
割合 所得区分 令和4年度住民税課税所得※1

（令和3年1～12月までの所得から算出）

1割 一般所得者など 同じ世帯の被保険者全員がいずれも28万円未満の場合
または下記①には該当するが②には該当しない場合

［新設］
2割

一定以上
所得のある方

以下の①②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に28万円以上145万円未満の方がいる
②「年金収入※2」＋「その他の合計所得金額※3」の合計額が

�被保険者が1人……………200万円以上
�被保険者が2人以上…合計320万円以上

3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に145万円以上の方がいる場合
※1 住民税課税所得は、総所得金額から各種所得控除を差し引いて算出。該当の金額は、住民税

の納税通知書などで確認できます。
※2 「年金収入」は公的年金控除などを差し引く前の金額。遺族年金や障害年金などは含みません。
※3 「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差

し引いた後の金額。

【表2】
【例】1か月の医療費全体額が「50，000円」の場合
①負担割合が1割のときの自己負担額 5，000円
②負担割合が2割のときの自己負担額 10，000円
③増加する自己負担額（②－①） 5，000円
④自己負担額増加の上限額 3，000円
払い戻し額（③－④） 2，000円
※同一の医療機関で自己負担の増加額（③）が3，000
円を超える場合は、窓口での支払いは上限額（＋
3，000円）まで。

区議会第3回
定例会を開会します

令和4年10月から後期高齢者医療被保険者証が新しくなります

敬老の祝品を贈呈します耐震助成制度に
関するお知らせ

10月から使用できる保険証（例）

9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1332

高齢者の悪質商法被害を防ごう！見守りの力で！！

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

●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。
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令和4年8月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 27,697
(＋706)

180,953
(＋590)

288,369
(＋774)
144,624
143,745

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

①看護師 ②技能Ⅱ ③技能Ⅵ

出前講座「高齢期における
生命保険との付き合い方」

9月27日㈫ 午後1時30分～3時
区民ひろば上池袋◇遺族保障や生命
保険の受取りに関する注意点など、
高齢期における生命保険との付き合
い方を学ぶ◇25名█申9月6日から電話
で当ひろば☎3576‐6916へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

精神保健福祉ボランティア
入門講座

①9月30日㈮、②10月1日㈯～31日
㈪の1日以上、③11月11日㈮◇①③
午後2～4時、②活動先による◇①
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）、
②区内事業所、③としま区民センタ
ー◇①ボランティアについて、ボラ
ンティア先の事業所紹介、②ボラン
ティア体験活動、③体験受入れ事業
所職員の講演と体験活動やボランテ
ィアについて振り返る交流会◇各回
15名◇200円（別途保険料）
█申電話かファクスかＥメールで「豊
島ボランティアセンター☎3984‐
9375、█FAX3981‐2946、█EMtomonii@
t.toshima.ne.jp」へ※先着順。

書評・ＰＯＰ作成講座

10月1日㈯ 午後2～4時 あう
るすぽっと◇講師…書評家／佐藤壮
広氏。詳細は図書館ホームページ参
照◇中学生以上◇20名
█申9月5日から電話かファクスで
「サービス運用グループ☎3983‐
7861、█FAX3983‐9904」へ※先着順。

第2回ビジサポセミナー～今すぐ
できる！「動画」を使った“売れる
仕組み”の作り方～（オンライン）

10月12日㈬ 午後2時～3時10分
◇スマホで完結！撮影・編集・売上

アップ術を習得◇事業を営んでいる
方、起業したい方など
█申申込みフォームから
申込み。
█問㈱日本政策金融公庫
☎3983‐2132

弓道初心者教室（全6回）

9月10日～10月15日 土曜日 午
後5時～6時30分 総合体育場◇道
場での礼儀作法から弓で的を射るま
で楽しく学ぶ。指導…豊島区弓道連
盟◇区内在住、在勤、在学で高校生
以上の未経験者◇15名◇6，000円█申
9月3日からＥメールで当連盟█EMky
udo1025@yahoo.co.jp へ※先着順。
█問当連盟 古矢☎090‐8564‐9192

キッズ講習無料体験会

①かけっこ教室…10月1日㈯ 午後
2時30分～3時15分、②キッズダン
ス…10月4日㈫ 午後4時～4時45
分 としま産業振興プラザ（IKE・Bi
z）◇講師…①高田 卓氏、②高田朝
美氏◇①小学1～3年生、②小学1
～6年生※いずれも小学1・2年生
は要付き添い◇各15名◇運動のでき
る服装で参加、フタ付き飲み物、室
内履き持参█申9月3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）

第75回豊島区民体育大会

◇対象…区内在住、在勤の方※先着
順。申込みなど詳細は各競技担当へ
問い合わせてください。
�アーチェリー…10月2日㈰ 西巣
鴨体育場█申当日午前9時までに富田
☎3269‐2930（ライオン堂洋品店内）
へ、�なぎなた…10月9日㈰ 雑司
が谷体育館█申9月22日までに常盤☎

3554‐5590へ、�クレー射撃…10月
22日㈯ ニッコー栃木射撃場◇散弾
銃所持許可者█申当日9時までに小池
☎090‐3232‐5934へ、�キンボー
ル…10月30日㈰ 南長崎スポーツセ
ンター█申9月30日までに寺門☎090
‐3337‐4964へ、�弓道…10月30日
㈰ 総合体育場█申当日午前9時まで
に久保☎3955‐8733へ、�バドミン
トン…10月30日㈰ 豊島体育館█申10
月12日までに大図☎090‐4200‐
2117へ。

社交ダンス初心者講習会
（全8回）

10月4日～11月22日 火曜日 午
後6時30分～8時30分 雑司が谷体
育館◇タンゴ、チャチャチャの2種
目◇区内在住、在勤の方◇男女各10
名◇5，000円◇室内履き持参
█申往復はがきで9月20日（必着）まで
に「〒170‐0011 池袋本町2‐4‐
11 豊島区ダンススポーツ連盟 西
倉」へ※応募者多数の場合は抽選。
█問当連盟 西倉☎3988‐4082

第93回区民グラウンド・ゴルフ
秋季大会

10月13日㈭※予備日10月20日㈭
午後1～6時 総合体育場◇区内在
住、在勤の方◇800円◇運動のでき
る服装・靴で参加（用具の貸出あり）。
█申電話で9月15日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 寺田☎3953‐
5613へ（当日参加不可）。

資格など詳細は区ホームページか各課窓
口で募集要項などを確認してください。

豊島区職員採用

①看護師…対象／昭和53年4月2日
以降に生まれた方で、看護師の免許
を有する方（令和5年3月31日まで
に国家試験に合格し、免許取得見込
みの方も含む）、②技能Ⅱ（道路・公
園の維持作業）・③技能Ⅵ（清掃作業）
…対象／昭和63年4月2日以降に生
まれた方で、現に豊島区の常勤職員
でない方（育休代替任期付職員、会
計年度任用職員の方は受験可）█申申
込書（人事課で配付。区ホームペー
ジからダウンロードも可）を①は9
月29日、②③は9月28日までに人事
グループへ郵送（消印有効）※①は9
月26～29日、②③は9月26～28日（午
前8時30分～午後5時）の間は窓口
へ持参も可。オンライン申込みも可。

█問当グループ☎3981‐1247

診療科目が限定
される場合があ
りますので、必
ず電話してから
受診してくださ
い。
█問地域保健課
管理グループ
☎3987‐4203

救急告示医療機関（13か所） 所在地 電話番号
（医）生全会 池袋病院 東池袋3‐5‐4 3987‐2431
岡本病院 東池袋2‐5‐5 3987‐6580
（医）愛語会 要町病院 要町1‐11‐13 3957‐3181
（医）日心会 総合病院一心病院 北大塚1‐18‐7 3918‐1215
（医）瑞雲会 高田馬場病院 高田3‐8‐9 3971‐5114
（医）豊迪会 大同病院 高田3‐22‐8 3981‐3213
東京都立大塚病院 南大塚2‐8‐1 3941‐3211
（医）仁泉会 としま昭和病院 南長崎5‐17‐9 3953‐5555
（医）偕翔会 豊島中央病院 上池袋2‐42‐21 3916‐7211
（医）大成会 長汐病院 池袋1‐5‐8 3984‐6161
（医）雙和会 原整形外科病院 西池袋3‐36‐23 3988‐5005
（医）卓秀会 平塚胃腸病院 西池袋3‐2‐16 3982‐1161
（医）育生會 山口医院 西巣鴨1‐19‐17 3915‐5885

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。

区内救急医療機関のご案内～9月9日は「救急の日」～

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

4 広報としま情報版 令和4年（2022年） 9月1日号 No.1987 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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