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（　）は構成比その他

利子割交付金、配当割交付金、
地方特例交付金、
基金繰入金、繰越金など

特別区債

施設の建設経費を賄
うために国などから
借り入れる資金

諸収入

各種貸付金の元利収入、
受託事業収入など

都支出金

国庫支出金

使用料及び手数料 分担金及び負担金

特別区税

特別区民税、軽自動車税
特別区たばこ税、狭小住戸集合
住宅税、入湯税

地方譲与税

都区間・区間相互の財源
の均衡化を図り、特別区
の効率的・自主的な運営
を確保することを目的と
して交付されるもの

特別区交付金

地方消費税交付金
一 般 会 計
歳　 　　入
決　算　額

1,489億7,371万円
(100.0%)

102億7,905万円 (6.9％)

5億2,000万円 (0.3％)

41億9,902万円 (2.8％)

118億1,533万円(7.9％)

413億1,110万円 (27.7%)

29億9,125万円 （2.0%） 10億7,457万円 (0.7％)

345億3,135万円 (23.2%）

4億4,969万円(0.3%）

336億1,164万円 (22.6%)

81億9,072万円(5.5％)

（　）は構成比
公債費  25億8,430万円 (1.8％)

小・中学校、幼稚園、子ども
スキップの運営などの経費

まちづくり、区営区立住宅
の管理、道路・公園の整備、
自転車対策、緑化推進など
の経費

教育費  91億1,584万円 (6.3％)

保育園の運営、児童手当
の給付などの経費

子ども家庭費

各種健康診断、保健所の運営などの経費
衛生費 103億7,260万円(7.2％)

福祉費 331億2,137万円 (23.0％)
高齢者・障害者福祉、生活保護などの経費

戸籍事務・区民事務所運営
などの経費

区民費  
104億5,235万円 (7.3%)  

特別区債の元利償還などの経費

一 般 会 計
歳　 　　出
決　算　額

1,436億9,547万円
(100.0%）

環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進
などの経費

環境清掃費　43億3,655万円 (3.0％)

都市整備費　
164億673万円 (11.4%）

284億9,883万円 (19.8％)

議会費

区議会の運営などの経費
6億4,738万円 (0.5％)

総務費

防災対策、区役所の運営など
の経費

70億3,375万円 (4.9％)

政策経営費

広報、区民相談などの経費
153億174万円 (10.6％)

文化・芸術、商店街・中小企業
の振興などの経費

文化商工費
58億2,402万円 (4.1%)

子育て・教育子育て・教育 くらし等くらし等

店舗名 電話
山岸モータース
（北大塚2‐13‐3） 3917‐3984

久保木サイクル
（上池袋2‐40‐14） 3916‐2063

玉井モーターサイクル
（池袋本町4‐25‐8） 3983‐4944

茂野サイクル
（池袋3‐69‐7） 3983‐1207

サイクルショップコバヤシ
（池袋4‐36‐5） 3982‐1541

飯箸自転車商会
（要町1‐7‐1） 3957‐0398

小崎サイクル商会
（要町2‐10‐7） 3957‐0693

マツダサイクル
（南長崎5‐16‐6） 3951‐8386

英輪社
（高田2‐10‐9） 3983‐6884

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

募  集募  集

職員採用

スマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

12月8日㈭ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇子育
てで大切なこと、子どもとの関わり
を知る。絵本をプレゼント。講師…
（一社）親と子どもの臨床支援センタ
ー代表理事／帆足暁子氏◇区内在住
で1歳7か月未満児の保護者。参加
は東・西子ども家庭支援センター合
わせて子ども1名につき1回◇15名
█保4か月以上未就学児。4か月未満
は親子同席。7名。要予約。
█申11月22日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

親子の絆づくりプログラム
「きょうだいが生まれた！」

令和5年1月26日～3月2日 木
曜日 午前10時～正午 東部子ども
家庭支援センター◇きょうだい育児
の喜びや困りごとを母親同士で話し、
幼児期の子どもとのかかわり方を学
ぶ◇区内在住で未就学児のきょうだ
いがいる生後2～5か月の第2子以
降の子と母親◇8組█保4名。上の子
のみ。
█申12月19日午前10時～1月17日の間
に電話で当センター☎5980‐5275へ。
直接窓口申込みも可。応募者多数の
場合抽選。

12月3日㈯から
リサイクル自転車を販売します

◇販売店舗…1店舗4台程度

※価格は店舗により異なる◇実施…
東京都自転車商協同組合豊島支部
█問交通安全対策グループ☎3981‐4856

2月分の池袋第二区民集会室
および区民ひろば池袋の
夜間貸室受付再開

12月1日から新施設（池袋4‐21
‐10）の利用受付を再開。1月中旬
の新施設移転までは仮施設（池袋3
‐30‐22）で受け付けます。詳細は
区民ひろばホームページ参照か問い
合わせてください。
█問地域区民ひろば課管理グループ☎
3981‐1479

空き家・相続・不動産無料相談会

12月8日㈭ 午後1～5時 とし
ま区民センター◇弁護士、不動産鑑
定士、司法書士、税理士などによる
相続、不動産全般の個別相談◇区内
在住、区内に土地建物を所有の方◇
10組程度
█申11月24日から電話で「NPO法人日
本地主家主協会☎3320‐6281」へ※
先着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

12月11日㈰ 午前10時30分～午後
2時 池袋第二公園※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2
ｍ×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@toshim
a-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）

～専門医からのアドバイ
ス～肺の若さを保つコツ

12月1日㈭ 午後2時～3時30分

池袋保健所◇肺年齢や COPD（慢性
閉塞性肺疾患）、肺機能を保つため
のコツを学ぶ。講師…みやけ医院院
長／三宅修司氏◇30名
█申11月24日から電話かファクスで
「公害保健グループ☎3987‐4220、
█FAX3987‐4110」へ※先着順。

第2回息苦しさを和らげる
呼吸トレーニング

12月2日㈮ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇ぜん息や COPD によ
る息苦しさを和らげるトレーニング
を学ぶ。講師…東京医科大学病院／
直井俊祐氏、虎の門病院分院／後藤
恭子氏◇気管支ぜん息や COPD で
療養中の方◇30名
█申11月24日から電話かファクスで
「公害保健グループ☎3987‐4220、
█FAX3987‐4110」へ※先着順。

骨太教室
（骨粗しょう症予防教室）

12月23日㈮ 午後1時30分～4時
長崎健康相談所◇骨密度測定と結果
の見方、保健師や栄養士による話、
運動指導員による運動実技◇20～40
歳代で医師による運動制限のない女
性※乳児がいる方優先◇10名█保2か
月以上2歳未満児。5名。先着順。
█申11月24日から電話かファクスで
「当相談所栄養グループ☎3957‐
1191、█FAX3958‐2188」へ※先着順。

精神保健福祉講演会「統合失調症」

12月26日㈪ 午後2～4時 とし

ま区民センター◇統合失調症の症状
や治療、家族などの関わり方。講師
…精神科医／春日武彦氏◇区内在住、
在勤の方◇50名
█申11月24日から電話かファクスで
「精神保健グループ☎3987‐4231、
█FAX3987‐4178」へ※先着順。

健康に関する意識調査

健康づくりについてのご意見など
を聞き、保健医療施策に反映させて
いくために実施します。回答した方
は特定されません◇調査期間…12月
12日㈪まで◇調査地区…区内全域
◇対象者…18～79歳の区民の方から
3，000名を無作為に抽出
◇調査方法…郵送
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

「第8代ソメイヨシノ桜の観光大使」
コンテスト参加者

観光大使として2年間、イベント
を通して豊島ブランドの桜を全国、
世界各地へ広くアピール。区内のお
祭りなどにも参加◇応募期限…12月
22日（消印有効）◇応募資格…次の①
～③をすべて満たす方。①過去また
は現在に区内在住、在勤、在学の方
で、豊島区に深い想いのある18歳以
上、②豊島区観光協会の行事などに
積極的に参加できる、③2年間の任
期中に留学予定がない◇審査…1次
審査（書類選考）を経て本大会は令和
5年1月26日㈭ホテルメトロポリタ
ンで実施◇入賞者…3名█申履歴書
（応募の動機、自己ＰＲも記入）、カ
ラー写真（上半身・全身各1枚、い
ずれもＬ版）を「〒171‐0021 西池
袋1‐19‐7 のとやビル3階 豊
島区観光協会」へ。
█問当協会☎3981‐5849

「豊島区国民健康保険運営協議会」
被保険者代表委員

区長の諮問に応じて、豊島区国民
健康保険に関する条例や規則、医療
の給付などについて審議する。
◇対象…昭和26年1月30日～平成17
年1月31日生まれの豊島区国民健康
保険に加入している区内在住の方で、
年2回程度の運営協議会（夜間開催
の場合あり）に出席できる方◇任期
…令和5年1月30日～令和8年1月
29日◇報酬…1回13，700円◇人数…
3名
◇選考…書類・面接（12月22日頃予
定）█申申込書（国民健康保険課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）に応募の動機などを記入し、12
月8日午後5時（必着）までに当課へ
郵送か持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1923

区制90周年記念DVD上映会
「家康、江戸を建てる」

11月26日㈯・27日㈰ 午前10時30
分～11時45分 上池袋図書館◇26日
に前編、27日に後編を上映◇20名█申
当日直接会場へ※先着順。
█問当館☎3940‐1779、█FAX3940‐1149

シルバー人材センター

①入会説明会（就業体験あり）…12月
16日㈮ 午前9時30分から◇区内在
住でおおむね60歳以上の健康で働く
意欲のある方◇年度会費2，000円、

あわせ

②着付け教室（袷の着方と帯結び）全
3回…12月6日㈫・16日㈮・20日㈫
午後1時30分～3時◇女性◇5名◇
5，200円◇着物、帯、必要な小物は
各自持参、③パソコン＆iPad＆スマ
ホ教室…ⓐ無料パソコン体験教室／
12月8日㈭ 午後0時45分～2時15

分、ⓑパソコン入門（全4回）／11月
29日～12月20日 火曜日 午後0時
45分～2時15分◇5，700円、ⓒ初級
ワード（全4回）／11月29日～12月20
日 火曜日 午前10時～11時30分、
ⓓ初級エクセル （全4回）／12月1
～22日 木曜日 午前10時～11時30
分◇ⓒⓓ5，800円、ⓔワード基礎（全
4回）／ア11月28日～12月19日 月
曜日 午後3時～4時30分、イ12月
1～22日 木曜日 午後3時～4時
30分、ⓕエクセル基礎（全4回）／11
月30日～12月21日 水曜日 午前10
時～11時30分◇ⓔⓕ6，700円、ⓖパ
ワーポイント入門（全4回）／11月29
日～12月20日 火曜日 午後3時～
4時30分◇5，800円、ⓗZoom入門
パソコン向け（全2回）／ア11月25日、
12月2日、イ12月9・16日 いずれ
も金曜日 午後0時45分～2時15分
◇2，550円、ⓘスマホ写真整理（全2
回）／12月12・19日 月曜日 午後
0時45分～2時15分◇2，550円、ⓙ
個別対応コース／ア年賀状筆ぐるめ
（エクセル・ワード）、イZoom 入
門（スマホ）、ウそのほか◇1，650円
／90分
█申①②は電話で当センター☎3982‐
9533へ。③はⓐ～ⓙ（ⓔⓗⓙはアイ
ウを選び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。

着物の着付けを体験しませんか

令和5年1月9日㈷ 午前10時～
正午、午後1～3時 としま区民セ
ンター◇区内在住、在学で20歳前後
の外国籍の方◇着物で2023としま
「はたちのつどい」に参加・見学可◇
各13名程度█申12月1日から2次元コ
ードで申込み※先着順。
█問としま未来文化財団
事業企画グループ☎
3590‐7118（平日午前
10時～午後5時）

第十八回いけびず落語会

令和5年1月28日㈯ 午後2時開
演（午後1時30分開場） としま産業
振興プラザ（IKE・Biz）◇出演…春風
亭昇羊、三遊亭遊子、笑福亭希光◇

前売り1，500円、当日1，800円█申11月
24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）

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。

区立幼稚園長期休業中などの預か
り保育補助員（会計年度任用職員）

◇勤務地…区立西巣鴨幼稚園、池袋
幼稚園、南長崎幼稚園のいずれか◇
任期…12月26日～令和5年3月31日
█申申込書（庶務課で配布。区ホーム
ページからダウンロードも可）を12
月9日（必着）までに庶務課窓口へ持
参か郵送。
█問教育施策推進グループ☎4566‐2777

図書館司書（会計年度任用職員）

◇任期…令和5年4月1日～令和6
年3月31日█申申込書（区立図書館で
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可）を12月6日（必着）までに
中央図書館管理グループへ持参（午
前10時～午後5時。11月25日を除く）
か簡易書留で郵送。
█問当グループ☎3983‐7861

保健師補助（会計年度任用職員）

乳幼児健診、成人・精神保健相談、
健康教育、家庭訪問・面接・電話相
談など◇勤務地…長崎健康相談所◇
任期…令和5年4月1日～令和6年
3月31日█申申込書（区ホームページ
からダウンロード）と保健師免許（写
し）を12月13日（必着）までに当所窓
口へ持参か郵送。
█問当相談所保健指導グループ☎3957
‐1191

貸借対照表は、豊島区が所有する財
産（資産）、それに対する将来の負担
額（負債）や純資産の状況を一覧にし
たものです。

12月7日㈬ 午前10時から 区役所本庁舎8階議員協議会室█申傍聴希望の方は前日午後5時までに電話かファクスかＥメールで
「届出・許認可グループ☎4566‐2633、█FAX3980‐5135、█EMA0022603@city.toshima.lg.jp」へ。

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。

①第1号被保険者数および要支援
・要介護認定者数の推移…介護保
険制度が導入された平成12年度末
と比べて、令和3年度末の第1号
被保険者数は、約29％増加し、要
支援・要介護認定者数は約2．3倍
に増加しています。また出現率
（第1号被保険者数に占める要支
援・要介護認定者の割合）も平成
12年度末の約1．7倍増となりまし
た。

毎週土・日曜日 午前10時～午後4時 としまみどりの防災
公園（IKE・SUNPARK）◇再開は令和5年1月14日㈯の予定。
█問当事務局☎6914‐1782

②保険給付費の推移…令和
3年度の保険給付費は約
175億6，000万円であり、平
成12年度の約2．9倍となり
ました。
③相談・苦情の状況…高齢
者総合相談センターや介護
保険課窓口で受け付けた相
談・苦情は144件です。
█問当課相談グループ☎3981
‐1318

◆令和3年度決算における健全化判断比率
区 分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

豊
島
区

令和2年度 ― ― ▲1．7％ ―
令和3年度 ― ― ▲1．5％ ―

早期健全化基準 11．25％ 16．25％ 25．0％ 350．0％
財政再生基準 20．00％ 30．00％ 35．0％
※実質赤字比率および連結実質赤字比率については赤字額がないため、「―」表示と
なります。将来負担比率については、将来負担額よりそれらに充当できる財源が
上回っているため比率が算定されず、「―」表示となります。

（令和4年3月31日現在）
●資産…4，080億円
◇区が保有する財産（道路、公園、学校などの
公共施設、基金、現金預金など）

●負債…606億円 ◇将来世代の負担（特別区債など）

●純資産（資産－負債）…3，474億円 ◇これまでの世代の負担

令和3年度 決算のあらまし
令和3年度一般会計の決算額および健全化判断比率についてお知
らせします。
なお、特別会計の決算額などは、令和4年度予算の現況とあわせ、
12月に区ホームページに掲載予定です。

█問財政計画グループ☎4566‐2521
国の統一的な基準により作成した令和3年度財務書類（貸借対照
表等）、固定資産台帳についてもホームページで公表しています。

█問公会計グループ☎3981‐0803 イケ・サンパーク ファーマーズマーケット
年内は12月18日㈰まで※数値は、単位未満を四捨五入してあるため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

介護保険事業の実施状況（令和3年度実績） █問介護保険課管理グループ☎3981‐1942介護保険事業の実施状況（令和3年度実績） █問介護保険課管理グループ☎3981‐1942

◆貸借対照表（バランスシート）
区民1人あたりに換算すると資産が144万円、負債が21万4，000円

●介護保険サービスを利用するには…区内8か所の高齢者総合相談センターまたは介護保険課窓口で要介護認定の申請をしてください。
█問当課認定審査グループ☎3981‐1368

第17回豊島区景観審議会 ●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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