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福  祉福  祉 子育て・教育子育て・教育

【別表1】所得制限額
扶養人数 本人 配偶者および

扶養義務者
0人 200万円 244万円
1人 238万円 282万円
2人 276万円 320万円
3人 314万円 358万円
以降1人
増すごとに 38万円加算 38万円加算

【訳注】
上記の表には社会保険料控除分として一
律8万円を加算してあります。
扶養義務者とは、同居している直系親族
および兄弟姉妹です。住民票上の世帯の
同別は問いません。
対象者の令和3年中の所得が上記の所得
制限額以下の場合、対象となります。
所得の計算方法…［税法上の所得金額］＋
［養育費の80％］－［社会保険料控除を除
く規程の控除額］
規程の控除額については当グループに問
い合わせてください。

福祉住宅（ひとり親世帯向け）
入居登録者募集

空き家（1戸）が発生したためあっ
せん者を募集します◇世帯数…1世
帯◇要件…区内に引き続き1年以上
居住しているひとり親（戸籍などで
確認できること）世帯、18歳未満の
子どものみと世帯を構成し、現に住
宅に困窮しているなど。詳細は区ホ
ームページか募集案内（福祉総務課、
住宅課で配布、区ホームページから
ダウンロードも可）参照█申申請書を
12月9日（消印有効）までに郵送かＥ
メールで福祉総務課入居相談グルー
プ█EMA0015209@city.toshima.lg.jp
へ。直接窓口申込み（平日のみ）も可。
█問当グループ☎3981‐2683

介護保険の給付実績に関するお知
らせ（給付費通知）を送付します

介護保険制度に対する理解を深め
るため、介護サービス利用者のうち、
無作為に抽出した方へ12月中旬に送
付します。届いた方は実際に受けた
サービスと一致しているか確認して
ください。記載内容に誤りや不明点
がある場合は、問い合わせてくださ
い。このお知らせにより新たに手続
きは不要です◇内容…令和4年9月
に利用したサービスの種類、利用者
負担額、サービス費用合計額など。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

介護予防に関するアンケート
「介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査」を実施します

高齢者福祉施策を検討する際の重

要な基礎資料となります。
◇対象…区内在住の65歳以上で昨年
度のアンケートにご協力いただいた
区民の方にアンケート用紙を送付し
ます。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

発達障害者相談窓口

発達障害について、当事者や家族か
らの相談に応じます。相談内容によ
り適切な機関を紹介します※要予約。
█問発達障害者相談グループ☎4566‐
2445

ひとり親家庭等
医療費助成医療証の更新

毎年1月1日に更新します。現在、
この助成の対象者で、令和5年1月
からも受給できる方の医療証は、12
月中旬発送予定です。一部負担額が
変更となる方もいますので、同封の
「利用の手引き」で確認してください。
なお、以前ひとり親家庭等医療費助
成を受けていた方で、令和2年中の
所得が制限額を超えたために対象外
になっていた方も、令和3年中の所
得が制限内の場合は、令和5年1月
から再び対象となります（別表1）。
1月から受給するためには、12月中
に申請が必要です。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

ママと赤ちゃんにやさしい
卒乳講座

12月19日㈪ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法などについて。講師…助産師／
高橋千砂氏◇区内在住で卒乳を考え
ているおおむね1歳児以降の保護者
◇8名
█申電話で保健指導グループ☎3987‐
4174へ※先着順。

�受付時間…①午前10～11時、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
②午後6時30分～8時
③午前10～11時、午後1時30分～2時30分、午後3時30分～4時30分

�持ち物…接種券、本人確認書類、前回接種日のわかる書類（接種済証など）
※予約の方優先。各会場で受付できる人数の上限に達した場合、早めに受付が終了となります。

3月12日㈰ 午前8時受付開始 千登世橋中学校集合※雨天決行◇学
習院大学キャンパス周辺の周回コース。種目…①親子レース（小学1～
3年生と親）、②小学4～6年生、③中学生※団体戦あり、④高校生～
29歳、⑤30～39歳※40歳以上の種目もあり。詳細は区ホームページ参照
◇区内在住、在勤、在学の方および近隣のランニング愛好
者◇1，000名◇①1組2，000円、②③1名1，500円、④⑤1
名3，500円█申12月13日～1月31日の間に2次元コードで申
込み※先着順。
█問当実行委員会事務局（㈱デサント内）☎5979‐6006

12月4日㈰ ①譲渡会…正午～午後4時、②相談会…
午後1～3時 BABABASE（高田3‐3‐16 広研印刷
㈱新館1階）█申当日直接会場へ。
█問生活衛生グループ☎3987‐4175

施設名 使用ワクチン※ 対象者 開設日（12月） 予約なし接種

①
豊島区役所本庁舎1階
としまセンタースクエア
（南池袋2‐45‐1）

ファイザー（BA.4‐5対応型） 3～5回目（12歳以上） 毎日
（年内は12月25日まで） ○（豊島区民のみ）

② 池袋保健所
（東池袋4‐42‐16）

ファイザー（BA.4‐5対応型） 3～5回目（12歳以上） 2・7～9、14～16、21・23日 ○（豊島区民のみ）
ファイザー（従来型） 1・2回目（12歳以上） 1・22日 ○
ファイザー（小児用） 1～3回目（5～11歳） 4・25日 ×

③ 旧朝日中学校
（西巣鴨4‐9‐1） ファイザー（BA.4‐5対応型） 3～5回目（12歳以上） 水・木・金・土・日曜日

（年内は12月25日まで） ○（豊島区民のみ）

【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）
※電話番号が変更になりました。

☎5320‐4327
5320‐5971
5320‐7030

令和４年

12／1
No.1999

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について ※11月22日時点の情報です。

※モデルナ（オミクロン株対応ワクチン）・乳幼児（生後6か月～4歳）ファイザーは区内医療機関および東京都大規模接種会場などを、
ノババックスは東京都大規模接種会場をご利用ください

東京都大規模
接種会場

【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）

保護猫譲渡会＆猫の飼い方相談会保護猫譲渡会＆猫の飼い方相談会感染による発熱の相談は東京都発熱相談センターへ（24時間対応）

第26回目白ロードレース第26回目白ロードレース

きちんと手洗い＆
加熱十分な肉食で
冬も食中毒を

予防しましょう！
█問食品衛生グループ☎3987‐4177

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。

「予約なし接種」について （上記①～③の施設ごとに受付時間が異なります）

区制90周年記念事業
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くらし等くらし等

まちづくりまちづくり

健  康

募  集募  集

傍聴できます

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

スマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

1月18日㈬ 午後2時～3時30分
東部子ども家庭支援センター◇子ど
もとの関わりや成長で大切なことを
学ぶ。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◇12名
█保8名。5か月以上1歳7か月未満。
5か月未満は親子同席。
█申12月9日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

弁護士によるとげぬき地蔵尊無
料法律相談・遺言相続セミナー

12月14日㈬ ①法律相談…午後1
～5時、②セミナー…第1部／午後
1時から、第2部／午後2時30分か

ら とげぬき地蔵尊高岩寺信徒会館
（巣鴨3‐34‐4）◇①相続、遺言な
どの法律相談、②「今から始める老
いじたく」。相続、後見などについ
て◇②各回15名
█申①電話で第二東京弁護士会☎3581
‐2250へ（平日午前10時～午後4時
30分）、②は当日先着順受付。

用途地域等の一括変更に関する
都市計画案の縦覧・意見募集

◇対象計画案…①区域区分、用途地
域、②高度地区、特別用途地区、防
火地域及び準防火地域
◇対象区域…東京都市計画区域
◇縦覧期間…12月15日まで
◇縦覧場所…①東京都都市整備局都
市計画課および豊島区都市計画課、
②豊島区都市計画課
◇対象者…区域内在住または利害関
係のある方
◇意見書の提出方法…ご意見（書式
自由）、住所、氏名を記入し、12月
15日（消印有効）までに、①は東京都
都市整備局都市計画課へ持参、②は
郵送かファクスかＥメールで「豊島

区都市計画課█FAX3980‐5135、█EMA00
22603@city.toshima.lg.jp」へ。直
接窓口へ持参も可。
█問①東京都都市整備局都市計画課☎
5388‐3225、②豊島区都市計画課☎
4566‐2632

不燃化特区内における助成制度

「燃え広がらない・燃えないまち」
にするため不燃化特区制度による建
築物の不燃化を促進しています。区
内5地区の不燃化特区内では、老朽
建築物の取り壊しや建替えの経費を
一部助成します。また老朽建築物除
却後の土地、建替え後の住宅につい
て固定資産税・都市計画税の減免の
制度があります。
◇助成制度…①取り壊し・更地化に
対する助成、②戸建建替えに対する
助成※いずれも床面積に応じた限度
額あり。取り壊し前に要申請。
█問地域まちづくり課事業調整グルー
プ☎3981‐1464
◇固定資産税・都市計画税の減免に
ついて…対象／①老朽建築物除却後
の土地、②不燃化特区内において建
替えを行った住宅※減免の手続きに
必要な適正管理証明書の申請は豊島
区で1月から受付開始。

█問豊島都税事務所固定資産税班☎
3981‐5336

豊島区景観資源指定のアンケート

景観計画の実現に向けて展開する
景観施策として、「豊島区景観資源
の指定」の制度があります。景観審
議会やデザイン検討部会で検討し選
んだ指定候補6か所から、皆さんに
アンケートで1か所選んでいただき、
結果をもとに最終的に指定する箇所
を決めます。ご協力を
お願いします。詳細は
2次元コード参照。
█問届出・許認可グルー
プ☎4566‐2633

理学療法士による
健康講座（首・肩講座）

12月19日㈪ 午後1時30分～2時
30分 高田介護予防センター◇腰痛
予防の体操レクチャー◇区内在住で
65歳以上の方◇14名
█申12月5日午前11時から電話で当セ
ンター☎3590‐8116へ※先着順。

豊島区がん対策推進特別講演会
・がん体験者が歌う合唱団
いきのちからコンサート

12月19日㈪ 午後1時30分～3時
30分（午後1時開場） 南大塚ホール
◇第1部…講演会「がん検診のメリ
ット・デメリット」。講師…垣添忠
生氏。第2部…コンサート◇133名
█申電話で認定NPO法人がんサポー
トコミュニティー☎6809‐1825へ※
先着順。

運動実践プログラム
動画配信

12月28日㈬まで◇快眠エクササイ
ズ（約10分）◇動画およびポイントシ
ールの受け取り方法は
右記参照か問い合わせ
てください。
█問保健事業グループ☎
3987‐4660

筋力アップ教室（全5回）

1月23日～2月20日 月曜日 菊
かおる園◇椅子に座った状態を基本
に、簡単な用具を使用して足腰の筋
力アップに効果のある体操。最終日
にフレイルかんたんチェックを実施
◇区内在住で65歳以上の方◇12名◇
1，200円
█申電話で12月15日までに介護予防・
認知症対策グループ☎4566‐2434へ
※新規優先で抽選。

女性のしなやか健康教室

①骨盤底筋をきたえよう～
尿もれ予防～（全3回）…
1月24日、2月7日、3月7日
火曜日 午前10時～11時30分 池袋
保健所◇体のしくみを知って簡単な
セルフケアを体験。講師…日本コン
チネンス協会／北廣和江氏◇区内在
住、在勤の64歳までの女性。原則全
回参加できる初参加の方◇15名◇動
きやすい服装で参加。
②私らしく過ごすために～PMS と
上手に付き合う運動～…1月27日㈮
午後2～4時 池袋保健所◇月経前
症候群などの不調を和らげるための
ヒントを運動の面から考える。マッ
サージや体ほぐしなど。講師…齊藤
なみゑ氏◇区内在住、在勤で59歳ま
での女性◇10名█保生後6ヵ月～4歳
未満児。5名。要予約◇飲み物持参、
動きやすい服装で参加
█申12月5日午前8時30分から電話か
ファクス（4面記入例参照。ファク
ス番号も記入）で①は「健康推進課保
健指導グループ☎3987‐4174、█FAX
3987‐4178」、②は「健康推進課栄養
グループ☎3987‐4361、█FAX3987‐
4178」へ※先着順。

イクメン・カジダン・イクジイ
写真展作品

◇募集期限…1月31日㈫◇家事・育
児に積極的に取り組むお父さん、お

じいちゃんの日々の姿を撮影した作
品を募集し、写真展を開催。
◇対象…区内在住、在勤、在学の方
█申Ｅメールに写真を添付し①氏名、
②ペンネーム、③連絡先、④作品タ
イトル（15字以内）、⑤エピソードや
コメント（100字程度）を記入のうえ
男女平等推進センター█EMA0011400
@city.toshima.lg.jp へ。
█問当センター☎5952‐9501

第16回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」作品

◇募集期限…1月31日㈫
◇対象…区内在住、在勤、在学また
は区内の施設に通所・入所する障害
者手帳の交付を受けている方、難病
・発達障害などの方が制作した個人
作品。または区内の障害者施設で制
作した団体作品。
◇募集作品…①絵画・書・写真・版
画など／縦＋横が200㎝以内で額装
・軸装などがされたもの、②彫刻・
陶芸など／縦＋横＋高さが200㎝以
内で重量が10㎏以内で自立した状態
のもの。
◇表彰…美術関係者による審査。最
優秀賞、優秀賞、審査員特別賞ほか。
█申応募用紙（障害福祉課、心身障害
者福祉センター、東・西障害支援セ
ンターで配布。区ホームページから
ダウンロードも可）に作品の写真を
添えて、当課窓口へ持参か郵送。
█問当課管理・政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

令和5年度学校開放団体登録の
新規登録申請を受け付けます

区立小・中学校の施設を定期的に
利用する場合は、年度ごとに学校開
放団体登録が必要です。
◇申請期限…12月26日㈪※申請受付
後、審査のうえ登録の可否を決定。
2月中に仮決定の予定█申登録要件や
申請手続きなどの詳細は区ホームペ
ージ参照か問い合わせてください。
█問学校開放グループ☎3981‐1335

豊島区行政情報公開・個人情報
保護審議会

12月8日㈭ 午後2時から 区役
所本庁舎8階議員協議会室
█申電話で前日正午までに行政情報グ
ループ☎3981‐4404へ。

第5回男女平等推進センター
運営委員会

12月13日㈫ 午後3時から 男女
平等推進センター研修室2
█申電話で前日午後5時までに当セン
ター☎5952‐9501へ。

第3回豊島区保健福祉審議会

12月13日㈫ 午後6時30分から
区役所本庁舎5階510会議室
█申電話かファクスで前日正午までに
「福祉総務課計画グループ☎4566‐
2422、█FAX3981‐4303」へ。

第2回豊島区商工政策審議会

12月14日㈬ 午前10時～正午 区
役所本庁舎8階807・808会議室█申当
日直接会場へ。
█問産業振興計画グループ☎4566‐
2742

第34回池袋演劇祭受賞団体決定

9月に区内の劇場で行われた演劇
祭。100名の公募審査員の採点によ
り、受賞団体が決定しました。
�大賞…劇団東俳
�豊島区制施行90周年記念特別賞…
ラビット番長
�優秀賞…あやめ十八番、NAOYA
PRODUCE
�豊島区長賞…イルカ団!!
�舞台芸術振興会賞…ブロードウェ
イ・バウンズ
そのほかの受賞団体は当祭ホームペ
ージ█HP https://ikebukuroengekis
ai.jp/参照。
█問当祭実行委員会事務局☎070‐
7404‐7855（平日午前10時～午後5時）

目白山紫町会・目白駅美化同好会
「クリスマスイルミネーション」

12月2日㈮～27日㈫ ＪＲ目白駅
前◇高さ4メートルのクリスマスツ
リー。24時間イルミネーションが光
り輝く█申当日直接会場へ。
█問当町会☎3950‐1880

東京音楽大学付属高等学校
定期演奏会

12月9日㈮ 午後6時～8時30分
東京芸術劇場◇創立90周年を迎え、
当校生徒による「創造との出会い」を
テーマにした合唱・吹奏楽・管弦楽
の演奏◇乳幼児入場不可◇1，000円
（全席指定）※先着で25組50名を無料
招待。
█申電話で12月3～8日の間に当校☎
3988‐6214へ。

ちかこイベントクラブ～臨床心理学
と不登校経験者の視点から～「学校
にいきたくない」を考える vol．2

12月15日㈭ 午後6時30分～8時
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
臨床心理学の最新の知見と不登校経
験者の体験談を交え、不登校支援の
あり方や子どもの気持ちについて考
える◇不登校に悩む保護者や不登校
支援に関心のある方◇20名█申12月3
日から区ホームページ
で申込み※先着順。
█問協働推進グループ☎
4566‐2314

としま案内人長崎町ガイドツアー
「北池袋初春寺社巡り」

1月8日㈰ 午後1時～3時30分
東武東上線下板橋駅改札口付近集合、
東京メトロ有楽町線要町駅付近解散
◇史跡・歴史のある北池袋周辺の寺
社を巡る◇15名◇300円
█申往復はがき（4面記入例参照。参加

者全員の氏名・年齢・住所・電話番
号も記入）で12月21日（必着）までに
「〒171‐0044 千早2‐35‐12 千
早地域文化創造館」へ。2次元コー
ドから申込みも可※応
募者多数の場合は抽選。
█問当案内人長崎町 豊
田☎090‐8315‐3137

2023としま「はたちのつどい」

1月9日㈷ 第1部…正午～午後
1時（午前11時開場）、第2部…午後
3～4時（午後2時開場） 豊島区立
芸術文化劇場（東京建物 Brillia HAL
L）◇詳細は区ホームページ参照◇平
成14年4月2日～15年4月1日生ま
れの方█申当日直接会場へ。
█問学習・スポーツ課管理グループ☎
4566‐2761

みらい館大明
「スマホ講座（入門編）」全3回

1月12～26日 木曜日 午後1時
30分～4時◇各種設定、写真、イン
ターネットなど、基本操作を学び直
す（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
█申12月3日から電話かＥメールで
「当館☎3986‐7186、█EMmiraikan_t
aimei@yahoo.co.jp」へ。直接窓口
申込みも可※先着順。

Ane ママグループ TOMATO「産
後ママのセルフメンテナンス講座」

1月20日㈮ 午前10時～11時45分
としま区民センター◇体も心も育児
も楽になるセルフケアの方法を学ぶ。
講師…助産師／人見 早穂里氏◇1
か月健診終了後～5か月前後（ハイ
ハイ前）の赤ちゃんと母親◇10組◇
1，000円█保6か月以上未就学児10名。
要予約。1名500円
█申Ｅメール（4面記入例参照。保育
希望の方は子どもの氏名と月齢も記
入）で12月3日～1月17日の間に A
ne ママグループ TOMATO█EMane
mama. tomato@gmail.com へ※
先着順。
█問生涯学習グループ☎4566‐2762

シェイプ講習無料体験会

1月7日㈯ 午後4時～4時45分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
音楽に合わせて、ステップ台を上り
下りし、有酸素運動・筋トレを行う
エクササイズ◇16歳以上の方◇各回
15名◇動きやすい服装で参加、室内
履き持参（厚めのクッション推奨）█申
12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）

「豊島区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、区の
人事行政の運営と給与・定員管理の状況および23区が共同で設置してい
る特別区人事委員会の業務状況などをお知らせします。
詳細は豊島区人事白書参照。白書は区ホームページか情
報公開コーナーで閲覧できます。
█問人事グループ☎3981‐1247

12月21日㈬ 午前10時から 男女平等推進センター研修室2
█申傍聴希望の方は前日午後5時までに電話で庶務・計画調整グループ☎5952‐9501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。

◆職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額 （令和4年4月1日現在）
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 41．4歳 304，220円 412，900円
技能労務職 55．3歳 299，900円 409，300円

教育職（幼稚園） 32．4歳 276，543円 375，798円
（注）1．「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均額です。

2．「平均給与月額」とは、給料月額と地域手当、扶養手当、住居手当、超過
勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均額です。

3．令和4年特別区人事委員会勧告に基づく給与改定前の月額です。
◆職員の初任給月額

（令和4年4月1日現在）
◆期末手当・勤勉手当

（令和4年4月1日現在）

一般行政職
Ⅰ類 183，700円

支給割合
期末手当 勤勉手当

Ⅲ類 147，100円 2．40月分
（1．35月分）

2．05月分
（1．0月分）技能労務職 142，500円

（注）1．令和4年特別区人事委員会勧告に基づく給与改定前の状況です。
2．期末・勤勉手当の支給割合は一般職員の例です。
3．期末・勤勉手当の（ ）内は再任用職員に係る支給割合です。

◆その他の手当 （令和4年4月1日現在）

区分 内容および支給単価 国の制度
との異同 支給実績

支給職員1人あたり平
均支給額（3年度決算）
年額 月額

扶養
手当

配偶者 6，000円

異なる 106，276千円 187，435円 15，620円
子 9，000円
その他父母等 6，000円
満16歳年度の初め～満22歳
年度末までの子に係る加算 4，000円

住居
手当

借家（間）居住（注1） 27，000円
（最高）

異なる 77，587千円 177，952円 14，829円
配偶者等が借家（間）に居住
する単身赴任手当受給職員

13，500円
（最高）

通勤
手当 支給限度額 55，000円 同じ 296，970千円 165，535円 13，795円

（注）1．月額27，000円以上の家賃を支払っている職員が対象となります。
2．令和4年特別区人事委員会勧告に基づく給与改定前の状況です。

◆特別職の報酬等 （令和4年4月1日現在）
区分 給料・報酬月額 地域手当 月額計 期末手当（支給割合）

給料
区 長 974，800円 194，960円 1，169，760円 3．80月分
副区長 828，600円 165，720円 994，320円 3．70月分

報酬
議 長 888，300円 ― 888，300円 3．75月分
副議長 778，200円 ― 778，200円 3．75月分
議 員 602，100円 ― 602，100円 3．75月分

人事行政の運営と給与・定員管理の状況をお知らせします

第2回豊島区男女共同参画推進会議・
女性活躍推進協議会（ウェブ）

●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。

◆職員数の推移
計画年度 28年度 29年度 30年度 元（31）年度 2年度 3年度 4年度
職員数 1，971人 1，970人 1，973人 1，985人 2，013人 2，009人 2，010人
増減 1人 △1人 3人 12人 28人 △4人 1人

定員の状況
令和4年度の職員数は、2，010名となりました。人件費の健全化等を見据えつつ、
複雑化・多様化する行政ニーズに的確に応えるため、柔軟な職員配置を進めていき
ます。

◆人件費 （各年度普通会計決算）

区分 住民基本台帳人口
（各年度末）

歳出額
（Ａ） 実質収支 人件費

（Ｂ）
人件費比率
Ｂ／Ａ

2年度 286，596人 1，502億円 39億円 240億円 15．9%
3年度 283，595人 1，437億円 26億円 233億円 16．2%

◆職員給与費 （各年度普通会計決算）

区分 職員数
（Ａ）

給与費 1人あたり給与費
Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

2年度 1，910人 68億円 25億円 33億円 126億円 6，609千円
3年度 1，911人 67億円 25億円 31億円 123億円 6，442千円

（注）職員手当には退職手当を含みません。

給与の状況
地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費、国や他の地方公共団体の職

員、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めることとされています。
23区では、法律に基づき設置された特別区人事委員会が、毎年、23区内の民間企
業の給与などを調査し、民間従業員の実態と合うように、区に対して給与の勧告な
どをします。区では、これに基づき、区民の代表である区議会の審議、議決を経て、
条例で給与を決定します。このように、職員の給与は、民間企業の給与水準を適正
に反映するものとなっています。

◆退職手当 （令和4年4月1日現在）
区分 自己都合 勧奨・定年

（
支
給
率
）

勤 続20年 18．00月分 24．55月分
勤 続25年 28．00月分 32．95月分
勤 続35年 39．75月分 47．70月分
最高限度額 39．75月分 47．70月分

その他の
加算措置

早期退職者割増制度
（50歳以上かつ勤続25年以上
年2%加算）

1人あたり
平均支給額 2，817千円 20，506千円

（注）退職手当の1人あたり平均支給額は、3年度
に退職した全職種に係る職員に支給された平
均額です。

◆地域手当 （令和4年4月1日現在）
支給実績 1，554，937千円

1人あたり
平均支給額

年額 740，446円
月額 61，704円

◆超過勤務手当 （3年度決算）
支給実績 501，950千円

1人あたり平均支給月額 21，000円

◆特殊勤務手当 （3年度決算）
支給実績 30，678千円

支給職員の割合 16．0%
1人あたり平均支給月額 10，460円
手当の種類（手当数） 5種類

◆職員の採用と退職の状況

採用（4年度）
事務 福祉 一般技術 医療技術 技能 教員 計
62人 30人 7人 10人 0人 1人 110人

退職（3年度）
定年 勧奨 普通 死亡 計
65人 22人 22人 2人 111人

◆主な休暇等の状況
年次有給休暇 平均取得日数は15．0日
育児休業 令和3年度の新規取得者数は56人（うち、男性職員18人）、平均取得日数は443日

人事行政の運営の状況

◆勤務成績の評定
令和3年度は、管理職員については「職務目標の達成」および「職員の指導・育成にかかる成果等」に
ついての評定を行いました。また、一般職員については、「業績」、「能力」および「態度」の評定を行
いました。
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令和4年11月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口人口と世帯世帯人口と世帯 28,786
(＋584)

181,480
(＋320)

288,863
(＋300)
144,901
143,962

男
女

スポーツスポーツ

職員採用

官公署だより

◇相談窓口…障害者虐待防止センター（心身障害者福祉センター内）
◇相談方法…☎3953‐2870、█FAX3953‐9441、

█EMA0015702@city.toshima.lg.jp

第16回ゴルフ教室

2月5日㈰ ①午前10時30分～正
午、②午後1時30分～3時 スポー
ツワークショップピーウォッシュ
（長崎5‐1‐23）◇ツアープロ／清
水洋一氏によるワンポイントレッス
ン◇区内在住、在勤、在学の高校生
以上※②は経験者のみ◇各16名◇
1，000円◇ゴルフクラブ、運動靴、
手袋持参。動きやすい服装。
█申電話で12月5日～1月10日の間に
豊島区ゴルフ協会事務局 松澤☎
3957‐6543（㈱ピーウォッシュ内）へ
※先着順。

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。

学校栄養士（会計年度任用職員）

学校給食献立作成・栄養管理・衛

生管理および作業管理など◇任期…
1月1日～3月31日（更新あり）█申申
込書（写真貼付）と栄養士免許証（写
し）を学務課へ持参か郵送。
█問保健給食グループ☎3981‐1176

生涯学習指導員
（会計年度任用職員）

生涯学習、スポーツの振興を図る
区の文化政策に関する事務◇任期…
4月1日～令和6年3月31日（更新
あり）█申申込書（学習・スポーツ課で
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可）と小論文を1月11日（必着）
までに当課管理グループへ持参か郵
送（簡易書留）。
█問当グループ☎4566‐2761

助産師（会計年度任用職員）

妊娠期・出産後の保健指導に関す
ること◇勤務地…池袋保健所または
長崎健康相談所※詳細は区ホームペ
ージ参照█申申込書（区ホームページ
からダウンロード）と課題作文、助
産師免許（写し）を12月13日（必着）ま
でに当所窓口へ持参か郵送。

█問池袋保健所保健指導グループ☎
3987‐4174、長崎健康相談所保健指
導グループ☎3957‐1191

●豊島都税事務所
「12月は固定資産税・都市計画税第
3期分の納期です（23区内）」
12月27日㈫までに、6月にお送り
した納付書で納めてください。納税
には、スマートフォン決済アプリの
ほか、インターネット上の専用サイ
トからクレジットカートでも納付で
きます。また、口座振替、金融機関、
郵便局のぺイジー対応のインターネ
ットバンキング、モバイルバンキン
グおよびATMでも納付できますの
で、ぜひご利用ください。なお、新
型コロナウイルス感染症の影響によ
り納税が困難な場合は、所管の都税
事務所に相談してください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●東京都福祉保健局
「医師・歯科医師・薬剤師および医
療従事者の届出について」
医師法などにより、医師・歯科医

師・薬剤師・保健師・助産師・看護
師・准看護師・歯科衛生士・歯科技
工士は、12月31日現在の届け出が必
要です◇提出期限…1月16日㈪
█問当局医療人材課☎5320‐4434、
（薬剤師のみ）薬務課☎5320‐4503
●ハローワーク池袋
「職業訓練セミナー（説明会）」
12月8日㈭・16日㈮・26日㈪、1
月10日㈫ 午後2時～3時45分※詳
細はホームページ（開催日の3週間
前から掲載、申込み開始）参照。事
前に求職申込み（求職
番号）が必要。
█申ハロートレーニング
コーナー☎5911‐8609
（45#）

当センターでは、障害者に対する虐待の相談や通報などを受け付けてい
ます。お話を聞き、必要に応じて、家庭などへの訪問や障害福祉サービス
の利用の提案、関係機関の紹介など解決に向けて支援します。相談や通報
をした方の情報は守られます。ひとりで抱えずまずは相談してください。

●虐待の例
①身体的虐待…殴る、火傷させる、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど。
②性的虐待…裸にする、キスをする、性的な雑誌やビデオを見せるなど。
③心理的虐待…怒鳴る、悪口を言う、子ども扱いする、無視するなど。
④放棄・放任…十分な食事を与えない、必要な医療や福祉サービスを受け
させないなど。
⑤経済的虐待…日常生活に必要な金銭を与えない、年金や賃金を渡さない
など。
█問心身障害者福祉センター☎3953‐2811

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の公平性確保を目指
して、広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、捜索などの
滞納処分など、多様な徴収対策に取り組んでいます。
●催告書・督促状の発送…平成30年度第1期分（平成30年7月2日納期
限）から令和4年度第2期分（8月31日納期限）の納付が確認できない方
へ、12月1日に催告書を発送します。また、令和4年度第3期（10月31
日納期限）の納付が確認できない方へ、11月29日に督促状を発送しまし
た。期限内に納付してください。
●滞納処分を実施します…納期限までに納付がない場合は督促状を発送
します。督促状を送付しても納付や相談がない場合は、官公署・金融機
関・勤務先・取引先などに対して財産調査を行います。財産が発見され
た場合は、財産を差し押さえます。
█問税務課整理第一・第二グループ☎4566‐2362

◇100円（12歳未満は無料）█申当日直接銭湯へ。
営業の有無などの詳細は区内各銭湯に問い合わせてください。
█問生活産業課管理グループ☎4566‐2741

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。

障害者虐待防止センターにご相談ください
＼冬至・12月22日㈭は銭湯のゆず湯に行こう／＼冬至・12月22日㈭は銭湯のゆず湯に行こう／

12月は「オール東京
滞納STOP強化月間」です

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告
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