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１．国民健康保険とは
国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者が保険料を出し合い、その保険料と国・都からの支出金により、医療費を負

担する制度です。
加入する方 加入しない方

・	北区にお住まいで、ほかの健康保険に加入していない方 ・	配偶者の健康保険又はご自身の勤務先の健康保険に加
入している方

・	加入できる方は、在留資格と在留期間が適切な方に限
ります。
・	保険料は、国民健康保険の加入資格が生じた時から発
生します。
・	北区外に転出（出国）したり、ほかの健康保険に加入し
た場合には、北区の健康保険証を必ず返していただき

【注意点】
ます。
・	勤務先等の保険をやめた場合は、勤務先等から北区へ
の連絡はありませんので、必ずご自分で手続きをして
ください。

問い合わせ：国保年金課国保資格係　☎3908-1131

２．保険料の納付について
北区から送付する納付書で、お近くの金融機関（銀行、
信用金庫、信用組合等）、ゆうちょ銀行、各郵便局、コンビ
ニエンスストア（右記参照）、国保保険料係、区民事務所ま
たは分室の窓口で支払が出来ます。

保険料の口座振替の申込先
金融機関・ゆうちょ銀行・各郵便局または国保保険料係窓口
必要なもの
被保険者証・通帳・印鑑（通帳届出印）
※	やむをえない事情により、保険料を納めることが困難
になった場合は、早めにご相談ください。

問い合わせ：国保年金課国保保険料係　☎3908-1159
支払が出来るコンビニエンスストア一覧
・	セブンイレブン、ファミリーマート、サンクス、ローソン
ほかのコンビニで納付できます。

国民健康保険について



区内の避難場所・避難所について
地震によって火災が拡大し対処できないとき、または区や警察から避難指示があった場合の区内避難場所は、以下の通
りです。

地震で家屋が倒壊したり、倒壊の恐れがある場合、また燃えてしまった場合には、区内避難所（小・中学校）に避難します。
お住まいの近くの避難場所、避難所を確認しておきましょう。地震が起きた時は、落ち着いて行動することが重要です。ま
た、普段から地震が起きたときの行動について、どのようにするかあらかじめ決めておきましょう。

①	荒川河川敷・赤羽ゴルフ場一帯（志茂2～5、岩淵町、赤
羽1～3、浮間1～5、赤羽北1・2）

②	桐ケ丘・赤羽台・西が丘地区（上十条5、赤羽北3、西が丘
1～3、赤羽西1～6、赤羽台1～4、桐ケ丘1・2）

③	豊島五丁目団地一帯（豊島4～6、王子6）
④	飛鳥高校・駿台学園一帯（豊島1～3・7・8、堀船1～4、王
子2～4、1・5の各一部）

⑤	十条台・北区中央公園一帯（王子本町1～3、上十条1、岸
町1・2、十条台1、中十条1～3）

⑥	東京家政大学・加賀中学校一帯（上十条2～4、十条台2、
十条仲原1）

⑦	王子五丁目団地一帯（王子5の一部、神谷1、東十条1～4）
⑧	飛鳥山公園（王子1の一部、滝野川1・2の各一部、西ケ原
2・3の各一部）

⑨	北運動公園一帯（神谷2・3、志茂1、東十条5・6、赤羽南
1・2）

⑩	清水坂公園一帯（十条仲原2～4、中十条4）

王子地区

王子第五小学校 上十条2-18-17 王子第一小学校 王子5-14-18

荒川小学校 中十条3-1-6 としま若葉小学校 豊島5-3-30

旧桜田小学校 王子5-2-8 王子第三小学校 上十条5-2-3

十条台小学校 中十条1-5-6 旧桜田中学校 王子5-2-7

王子小学校 王子2-7-1 旧清至中学校 王子6-7-3

王子第二小学校 王子本町2-2-5 旧豊島北中学校 豊島5-3-35

豊川小学校 豊島3-10-23 十条富士見中学校 十条台1-9-33

柳田小学校 豊島2-11-20 旧富士見中学校 上十条3-1-25

堀船小学校 堀船2-11-９ 王子桜中学校 王子2-7-1

清水小学校 十条仲原4-5-17 明桜中学校 王子6-3-23

東十条小学校 東十条3-14-23 堀船中学校 堀船２-23-20



赤羽地区

西浮間小学校 浮間2-7-1 桐ケ丘郷小学校 桐ケ丘1-10-23

旧西浮間小学校 浮間4-29-30 赤羽台西小学校 赤羽台2-1-34

第四岩淵小学校 赤羽3-24-23 稲田小学校 赤羽南2-23-24

岩淵小学校 岩淵町6-6 第三岩淵小学校 西が丘1-12-14

志茂子ども交流館 志茂5-18-3 神谷小学校 神谷2-30-5

浮間小学校 浮間3-4-27 梅木小学校 西が丘2-21-15

袋小学校 赤羽北2-15-13 浮間中学校 浮間4-29-32

八幡小学校 赤羽台3-18-5 桐ケ丘中学校 桐ケ丘2-6-11

旧赤羽台東小学校 赤羽台1-1-13 ③旧岩淵中学校 赤羽2-6-18

赤羽小学校 赤羽1-24-６ ④赤羽岩淵中学校 志茂1-19-14

北園まなび館 赤羽北3-6-1 神谷中学校 神谷2-46-13

なでしこ小学校 志茂1-34-17 稲付中学校 赤羽西6-1-4

滝野川地区

滝野川第六小学校 滝野川5-44-15 滝野川小学校 西ケ原1-18-10

紅葉小学校 滝野川3-72-1 滝野川第七小学校 田端4-17-1

滝野川第三小学校 滝野川1-12-27 滝野川第一小学校 田端5-4-1

滝野川第五小学校 昭和町3-3-12 ①旧紅葉中学校 滝野川５-55-８

滝野川第四小学校 東田端2-5-23 ②滝野川紅葉中学校 滝野川2-52-10

谷端小学校 滝野川7-12-17 飛鳥中学校 西ケ原3-5-12

滝野川第二小学校 滝野川6-19-4 田端中学校 田端6-9-1

西ケ原小学校 西ケ原4-19-21 旧新町中学校 田端新町2-27-5

番号の入っている学校については、平成25年4月以降、
以下の名称に変わります。なお、時期により建物が解体あ
るいは建設中の場合は、避難所として開設されない可能
性もありますので、この学校の近くにお住まいの方は、何
箇所か避難先を決めておきましょう。

①旧紅葉中学校 ⇒滝野川紅葉中学校 平成25年
9月②滝野川紅葉中学校 ⇒旧滝野川中学校

③旧岩淵中学校 ⇒赤羽岩淵中学校 平成26年
4月④赤羽岩淵中学校 ⇒旧赤羽中学校

非常食は、区内12箇所の備蓄倉庫、62箇所の小・中学
校等（廃校も含む）の備蓄室に保管されており、災害の場
合には避難所で配布します。その他生活用品も保管さ
れています。
飲料水は備蓄しているペットボトルの配付のほか、災

害対策用応急給水水槽施設3箇所（桐ケ丘公園内、滝野
川公園内、北運動公園内）又は災害用給水所から給水し
た水を平成23年5月に購入した給水車（1
回につき500mlのペットボトル4,000本
分運搬可能）が区民の皆様へ運びます。

災害時の食料品等の対応については、以下の通りです



元気ぷらざは、北清掃工場の建て替
えに伴い、区民の皆さんの健康保持目
的に作られた施設です。温水プール、
給湯暖房は、北清掃工場の余熱を利用
しています。
※	利用時間：午前9時～午後9時（午後
8時30分まで入場可）

※	休館日：原則として月2回（月曜日）年末年始（12/29-
1/3）、点検休館日等

※	利用料金

2時間以内 超過料金
（30分）

子ども（3歳～中学生） 100円 20円
大人 400円 100円
65歳以上（証明書が必要
です） 200円 50円

お得なチャージ券を用意しています。
チャージ券可能額　1,000 円（1,200 円分）3,000 円
（3,600 円分）
※	3歳未満のお子さん、おむつを使用している方、水着を
着ていない方は入場できません。

※	小学校2年生以下（午後6時以降は中学生以下）は保護者
同伴。

※	問い合わせ：☎5249-2214

外国人に北区のことをもっと知ってもらうために、北区内の施設・工場・老舗
の見学を実施するバスツアーです。
毎回大好評で、「参加して良かった」という声がたくさん寄せられています。
2012年12月～2013年2月に実施予定です。詳しい日程は北区ニュースを
ご覧ください。

北区立中央図書館はどなたでも自由に利用・閲覧できま
す。外国人向けの図書・雑誌などが揃っていますので、気
軽にご利用ください。

１．外国語図書・新聞・雑誌の紹介
英語・中国語・韓国語が主ですが、ドイツ語、フランス語
などもあります。内容としては、小説、アジア圏の言語の
資料、辞書、日本語学習のための図書を収集しています。
新聞・雑誌・週刊などは遅れる場合があります

２．利用案内（図書以外のフロアー）
★	視聴ブース：CD、DVD、ビデオテープの視聴が出来ます。
★	ＰＣコーナー：電子資料、商用データベース、インター
ネットの閲覧、パソコン持込などの専用席があります。

★	子育て情報支援室：赤ちゃんやお子さん連れでも、気兼
ねなく利用できます(授乳室完備)。木の玩具、布の絵
本があり、保護者の方々の情報交換の場としてもご利
用いただけます。

★	喫茶室：１階に持込飲食のできる「フリースペース」が
あります。オアシスとしてご利用ください。

３．利用注意事項
★	貸出期間を守って利用してください。
★	図書物を汚れたり壊したりした場合は弁償してもらう
ことがあります。

中央図書館の案内

東京都北区立
元気ぷらざ

室内温水プール

北区総務課国際担当が主催するイベントの紹介

開催日：10月 6日（土）～ 10月 7日（日）
場所：飛鳥山公園（王子会場）
内容：各国料理・民芸品展示と販売・
各国の玩具

区民まつり
（国際ふれあい広場）

外国人ためのバスツアー

外国人向けの国際交流紙「global	
thinking」は年2回（9月、3月）発行し
ているため、編集会議も年2回開催し
ます。
44号編集会議は11月中旬頃開催す
る予定ですが、随時にお知らせします。

北区国際交流紙編集会議の案内


