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庁舎等案内
◆北区役所周辺案内　◆区民事務所

 ◆ 北区役所周辺案内
【主な交通機関】
●JR 王子駅北口（親水公園口） 

徒歩5分
●地下鉄南北線王子駅3、5 番出口 

徒歩5分
●都電荒川線王子駅前 

徒歩6分
●国際興業バス赤50、王22、王23 

北区役所停留所下車
●北区コミュニティバス 

北区役所停留所下車

北区役所庁舎ご案内 平成 30 年 10 月 1 日現在

■ 第一庁舎（王子本町1-15-22）�

    

■�滝野川分庁舎（滝野川2-52-10）������■ 第二庁舎（王子本町1-2-11）　      

7 階

住宅課、区営・区民住宅受付担当、
まちづくり推進課、防災まちづくり
事業担当、十条まちづくり担当課、
連続立体交差事業担当、王子まちづ
くり担当課、建築課

6 階 職員課（給与福利係）、議場傍聴席
5 階 議場
4 階 区議会事務局、委員会室、議員控室

3 階

広報課、区民相談室、総務課、新庁
舎担当、職員課、企画課、財政課、
経営改革・公共施設再配置推進担当
課、道路公園課、都市計画課、施設
管理課、土木政策課

2 階
保育課、子ども未来課（子育て給付
係）、税務課、防災課、危機管理課、
地域防災担当、生活安全担当、収納
推進課、国保年金課

1 階
障害福祉課、区政資料室、健康推進
課（健康係、健康づくり推進係）、地
域医療連携推進担当課、高齢福祉課、
介護保険課、長寿支援課

地 下
1 階 巡視室（時間外の戸籍届出等）、食堂

4 階 生活福祉課（生活支援係・医療介護
係）、北区就労支援センター

3 階 契約管財課、リサイクル清掃課、清
掃事業企画調整担当、環境課

2 階 戸籍住民課、健康福祉課、障害福祉
課（公害保健係）、会計課

1 階 王子区民事務所

4 階 学校適正配置担当課、監査事務局

3 階 教育総合相談センター（教育相談担当）、
選挙管理委員会事務局

2 階
教育政策課、学校改築施設管理課、生涯学
習・学校地域連携課、教育指導課、教育総
合相談センター（就学相談担当・事務担当）

1 階
子ども未来課（次世代育成係）、放課
後子ども総合プラン推進担当、子ど
もの未来応援担当、子育て施策担当
課、学校支援課、適応指導教室

窓口番号等はP120 〜 121をご覧ください。

3 階 区民情報課
2 階 生活福祉課
1 階 生活福祉課、北部地域保護担当課

■�第三庁舎（王子本町1-4-14）� �

11 階 産業振興課、観光振興担当、消費生活センター、
東京広域勤労者サービスセンター北区営業所

10 階
地域振興課、地域のきずなづくり担
当、文化施策担当課、北区文化振
興財団、スポーツ推進課、東京オリ
ンピック・パラリンピック担当課

5 階 男女いきいき推進課、スペースゆう
（北区男女共同参画活動拠点施設）

4 階 北区 NPO・ボランティアぷらざ
1 階 東京北区観光協会

■�北とぴあ（王子1-11-1）　� �����

2 階 営繕課、設備・保全担当
1 階 営繕課

■�第五庁舎（王子本町1-16-8）� �

電　　話　月〜金曜（終日）…TEL 3908-1111
　　　　　※祝日・休日を除く
　　　　　土・日曜、祝日・休日に
　　　　　緊急の場合…TEL 3908-1133
窓口受付　月〜金曜　午前 8 時 30 分〜午後 5 時
　　　　　（区民事務所は P27-28 を参照）
F A X 　上記「窓口受付」時間以外で
　　　 　　緊急の場合… FAX　3908-1166

第五庁舎別館

N

N
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取扱事務 平日昼間
平日夜間  第 2・第 4 日曜（原則）

王子・赤羽 第 3 火曜 ( 注 1)
赤羽のみ  王子・赤羽  第 4 日曜 ( 注 1)

 赤羽のみ
（１）住民記録関係
住民票の写しの交付 ○ ○ ○ ○ ○
住民票記載事項証明書の交付 ○ ○ ○ ○ ○
転出入・転居・世帯変更の届出
※ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード（交付を受け

ている方）、通知カード（手元にある方）を持参ください
○ － ○ － ●

不在住証明書の交付 ○ ○ ○ ○ ○
住居表示に関する届出・証明 ○ － － － －
住民基本台帳の閲覧 ○ － － － －
マイナンバーカードの交付（予約制） ○ － － － －
広域交付住民票の写しの交付（午前 9 時から午後 4 時まで） ○ － － － －
年金受給者現況届の証明 ○（注 2） ○（注 2） ○（注 2） ○（注 2） ○（注 2）

（２）公的個人認証サービス関係
電子証明書の発行（マイナンバーカードを必ず持参ください）  ○  －  ○ ( 注 3)  －  ● ( 注 3)

（３）印鑑証明関係
印鑑登録・登録廃止 ○ － ○ － ●
印鑑証明書の交付（登録カードを必ず持参ください） ○ ○ ○ ○ ○

（４）戸籍関係
戸籍全部・個人事項証明書（謄・抄本）の交付 ○（注 4・5） － － － －
戸籍の附票の写しの交付 ○（注 5） － － － －
身分証明書の交付 ○（注 5） － － － －
不在籍証明書の交付 ○（注 5） － － － －

（５）保険・年金関係
国民健康保険の加入、資格喪失等の届出 ○ － ○ － ●
国民健康保険証の交付 ○ － ○ － ●
国民健康保険料の収納 ○（注 5） ○（注 5・6） ○（注 6） ○（注 5・6） ○（注 6）
後期高齢者医療保険料の収納 ○（注 5・6） ○（注 5・6） ○（注 6） ○（注 5・6） ○（注 6）
介護保険料の収納 ○（注 5・6） ○（注 5・6） ○（注 6） ○（注 5・6） ○（注 6）
国民年金の加入（3 号を除く）、資格変更の届出 ○ － ○ － ●

（６）区税関係
住民税証明書の交付 ○ △（注 7） △（注 7） △（注 7） △（注 7）
軽自動車税証明書の交付 ○ △（注 8） △（注 8） △（注 8） △（注 8）
住民税・軽自動車税の収納 ○（注 5） ○（注 5・6） ○（注 6） ○（注 5・6） ○（注 6）

（７）保健関係
母子健康手帳の交付 ○ ○ ○ ○ ○
飼い犬の登録、注射済票の交付 ○ ○ ○ ○ ○

（８）使用料・手数料関係
保育料の収納（緊急・一時預かり・休日・年末特別・病後児保
育を除く） ○（注 5・6） ○（注 5・6） ○（注 6） ○（注 5・6） ○（注 6）

区民住宅・区営住宅使用料の収納 ○（注 5・6） ○（注 5・6） ○（注 6） ○（注 5・6） ○（注 6）
指定自転車置場登録手数料の収納 ○（注 5・6） ○（注 5・6） ○（注 6） ○（注 5・6） ○（注 6）

（９）その他
転入・転居による就学通知書の交付 ○ － ○ － ●
地価公示図書の閲覧 ○ ○ ○ ○ ○
自動車の臨時運行許可（仮ナンバーの貸与） ○ － － － －

　注１ 第３火曜及び第４日曜（原則）に赤羽区民事務所のみ業務を拡大しています。            
　 　　開庁日はホームページまたは赤羽区民事務所（電話：03-5948-9541）でご確認ください。
　注２ 申請人が書式を持参した場合に限ります。            
　注３ 発行可能時間が限られておりますので、受付が終了時刻間際になりますとお手続きができない場合があります。         
　注４ 除籍・改製原を除く、現在戸籍の写しのみ発行します。            
　注５ 王子区民事務所では取り扱っておりません。            
　注６ 納付書持参の場合に限ります。            
　注７ 月曜から金曜の午前８時３０分から午後５時までに、電話でお受け取りになる区民事務所に請求（予約）があったものに限ります。     
　注８ 月曜から金曜の午前８時３０分から午後５時までに、電話で税務課税務係（電話：03-3908-1114）に請求（予約）があったものに限ります。  

　平日昼間 ( 月～金曜 )………  午前 8 時 30 分から午後 5 時まで
　平日夜間 ( 月～金曜 )………  午後 5 時から午後 7 時まで
　第 2・第 4 日曜 ( 原則 )……  午前 9 時から午後 5 時まで
　第 3 火曜夜間………………  午後 5 時から午後 7 時まで
　第 4 日曜 ( 原則 )……………  午前 9 時から午後 5 時まで　※表中の●の業務は午前 9 時から午後 4 時まで
　◎開庁日は変更となる場合がありますので、ホームページまたは赤羽区民事務所（電話：03-5948-9541）でご確認ください。
　◎大変混雑しますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
　※土曜・祝日・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）は開庁しません。ただし、第 2・第 4 日曜と祝日が重なる場合は開庁します。
　※滝野川区民事務所は、夜間と日曜は開庁しません。

 ◆ 区民事務所
■��１．区民事務所取扱事務一覧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  

■��２．窓口開庁時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��    
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■�滝野川区民事務所�

窓口開設時間 月～金曜……午前 8 時 30 分～午後 5 時
※土曜、日曜、祝日及び年末年始は閉庁

※ 赤羽区民事務所には障害者用の駐車スペースを1
台分用意しています。障害のある方以外の駐車は
できません。

■�王子・赤羽区民事務所�

窓口開設時間

月～金曜……午前 8 時 30 分～午後 7 時
（祝日と重なる場合は閉庁）

原則第 2・4 日曜………午前 9 時～午後 5 時
（祝日と重なる場合は開庁）

※土曜、祝日及び年末年始は閉庁
▶ P27　取扱事務一覧表を参照してください。

赤羽区民事務所
〒 115-0045　赤羽 1-1-38

TEL 5948-9541　FAX 3905-2008

N

至川口

東口北改札口
北改札口

南口
西口

至東十条

アルカード2アルカード2

赤羽小

赤羽公園
赤羽会館赤羽会館

赤羽郵便局赤羽郵便局
赤羽文化センター赤羽文化センター

スーパー
マーケット

赤羽区民事務所

赤 羽 駅

赤 羽 駅

ス ズ ラ ン 通 り

東 

本 

通 

り

滝野川区民事務所
〒 114-8534　西ケ原 1-23-3　滝野川会館内
TEL 3910-0141　FAX 3949-5093

N
至王子

滝野川警察署

印刷局
東京工場

地下鉄西ケ原駅
（1番出口）

花と森の
東京病院

滝野川
消防署

旧古河庭園旧古河庭園

滝野川小

山手
線

地下鉄駒込駅（5番出口）
至本郷至池袋

（北
口）

平塚
神社

案内掲示

京浜東北線

至田端

至田端

至田端

滝野川健康支援センター

滝野川区民事務所
（滝野川会館内）

駒込
駅

防災
センター

上中里駅

歩
道
橋

本
郷
通
り

王子区民事務所
〒 114-8508　王子本町 1-2-11　第二庁舎

TEL 3908-8745　FAX 3908-9233

N

王子第二小

至東十条

第五庁舎

第二庁舎

第三庁舎

北とぴあ
柳田公園

王子駅前
公園

都電

交番

至上中里

北区
役所

王子区民事務所

飛
鳥
山
公
園

親水
公園

王
子
駅
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■�本人確認について　　　　　　　　　　　　　　�
申請書などにマイナンバーを記入する際には、本人確
認として「マイナンバーの確認」と手続きを行う方の

「身元確認」が義務付けられています。
マイナンバーの確認には「通知カード」または「マイ
ナンバーカード」かマイナンバーが記載してある住民
票の提示が必要です。
身元確認はマイナンバーを確認した書類によって異な
りますが、マイナンバーカード以外のものでマイナン
バーの確認をした場合は、運転免許証やパスポートな
ど、公的機関が発行した顔写真入りの証明書の提示な
どが必要です。
本人確認に関する資料に関する詳細や、代理人による
手続きなどは、手続きを行う担当課にお問い合わせく
ださい。

手続き・届出・税
◆マイナンバー　◆転入してきたとき　◆転出するとき　◆住民登録　◆住民基本台帳カード　
◆マイナンバーカード　◆印鑑登録　◆戸籍　◆電子証明書（公的個人認証サービス）　
◆その他の届出　◆税金　◆電子申請サービス　◆人口統計資料

 ◆ マイナンバー
マイナンバーを利用する主な事務

マイナンバーを利用する際の注意事項

手続きの概要 担当課 電話番号
個人住民税の申告など 税務課 TEL 3908-1113
国民健康保険の資格取得・喪失など

国保年金課

TEL 3908-1131
国民健康保険の各種給付金の支給など TEL 3908-1132
後期高齢者医療保険の資格取得など TEL 3908-9069
後期高齢者医療保険の各種給付金の支給など TEL 3908-9069
妊娠届出・母子手帳の交付、養育医療の申請など

健康推進課
TEL 3908-9016

予防接種（健康被害救済制度）に係る手続きなど TEL 3908-9016
生活保護の申請、保護の実施など

生活福祉課・北部地域保護担当課
TEL 3908-1144

中国残留邦人等支援の実施など TEL 3908-9004
老人福祉法に定める福祉給付・措置の実施など 高齢福祉課 TEL 3908-9083
身体障害者手帳交付申請受付

障害福祉課

王子障害相談係
TEL 3908-9081
TEL 3908-1358 ～ 9
赤羽障害相談係
TEL 3903-4161

精神障害者福祉保健手帳交付申請受付
障害者自立支援給付・利用者負担限度額の決定など
障害児通所給付費の支給・変更など
自立支援医療（精神通院医療）・小児慢性特定医療費助成の申請など
要介護（要支援）認定申請など

介護保険課

TEL 3908-1120
住所地特例制度 TEL 3908-1285
介護保険資格取得・喪失など TEL 3908-1285
介護保険給付・利用者負担額の減額の申請など TEL 3908-1286
結核医療費助成申請受付 保健予防課 TEL 3919-3101
児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成など 子ども未来課 TEL 3908-9096
保育所入園の決定・保育料の賦課など 保育課 TEL 3908-9129

※ 各手続きを行うにあたっては、あらかじめ担当課にご確認ください。
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外国人の方は在留カード・特別永住者証明書（切替前の方は外国人登録証明書）、一時庇護許可書または仮滞在
許可書が必要です。入国後初めて住所を登録するときはパスポートもお持ちください。
※手続きの詳細は、担当課へお問い合わせください。

 ◆ 転入してきたとき

北区外の区市町村から転入してきたときの主な手続き

北区内で転居したとき

引越後 14 日以内に最寄りの区民事務所へ届けてください。届出の際にはマイナンバーカードま
たは住民基本台帳カード（交付を受けている方）、通知カード（お手元にある方）をご持参くだ
さい。また、外国人の方は在留カード・特別永住者証明書（切替前の方は外国人登録証明書）、
一時庇護許可書または仮滞在許可書が必要です。

住民登録 ▶ P32

転出証明書または特例転出届出後のマイナンバーカード・住民基
本台帳カードをお持ちのうえ、引越後 14 日以内に手続きをして
ください。通知カードをお持ちの方はご持参ください。国外から
の転入は、全員のパスポートが必要です。また、日本人の方は戸籍・
戸籍の附票もお持ちください。

各区民事務所

印鑑登録 ▶ P36 必要な方は、新たに登録手続きをしてください。 各区民事務所

国民健康保険 ▶ P54 新たに加入の手続きをしてください。※高齢受給者証の該当の方
には、後日、高齢受給者証を送付します。

国保年金課国保資格係
TEL 3908-1131
各区民事務所

国民年金  ▶ P56
加入者 年金手帳をお持ちください。 国保年金課年金係

TEL 3908-1139
受給権者 日本年金機構に個人番号（マイナンバー）を収録されている方は

届出は不要です。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構北年金事務所
TEL 3905-1011（代表）

障受給者証 ▶ P84
都内から 障害者手帳、健康保険証と交付状況連絡票をお持ちのうえ、手続

きをしてください。
障害福祉課王子障害相談係
TEL 3908-9081
FAX 3908-5344
障害福祉課赤羽障害相談係
TEL 3903-4161
FAX 3903-0991

都外から 障害者手帳、健康保険証と所得証明書をお持ちのうえ、手続きを
してください。

各種障害者手帳 ▶ P84 手帳をお持ちのうえ、住所変更の手続きをしてください。

後期高齢者医療 ▶ P78 都外から転入する方は、負担区分等証明書を区民事務所に提出し
てください。（後日、後期高齢者医療被保険者証を送付します）

国保年金課高齢医療係
TEL 3908-9069

介護保険 ▶ P57
要介護・要支援認定をすでに受けている方は、前住所地が発行し
た「受給資格証明書」をお持ちのうえ、引越後 14 日以内に手続
きをしてください。

介護保険課認定調査係
TEL 3908-1120

児童手当・児童育成手当
 ▶ P94

手当・医療の申請手続きをしてください。なお、申請日によって、
資格の得られる日が異なる場合（遡及措置）があります。

子ども未来課子育て給付係
TEL 3908-9096

児童扶養手当 ▶ P94
特別児童扶養手当 ▶ P94
乳幼児医療証 ▶ P94
子ども医療証 ▶ P94
ひとり親家庭等医療証 ▶ P91
母子健康手帳

（母と子の保健バッグ） ▶ P93

最寄の健康推進課各健康支援センターへご連絡ください。

健康推進課王子健康支援センター
TEL 3919-7588
健康推進課赤羽健康支援センター
TEL 3903-6481
健康推進課滝野川健康支援センター
TEL 3915-0184
健康推進課健康係
TEL 3908-9016

予防接種 ▶ P93

乳幼児健康診査 ▶ P95

飼い犬の登録 ▶ P65 北区保健所生活衛生課へご連絡ください。 北区保健所生活衛生課
TEL 3919-0431

保育園 ▶ P95・122 保育課入園相談係へご相談ください。 保育課入園相談係
TEL 3908-9129

小・中学校（区立）
 ▶ P101・122

転入時に交付される就学通知書と、前籍校で発行した在学証明書・
教科書給与証明書をお持ちのうえ、指定された学校で手続きをし
てください。

学校支援課学事係
TEL 3908-1541

原動機付自転車・
小型特殊自動車 ▶ P42

他区市町村発行の廃車証明書・印鑑・本人確認書類（P32）をお
持ちのうえ、登録の手続きをしてください。

税務課税務係
TEL 3908-1114
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●電話の移転は……ご契約の各通信事業者へお問い合わせください。
●電気は…………… 東京電力東京カスタマーセンター東京第二　フリーダイヤル 0120-995-005
●ガスは…………… 東京ガスお客さまセンター（NTTナビダイヤル） 

　　　　　　　　 TEL 0570-002230　IP電話・海外から TEL 3344-9100
●水道は…………… 東京都水道局お客さまセンター TEL 5326-1100㈹
●郵便は…………… 引越の1週間くらい前に、最寄りの郵便局の窓口で転居届の手続きを行ってください
　　　　　　　　　〔本人確認のできる資料（運転免許証など）をお持ちください〕。1年間、新住所へ郵便物が　
　　　　　　　　　 転送されます。
●運転免許証は…… 下記警察署または新住所地の警察署にお問い合わせください。 

　　　　　　　　 王子警察署 TEL 3911-0110 ㈹　　赤羽警察署 TEL 3903-0110 ㈹　 
　　　　　　　　 滝野川警察署 TEL 3940-0110㈹

 ◆ 転出するとき

北区外の区市町村へ転出するときの主な手続き

その他の手続き

※手続きの詳細は、担当課へお問い合わせください。

住民登録　　　　　　　 ▶ P32
あらかじめ転出証明書をお取りいただくか、マイナンバーカード
または住民基本台帳カードによる特例転出届出を行ってくださ
い。 各区民事務所

印鑑登録　　　　　　　 ▶ P36 転出（予定）日をもって登録が抹消となります（外国人の方も同
様です）。

国民健康保険　　　　　 ▶ P54
被保険者証を必ずお返しください。世帯主が転出の場合は、家族
全員の被保険者証をお持ちください。※高齢受給者証をお持ちの
方は、高齢受給者証をお返しください。

国保年金課国保資格係
TEL 3908-1131
各区民事務所

障 受給者証　      
▶ P84

都内へ 受給者証をお持ちのうえ、交付状況連絡票をお取りください。 障害福祉課王子障害相談係
TEL 3908-9081
FAX 3908-5344
障害福祉課赤羽障害相談係
TEL 3903-4161 
FAX 3903-0991

都外へ 受給者証を必ずお返しください。

後期高齢者医療　　　　 ▶ P78 都外へ転出する方は、後期高齢者医療被保険者証をお持ちのうえ、
負担区分等証明書を区民事務所でご請求ください。

国保年金課高齢医療係
TEL 3908-9069

介護保険　　　　　　　 ▶ P57

要介護・要支援認定を受けている方は、「受給資格証明書」をお
取りください。

介護保険課認定調査係
TEL 3908-1120

被保険者証、負担割合証をお返しください。
介護保険課介護保険料係
TEL 3908-1285区外の特別養護老人ホーム等、施設に入所するために転出される

方は、お問い合わせください。
児童手当・児童育成手当

手当・医療の転出の手続きをしてください。なお、手当などによっ
ては、必要な手続きが異なります。

子ども未来課子育て給付係
TEL 3908-9096

 ▶ P94
児童扶養手当　　　　 ▶ P94
特別児童扶養手当　　 ▶ P94
乳幼児医療証　　　　 ▶ P94
子ども医療証　　　　 ▶ P94

ひとり親家庭等医療証　 ▶ P91

保育園 ▶ P95・122 保育課入園相談係へご連絡ください。 保育課入園相談係
TEL 3908-9129

小・中学校（区立）
 ▶ P101・122 学校から在学証明書・教科書給与証明書をお取りください。 学校支援課学事係

TEL 3908-1541
原動機付自転車・
小型特殊自動車　　　　 ▶ P42 標識交付証明書・ナンバープレート・印鑑・本人確認書類（P32）

をお持ちのうえ、廃車手続きをしてください。
税務課税務係
TEL 3908-1114



32

手
続
き
・
届
出
・
税

住民基本台帳には住居関係、選挙人名簿の登録、国民
健康保険、国民年金などの記録がなされ、就学、就職、
不動産登記、自動車運転免許取得など、皆さんの日常
生活に広く利用されるものです。平成24年7月9日
からは、外国人の方の新しい在留管理制度が始まり、
外国人住民の方も日本人と同じく住民基本台帳に記載
され、住民票の写しが交付されるようになりました。

本人確認について
■�個人情報保護のために　　　　　　　　　　　��　�
住民基本台帳法の一部が個人情報保護の観点から改正
され、平成20年5月1日に施行されました。住民票
の写し等、誰でも交付請求ができるとしていた取り扱
いを見直し、交付の請求ができる場合を制限しました。
また、交付の請求、転出届等の本人確認を厳格化し、
なりすましの防止を図るとともに、不正請求者に対す
る制裁措置を強化した内容となりました。

■�確認させていただく請求・届出　　　　　　��　　�
主に次の請求・届出についてご協力をお願いします。
●転入・転出届などの住民票の異動届出
●住民票の写し等の交付　　●印鑑登録・廃止など
●電子証明書の交付　　　　●母子健康手帳等の交付
●仮ナンバーの貸与　　など

■�確認させていただく書類等　　　　　　��　　　　�
【1点確認書類（主なもの）】
・官公署発行で写真が貼付されているもの〔マイナン

バーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運
転免許証、運転経歴証明書、在留カードまたは特別
永住者証明書（切替前の方は外国人登録証明書）な
ど〕

・官公署発行で写真が貼付されていないもの（住民基
本台帳カード、国民健康保険証、政府管掌健康保険
証、介護保険証、年金手帳など）

・官公署以外の発行で写真が貼付されているもの（社
員証、学生証など）

・官公署以外の発行で写真が貼付されていないもの 
（各種健康保険組合・各種国保組合等の被保険者証
など）

【2点確認書類】
・前記以外のものでいずれか2点による確認（キャッ

シュカード、クレジットカード、診察券、シルバー

 ◆ 住民登録
王子区民事務所    TEL 3908-8745　FAX 3908-9233
赤羽区民事務所　 TEL 5948-9541　FAX 3905-2008
滝野川区民事務所 TEL 3910-0141　FAX 3949-5093

住民基本台帳（住民票）とは

パス、公共料金の領収書、宛名入りの郵便物など）
※  有効期限の切れたものは、本人確認書類とはなり

ません。
※  お持ちいただく本人確認書類は、最新の情報（氏名・

住所等）が記載されたものをお願いします。
※  前記のいずれもお持ちでない場合は、各種の質問

により確認させていただきます。

王子区民事務所、赤羽区民事務所、滝野川区民事務所
へお届けください。

※1「外国人の方の住所変更等の届出」  
在留カード、特別永住者証明書（切替前の方は
外国人登録証明書）、一時庇護許可書または仮滞
在許可書が必要です。  
申請者は本人または同一世帯の方です。本人以
外の同一世帯の方が申請する場合は家族全員の
在留カード、特別永住者証明書（切替前の方は
外国人登録証明書）、一時庇護許可書または仮滞
在許可書をお持ちください。同一世帯以外の方
が申請する場合はあわせて委任状が必要です。

※2 国民健康保険証は加入している方、印鑑登録証
は登録している方、マイナンバーカード・住民
基本台帳カードは交付を受けている方のみです。

※3 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
による特例転入の方は、カードをお持ちくださ
い。

※4 海外から転入するときは、パスポート並びに日
本人の方は戸籍証明書及び附票、外国人の方は
※ 1 の書類が必要です。

住所変更等の届出

届出の種類 ※1 届出期間
届
出
人

届出に必要なもの

転
出
証
明
書

国
保
保
険
証

印
鑑
登
録
証

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　

ま
た
は
住
基
カ
ー
ド

（
持
っ
て
い
る
方
）

※2 ※2 ※2 ※5
転入届

（他の区市町村から
引っ越してきたと
き）

引 っ 越 し た
日から
14 日以内

本
人
ま
た
は
世
帯
主

●
※3 ●

転入届（海外から
引っ越してきたと
き）

●
※4

転出届（区外に引っ
越すとき） 引っ越す前 ● ● ●

転居届（区内で住
所を変更したとき）

引 っ 越 し た
日から
14 日以内

● ●

世帯変更届（世帯
主が変わったとき、
世 帯 を 分 け た り、
一緒にしたとき）

変 更 の あ っ
た日から
14 日以内

●

国外移住（国外へ
移住するとき）

出 国 す る ま
で

● ● ●
国外へ出国すると
き（1 年以上の海
外出張、海外旅行
をするとき）

● ● ●
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※5 マイナンバーカード・通知カード・住民基本台
帳カードをお持ちの方は世帯全員分をお持ちく
ださい。

●届出人の本人確認書類（P32）が必要です。
●届出が代理人の場合は、委任状、代理人の印鑑、代

理人の本人確認書類が必要です。

（1）氏名・生年月日・国籍が変わったとき

（2）特別永住者証明書の更新・再交付

※  代理申請の場合はお問い合わせください。
※  紛失等で特別永住者証明書がない方は運転免許証

等本人確認できるものをお持ちください。紛失・
盗難・滅失・汚損等以外の理由による再交付は手
数料がかかります。

＊ 各手続きには届出・申請期間があります。詳しく
はお問い合わせください。

＊ 中長期在留者の方の住所・世帯変更以外の変更届
出等申請は東京入国管理局〔東京都港区港南5-5-30　
TEL 5796-7111〕です。

●転出の届出は、一般的には2週間前ぐらいからあら
かじめ窓口で手続きしていただくものです。

●郵送による転出の届出は、引越ししてしまった後で
窓口に来所できない方が請求できます。

●転出証明書が手元に届いた後、新しい住所の市区町
村で引越した日から14日以内に手続きを行ってく
ださい。また、転出される方の中にマイナンバーカー
ドまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場
合は、特例として転出証明書が交付されない場合が
あります。その際は北区で転出手続き後、転入地に

届出時の注意事項

特別永住者の方の住所・世帯変更以外の
変更等の届出
王子区民事務所（特別永住者証明書交付申請受付窓口）

TEL 3908-8746

申請者 本人または同一世帯の親族等必要なもの

必要なもの

・特別永住者証明書 
（切替前の方は外国人登録証明書）

・変更したことが証明できる書類
・パスポート（所持する場合のみ）
・写真 1 枚（縦 4cm ×横 3cm、3 カ月以内

に撮影されたもの。16 歳未満の方は不要）

申請者 本人または同一世帯の親族等

必要なもの

・特別永住者証明書 
（切替前の方は外国人登録証明書）

・パスポート（所持する場合のみ）
・写真 1 枚（縦 4cm ×横 3cm、3 カ月以内

に撮影されたもの。16 歳未満の方は不要）

郵便による転出証明書の請求方法

カードを持参してください（暗証番号の入力が必要
になります）。

●請求（届出）者はご本人または世帯主のみの請求で
す。代理人による請求はお取り扱いできません。

●手数料は無料です。

■�請求書の書き方など　�　　　　　　　　　　����　
【請求先（封筒の宛名）】
〒114-8508（住所不要）
戸籍住民課王子区民事務所

【同封する請求書】
便せんなどに作成してください。

【同封する本人確認書類】
請求者の本人確認書類（P32）の写し、マイナンバー
カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は必ず
カードの写しを同封してください。

【同封する返信用封筒（不要の場合があります）】
宛先に、請求書の新しい住所とお名前を書いて、返信
用切手を貼ってください。なお、お急ぎの方は速達分
の切手を加えて請求してください。

住民票の申請

窓口での請求
住民票・記載事項証明書等の申請

【申請場所】 
各区民事務所

【申請に必要なもの】
・本人、同一世帯構成員…請求者の本人確認書類
・任意代理人…代理人の本人確認書類、委任状（世帯

構成が異なる場合は、親族の方でも委任状が必要に
なります）

・第三者…申請者の本人確認書類、疎明資料
【手数料】
1通300円、第三者による請求は1通500円
※ 年金裁定請求等の場合には手数料が免除になります。
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■�委任状の書き方など　　　　　　　　　　　　��　�
便せんなどに必ず本人が自署してください。

委任状が必要な項目について
●印鑑登録については……………… P36 ～ 37参照
●戸籍については…………………… P37 ～ 38参照
●税金については…………………… P40 ～ 42参照

住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、法律の一部改正
により、大幅に制限されています。国または地方公共
団体等、報道、学術研究など公的な目的に基づく閲覧
制度に変更され、審査が厳しくなっています。一般的
にお問い合わせが多い、同窓会や友人をお捜しすると
いった場合には応じられません。また、金銭貸借など
債権回収に基づく閲覧の場合などは、契約証書の写し
の提供と、該当個人の①住所②氏名③生年月日④性別
を特定しての閲覧となります。
閲覧申請の際は、本人確認書類（P32）が必要になり
ます。

【申請場所】 各区民事務所
【手数料】 1回100円
台帳による閲覧30分1,000円、転記1件につき100円
※ 各区民事務所とも全体の閲覧ができます。

お電話をいただいた際に本人確認のためにいくつか質
問させていただきます。

電話による住民票の請求

【請求できる方】
本人または同一世帯として住民票に記載されている方

【申請内容】
住所、氏名、生年月日、使用目的、提出先、通数、昼
間の連絡先の電話番号

【手数料】
1通300円分の定額小為替（ゆうちょ銀行・各郵便局
で購入）を同封してください。

【その他】
郵送料切手を貼付した、宛先明記の返信用封筒を同封
してください。請求した方の本人確認書類（P32）の
コピーが必要になります。また、第三者が請求される
場合は1通500円、疎明資料（契約書、申込書の写
し等）、疎明資料と申請する住所が異なる場合は戸籍
の附票等つながりが確認できるものも必要です。

【申請場所及び問い合わせ先】
〒114-8508（住所不要）
戸籍住民課（住民票郵送請求担当）
詳しくはお問い合わせください。

住民登録をしていない自治体で住民票の交付を受ける
ことができます。詳しくは交付を受けたい区市町村の
窓口へお問い合わせください。

【請求できる方】 本人または同一世帯の方
【請求場所】 各区市町村の広域交付窓口
【請求に必要なもの】
・本人確認書類（例：マイナンバーカードまたは住民

基本台帳カードとそのパスワード・パスポート・運
転免許証等・在留カードまたは特別永住者証明書）

・ 印鑑
【取扱時間】 午前9時～午後5時
【手数料】 区市町村ごとに違います（北区では1通300円）

予約先
受取場所を管轄
する区民事務所

王子区民事務所　　　　TEL 3908-8745
赤羽区民事務所　　　　TEL 5948-9541
滝野川区民事務所　　　TEL 3910-0141

請求人及び受取人 本人または同一世帯として住民票に記載
されている方

予約時間 平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時
受取場所 （1）北区内のローソン取扱店

（2）ニューデイズ（王子・赤羽・尾久・駒込・
田端駅の各店）

受取時間 正午までの受付分は、当日の午後 5 時か
ら取扱店の営業時間
正午を過ぎた受付分は、翌予約可能日の
午後 5 時以降

手数料 1 通　300 円

郵便による住民票の請求方法

広域交付住民票の請求

生年月日　　○○年○○月○○日

世帯全員分
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全国の主要コンビニエンスストア等のキオスク端末
（マルチコピー機）で利用者証明用電子証明書が格納
されたマイナンバーカードを利用して住民票を取得で
きます（コンビニ交付についてはP36 を参照）。

マイナンバーカードの交付が始まったことにより、住
民基本台帳カードの交付及び同カードへの公的個人認
証サービス（電子証明書）の発行・更新は終了してお
ります。
公的な身分証明書や公的個人認証サービス（電子証明
書）をご希望の方は、マイナンバーカードを申請して
ください。
現在お持ちの住民基本台帳カードは、カードの有効期
間内は使用できます。
なお、以下の手続きは引き続き行っております。
●転入届の特例により転入したとき
●暗証番号を変更するとき
●転出届の特例により転出したとき
●転居したとき（北区内で引越しをしたとき）
●氏名の変更があったとき

プラスチック製のICチップ付きのカードで、表面に
は住所・氏名・生年月日・性別・顔写真が、裏面には
マイナンバーが表示されます。希望される区民の方へ
初回無料で交付しており、公的な身分証及びマイナン
バーを証明する書類として利用できます。また、電子
申請をする際に必要になる電子証明書を記録すること
もできます。なお、マイナンバーカードをお持ちの方
は、住所異動の際に必要になります。

【申請できる方】
本人または法定代理人

【申請に必要なもの】
申請にはカード交付申請書が必要です。申請書は、通
知カードと一緒に郵送されたものを使用してください。

コンビニ等での住民票の写しの取得

住民基本台帳カード

住民基本台帳カードについて

王子区民事務所    TEL 3908-8745　FAX 3908-9233
赤羽区民事務所    TEL 5948-9541　FAX 3905-2008
滝野川区民事務所 TEL 3910-0141　FAX 3949-5093

マイナンバーカード
戸籍住民課マイナンバー担当 TEL 3908-1329

マイナンバーカードとは

カード申請について

※ 申請書をお持ちでない場合は、お近くの区民事務
所で申請書を再度取得してください。

【申請方法】
・ 郵送による申請
申請書に顔写真をしっかり貼付けし、必要事項を記入
したうえで封筒に入れ、下記送付先までお送りくださ
い。
〒219-8650
日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構　
個人番号カード交付申請書受付センター　行
・インターネットによる申請
下記ホームページより、カード交付申請ができます。
https://net.kojinbango-card.go.jp
※ 申請書に記載されている申請書IDが必要になります。

【申請できる方】
本人または法定代理人

【申請に必要なもの】
●本人確認書類
●マイナンバーカード。マイナンバーカードを紛失し

ている場合には、遺失届などの疎明資料
●本人の顔写真（縦4.5cm　横3.5cm　無帽、無背景）
●手数料（電子証明書を発行する場合には1000円、

発行しない場合には800円）
●法定代理人の場合には、上記に加え、代理人の本人

確認書類、代理権の確認ができる書類が必要となり
ます。

※ 本人確認書類により、交付方法が異なります。詳
細については各区民事務所までお問い合わせくだ
さい。

【申請場所・時間】
各区民事務所　平日8:30 ～ 17:00

【申請できる方】
本人または代理人

【申請に必要なもの】
●本人確認書類
●通知カード。通知カードを紛失している場合には、

遺失届などの疎明資料
●手数料　500円
●代理人の場合には、上記に加え、代理人の本人確認

書類、代理権の確認ができる書類が必要となります。
【申請場所・時間】
上記、マイナンバーカードの再交付についてを参照

マイナンバーカードの再交付について

王子区民事務所    　　　　　　　　　TEL 3908-8745
赤羽区民事務所   　　　　　　　　　 TEL 5948-9541
滝野川区民事務所　　　　　　　　　 TEL 3910-0141

通知カードの再交付について
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全国の主要コンビニエンスストア等のキオスク端末
（マルチコピー機）でマイナンバーカード（個人番号
カード）を利用して証明書を取得することができる
サービスです。

【利用できる方】
北区に住民登録をされている方で、利用者証明用電子
証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方

【利用方法】
キオスク端末が設置してあるコンビニエンスストア等
にマイナンバーカードを持参し、ご自分でキオスク端
末を操作して取得します。
メインメニューから「行政サービス」を選び、画面の
案内にしたがって操作を行ってください。
操作の際には、利用者証明用電子証明書の暗証番号の
入力が必要です。

【取得できる証明書】
●住民票の写し（※1）
●印鑑登録証明書（※2）
●住民税課税（非課税）証明書（直近2年度分）（※3）

（※1） マイナンバー・住民票コードが記載されたも
のは取得できません。

（※2）事前に印鑑登録の手続きが必要です。
 印鑑登録証ではコンビニ交付をご利用いただ

けません。
（※3）内容や徴収方法に変更のある方は、一定期間

発行いただけません。
【手数料】　1通200円
【ご利用可能時間】
午前6時30分から午後11時まで（12月29日から
1月3日を除く）
その他システムメンテナンスなどにより利用できない
場合もあります。

※ 全国の主要コンビニエンスストア等のキオスク端
末（マルチコピー機）で利用者証明用電子証明書

コンビニ交付とは

印鑑登録
王子区民事務所　　TEL 3908-8745　FAX 3908-9233　
赤羽区民事務所　　TEL 5948-9541　FAX 3905-2008
滝野川区民事務所　TEL 3910-0141　FAX 3949-5093

印鑑登録の手続き
種類 受付窓口 手続きをする人 手数料

登録 区民事務所

・区内に住民登録をしている
15 歳以上の方 

（成年被後見人を除く）
・病気などやむを得ないとき

は代理人

300 円

証明 区民事務所

印鑑登録証をお持ちの方本
人、または代理人
※印鑑登録証の提示が必要

となりますので必ずお持
ちください。

1 通　
300 円

が格納されたマイナンバーカードを利用して印鑑
登録証明書を取得できます（コンビニ交付につい
ては左記を参照）。

次のような印鑑は登録することができません。
●住民票に登録されている氏名と違うもの
●職業や資格等をあわせて表しているもの
●ゴム印、その他印材が変形しやすいもの
●印影の大きさが一辺の長さ8ミリ

メートルの正方形に収まるもの、
または一辺の長さ25ミリメートル
の正方形に収まらないもの

●印影が不鮮明なもの〔輪郭がない
もの、摩滅しているもの、輪郭がおおむね3分の1
以上かけているもの、逆彫り（文字が白く浮き出る）
してあるもの〕

●文字を極端に図案化したものや、くずし字等で判読
が難しいもの

●その他、登録する印鑑として不適当なもの 
〔例〕指輪の印、ダイヤル式印鑑、印鑑の輪郭内に
模様を付したもの等

次のような印鑑が登録できる印鑑の代表的な例です。

■�一般的な登録方法　　　　��　　　　　　　　　　�
※ 印鑑登録には数日かかります。

【照会書（回答書付）の郵送による方法】
申請のあった登録について、回答書付の照会書を郵送
し、回答書を持参することと住民登録と同様の本人確
認の手続き（P32）を行います。

（1） 登録する印鑑と本人の本人確認書類（P32）をお  
持ちのうえ窓口へ申請すると、回答書付照会書が
自宅宛に郵送されます。

（2） 回答書付照会書が届きましたら、回答書に必要な
事項を記入し、署名・捺印のうえ（1）で申請し
た窓口へ登録する印鑑、本人確認書類（P32）と
ともにお持ちください。

登録できない印鑑

25ミリメートル

8ミリメートル

登録できる印鑑の具体例

北
区

太
郎

北
区

太
郎

CARLOS Carlos
E. A. カルロス

〔例〕北区　太郎
　　（氏のみの印鑑）　 　（名のみの印鑑）　　　（氏名の印鑑）

〔外国人の方の例〕
CARLOS  ENRIQUE  ALBERTO

（通称　アルベルト　カルロス）
　　　（surname）　 　　 　（initial）　　  　（通称の名の印鑑）

本人が申請する場合
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■�例外的な登録方法（即日印鑑登録ができます）　���������������������
（1） 官公署発行の写真付き身分証明書・免許証・許可

証で写真にプレス印による証印や、特殊加工がし
てある有効期限内のもの、または在留カードや特
別永住者証明書（切替前の方は外国人登録証明書）
の提示により、本人確認を行います。

（2）保証人の保証書による方法 
都内で印鑑登録をしている方の保証書（印鑑登録
申請書の裏面）を提出していただき、登録する本
人の本人確認書類（P32）もご提示願います。そ
の際、北区外にお住まいの方が保証人の場合は、
印鑑登録証明書（3カ月以内に発行されたもの1
通）も添付していただきます。

※ 詳しくは窓口にお問い合わせください。

※印鑑登録には数日かかります。
代理人から申請された登録について、本人に回答書付
の照会書を郵送し、本人が申請した場合と同じように、
本人確認を行います。

【手続きに必要なもの】
（1） 委任状（委任状の書き方をご覧ください）
（2） 登録する印鑑
（3） 代理人の印鑑
（4） 代理人の本人確認書類（P32）
（5） 委任した本人の本人確認書類（P32）または写し
※ 詳しくは窓口へお問い合わせください。

P34の記入例を参照し、便せんくらいの大きさの用
紙に必ず本人が自筆してください。委任状に不備など
があると、受付できない場合もあります。詳しくは区
民事務所へお問い合わせください。
※ 委任する内容によって、次の項目を記入してくだ

さい。
●印鑑登録を申請するとき……「印鑑登録申請のこと」
●回答書を持ってくるとき…「印鑑登録証受領のこと」
●印鑑登録を廃止するとき……「印鑑登録廃止のこと」
●印鑑登録証をなくしたとき 

……………………………… 「印鑑登録証亡失のこと」
●印鑑登録証の引き替えのとき 

……………… 「印鑑登録証引き替え交付申請のこと」

●登録印鑑をなくしたり、登録をやめるとき
●印鑑登録証をなくしたり、汚したり、破損したとき

氏名が変わり印鑑と一致しなくなった場合、北区外に

代理人が申請する場合

委任状の書き方

次のようなときは届出が必要です

登録の抹消

転出した場合、死亡した場合、出国等で住民票が消除
された場合は、北区での印鑑登録は抹消されます。

個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶関係など
の身分に関することを登録公証するものが戸籍です。
戸籍に関する相談やお分かりにならないことは戸籍係
までお問い合わせください。

■�個人情報保護のために　　　　　　　　　　　　������������
戸籍法の一部が個人情報保護の観点から改正され、平
成20年5月1日に施行されました。戸籍の証明書など、
誰でも交付請求ができるとしていた取り扱いを見直
し、交付の請求ができる場合を制限しました。また、
交付の請求、各種届出における本人確認を厳格化し、
なりすましの防止を図るとともに、不正請求者に対す
る制裁措置を強化した内容となりました。

■�確認させていただく請求・届出　　　　　　　　���������
●戸籍等の証明書交付
●養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の

届出
●上記の届出の不受理の申出または取下げ

■�確認させていただく書類等　　　　　　　　　　�����������
請求・届出の種類によって、次の書類等を1点のみあ
るいは2点以上と、より厳格に確認させていただきま
す。また、確認させていただく書類等が請求・届出時
の内容と違う場合は、交付等をお取扱できないことが
ありますのでご注意ください。

【1点確認書類（主なもの）】
・官公署発行で写真が貼付されているもの 
〔マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パス
ポート、運転免許証、在留カード、特別永住者証明
書（切替前の方は外国人登録証明書）など〕

【2点確認書類】
・官公署発行で写真が貼付されていないもの  
（住民基本台帳カード、国民健康保険証、政府管掌
健康保険証、介護保険証、年金手帳など）

・官公署以外の発行で写真が貼付されているもの（社
員証、学生証など）

※ 有効期限内であり、氏名と住所または氏名と生年
月日のいずれかが確認できるものに限ります。

※ 上記のいずれの本人確認書類もお持ちでない場合
は、お問い合わせください。

戸籍

戸籍に関するご相談
戸籍住民課戸籍係

TEL 3908-8709　FAX 3908-8301

本人確認について
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次の4点を封筒に入れて、本籍地の区市役所・町村役
場の戸籍係に請求してください。

【請求書】
北区ホームページからダウンロードするか、便せんな
どに次のことを書いて送付してください。
・戸籍証明書郵送請求
・本籍（番地までご記入ください）
・筆頭者氏名（ふりがな）
・戸籍全部事項証明書（謄本）○通、または、だれの

個人事項証明書（抄本）○通
・請求の理由（具体的に記入してください）
・請求者の住所・氏名・昼間連絡可能な電話番号
・必要な戸籍との続柄（筆頭者からみて）
【手数料】
手数料は必ず定額小為替で納めてください（郵便切手、
収入印紙の代用はできません）。北区の戸籍手数料は、
次項目の戸籍関係の手数料をご覧ください。なお、本
籍が北区以外の方は、本籍地の区市役所・町村役場に
お問い合わせください。

【返信用封筒】
郵便切手を貼付した、返信先（住民登録地に限る）明
記の返信用封筒を同封してください。なお、お急ぎの
場合は、両方の封筒に速達料（切手貼付）を加えてお
送りください。

【本人確認書類】
請求の際は、請求する人の本人確認のため、氏名、現
住所が記載された本人確認できる書類のコピー（P37）
を同封してください。
※ 請求する戸籍に、請求する方の名前が載っていな

い場合は、あらかじめ戸籍係までお問い合わせく
ださい。

●戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本） 
……………………………………………………  450円
●除籍全部・個人事項証明書（除籍等謄本・抄本） 

…………………………………………………  750円
●改製原戸籍謄本・抄本………………………  750円
●届書の記載事項証明書………………………  350円
●戸籍届出受理証明書…………………………  350円
●戸籍の附票……………………………………  300円
●身分証明書……………………………………  300円
●不在籍証明書…………………………………  300円

郵便による戸籍全部事項・個人事項証明
などの請求方法
戸籍住民課戸籍係 TEL 3908-8710

戸籍関係の手数料
戸籍住民課戸籍係 TEL 3908-8710

■�戸籍関係の届出�
出生・婚姻・死亡・転籍等の届出をされる場合、届出
1通のほか、添付書類や関連する届け出が必要な場合
があります。また、休日、執務時間外の届出について
も必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせく
ださい（北区ホームページにも詳細な掲載がありま
す）。

●各種証明書は郵便で請求することもできます（郵便
による請求方法は次記をご覧ください）。

●一覧表「請求できる方」より依頼された方は「請求
できる方」からの委任状をお持ちください。

●委任する人の署名・捺印は、必ず委任する本人が行っ
てください。

●窓口で交付請求書に記入していただきますので、請
求する戸籍等の本籍、筆頭者、生年月日、使用目的
を窓口に来られる方に正確に伝えておいてください。

【委任状の書き方】
P34の記入例を参照し、便せんなどに作成してくだ
さい。
※ 委任内容によって次の項目を記入してください。
・ 戸籍全部事項証明（謄本）
・ 戸籍個人事項証明（抄本）
・ 身分証明書
・ 戸籍の附票
などの必要な各証明書の種類と通数を記入してください。

各証明書の発行条件

種別 請求できる方
請求場所

戸籍が北区内に
ある方

戸籍が北区
外にある方

戸籍全部・
個人事項証
明

（戸籍謄本・
抄本）

戸籍に記載されて
いる方、またはそ
の配偶者、直系尊
属、直系卑属など

戸籍係
赤羽・滝野川区
民事務所 戸籍のある

区 市 役 所・
町村役場除籍全部・ 

個人事項証
明（除籍等
謄本・抄本）

戸籍係

届書の記載
事項証明

利害関係人（特別
の事由がある場合
に限ります）

戸籍の届出をした、区市役所・
町村役場または本籍地の区市
役所・町村役場

戸籍届出・
受理証明書 届出人 戸籍の届出をした区市役所・

町村役場

戸籍の附票
戸籍に記載されて
いる方、またはそ
の配偶者、直系尊
属、直系卑属など 戸籍係

赤羽・滝野川区
民事務所

戸籍のある
区 市 役 所・
町村役場身分証明書

本人（本人が未成
年者の場合は親権
者も可）

不在籍証明 どなたでも可

戸籍住民課戸籍係 TEL 3908-8710

委任状の書き方

○通申請受領の件
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公的個人認証サービスは、オンラインで行政手続きを
する際に「なりすまし」や「改ざん」を防ぎ、各種通
信回線を通じて安全・確実な行政手続き等を行うため
の機能を電子証明書という形で提供しています。

電子証明書はマイナンバーカードに記録され、マイナ
ンバーカードをお持ちの方は、各区民事務所にて取得
できます。電子証明書は利用者証明用電子証明書と署
名用電子証明書の2種類があります。利用者証明用電
子証明書は、主にコンビニエンスストア等で住民票等
を取得する際に利用できます。署名用電子証明書は主
にe-TAXの手続きで利用できます（コンビニ交付サー
ビスは住民基本台帳カードではご利用いただけません）。

電子証明書が格納されている住民基本台帳カードまた
はマイナンバーカードが必要です（有効期間内のもの
に限る）。
また、同カードに記録された電子証明書等の情報を読
み出す「ICカードリーダライタ」（各自で購入）も必
要です。
なお、利用できるパソコンの仕様やマイナンバーカー
ドまたは、住民基本台帳カードに適合するICカード
リーダライタ等について、公的個人認証サービスポー
タルサイト（https://www.jpki.go.jp/）でご確認
ください。
※ 住民基本台帳カード向け電子証明書の発行・更新

は、終了しています。新規に取得する場合は、マ
イナンバーカードを申請してください。

■�住居表示の届出・申請方法�

電子証明書（公的個人認証サービス）
王子区民事務所　　TEL 3908-8745　FAX 3908-9233
赤羽区民事務所　　TEL 5948-9541　FAX 3905-2008
滝野川区民事務所　TEL 3910-0141　FAX 3949-5093

公的個人認証サービスとは

電子証明書とは

サービスを利用するためには

王子区民事務所　TEL 3908-8746　FAX 3908-9233
赤羽区民事務所　　　　　　　　　　TEL 5948-9541
滝野川区民事務所　　　　　　　　　TEL 3910-0141

その他の届出

住居表示の届出

建物その他の工作
物新築（新設）届

建物の新築、新設、建替をした場合
※届出に必要な添付書類　案内図・各階
平面図・配置図・敷地求積図

それぞれの届出用紙は、北区ホームページからダウン
ロードできます。
北区ホームページ＞戸籍・証明・住民手続き＞住居表
示＞住居表示の届出
※ 窓口で届出るときは、各区民事務所（P27・28）

まで 
郵送またはFAX の場合は王子区民事務所（P28）
宛てにお願いします。

■�住居表示の実施による変更証明書�
北区では昭和30 ～ 50年代にかけて、旧番地から現
在の住居表示への変更を実施しました。相続等で実施
前後の住居表示の変更証明が必要な場合に、実施当時
の世帯主名や建物名称で証明書を無料で交付します。

■�住居表示のプレートの再発行　　　　　　　　　�����

建物の門や玄関などに貼っている住居表示（住所）の
青色のプレートが破損・汚損した場合、ご連絡くださ
い。無料で交付します。

車検切れ、未登録などの自動車を車検、整備、販売な
どのために臨時に運行するときは、臨時運行許可を受
けてください。

【手続に必要なもの】
・期限切れの自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証

明書・通関証明書のうちいずれか1つ
・自動車損害賠償責任保険証明書（コピー不可）
・本人確認書類（住民登録と同様のためP32を参照）
・印鑑
【申請場所】 区民事務所（P27・28）
【許可期間】 1日～ 5日
【手数料等】
・臨時運行許可　1件 750円
・標識弁償金　　1件 1,800円

建物その他の工作
物名称変更届

共同住宅や事業所など建物名称が変更に
なった場合

住居番号付定・変
更・廃止申請書

増改築による共同住宅の部屋戸数の増減
や出入口が変更となった場合など

王子区民事務所 TEL 3908-8746

（6cm×6cm） （6cm×12cm）

王子本町
1 丁目 2-11

自動車の臨時運行許可（仮ナンバー）
王子区民事務所

TEL 3908-8745
赤羽区民事務所

TEL 5948-9541
滝野川区民事務所

TEL 3910-0141
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■ 申告が必要な方　　　　　　　　　　　　　　  　
（1） 1月1日現在、北区に住んでいる方
（2） 1月1日現在、北区内に事業所または家屋敷を持っ

ていて、北区内に住んでいない方
※ 申告の期限は毎年3月15日です。
※ 年金収入の方で、所得控除の適用を受けるために

は申告が必要となる場合があります。
※ 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所

得が20万円以下の方は税務署への確定申告は不
要です。なお、区役所申告が必要となる場合があ
ります。

■�次の方は申告の必要がありません�
（1） 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
（2） 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
（3） 前年中の所得が給与所得だけで、勤め先で給料か

ら特別区民税・都民税を差し引かれている方（特
別徴収）

なお、課税される方で次に該当する方は、税務署に申
告すると所得税及び特別区民税・都民税の所得控除が
認められる場合があります。
・火事・盗難などによって損害を受け、雑損控除を受

けようとする方
・病気などによって治療費、医薬品代を支払い、医療

費控除を受けようとする方
・年末調整の際、社会保険料、生命保険料などの控除

がもれてしまった方

■�減免を受けるには�

生活保護を受けている方や、災害など特別な理由が
あって、どうしても納められないときは、理由を証明

税金

税の相談

税務課課税第1 〜 4係
TEL 3908-1113　FAX 3908-2022

区税に関することは
税務課・収納推進課 TEL 3908-1111（代表）
国税に関することは
王子税務署 TEL 3913-6211（代表）
都税に関することは
北都税事務所 TEL 3908-1171（代表）
税一般に関することは
東京税理士会王子支部 TEL 5390-1213（代表）

受付時間　午後1時〜 3時

特別区民税・都民税（個人住民税）

住民税を納めるのが困難なとき

税務課課税第1 〜 4係
TEL 3908-1113　FAX 3908-2022

する書類を添えて納期限の7日前までに申請してくだ
さい。

■�納税の猶予は�

災害、そのほかやむを得ない理由によって期限内に納
められないときは、ご相談ください。

■ 税金を納めるところ 
下記にてご納付いただけます。
●都内の銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合、

千葉、埼玉、神奈川県内のほとんどの銀行、全国主
要都市の都市銀行

●都内・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵
便局

●北区役所収納推進課窓口、赤羽・滝野川区民事務所
●指定コンビニエンスストア（納付書裏面に記載）・

モバイルレジ

■�便利な口座振替（自動払込）をおすすめします�
特別区民税・都民税の普通徴収分は口座振替（自動払
込）で納付することができます。
口座振替のお申し込みは、納税通知書に同封の「口座
振替依頼書」に必要事項を記入、押印（通帳届出印）
のうえご郵送ください。
収納推進課の窓口では、口座名義人ご本人であれば
キャッシュカードだけで口座振替登録（ペイジー口座
振替受付）の手続きができます。詳しくは収納推進課
収納係へお問い合わせください。

■�北区納付案内センター�
民間委託により、電話・訪問での「納付のご案内」を
行っています。

税金の証明書は、原則として本人以外の方は請求でき
ません。証明する年度、証明書の種類、使用目的、必
要枚数をあらかじめ確認して、本人確認書類（P32）
をお持ちください。なお、本人以外の方が代理で申請
する場合は、委任状が必要です〔軽自動車税納税証明
書（継続検査用）を除く〕。委任状記載例を参考とし
た委任状、代理人自身の本人確認書類（P32）をお持
ちください。
※ 税金の申告がない場合、証明書が発行できないこ

とがあります。

収納推進課 TEL 3908-1129　FAX 3908-7990

納税の方法
収納推進課収納係 TEL 3908-1124　FAX 3908-7990

税金の証明書が必要なときは
税務課税務係　　　　　　　　　　　TEL 3908-1114
区民事務所（P27・28）
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【申請できる方】 本人のみ
【郵送していただくもの】
（1） 申請書　（申請書記載例を参考にしてください）
（2） 証明書1通につき300円の定額小為替 

各ゆうちょ銀行・郵便局で購入して、無記入のま
ま同封してください。

（3） 切手を貼った返信封筒 
（住所・氏名を記入してください）

【申請書の書き方】
下記の記入例を参照し、便せんなどに作成してください。

※1　住民税は前年の所得に課税されます。  
　 平成30年度→平成29年中の所得

※2　証明書は本人の現住所以外には送付できません。
※3　証明年度の1月1日の氏名から変更があった 

　 場合は、変更前の氏名もあわせて記入してく 
　 ださい。

※4　北区から転出後、さらに住所や氏名を変更され
た場合には、現住所や氏名が確認できる住民票
や健康保険証、運転免許証等のコピーも同封し
てください。

軽自動車税は、その年の4月1日現在に軽自動車など
を所有している方に納めていただきます。

■�軽自動車の手続き�
登録、廃車などの手続きは、次の場所で行っています。

【原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車】
税務課税務係　TEL 3908-1114
〒114-8508　北区王子本町1-15-22

【軽二輪、二輪小型自動車（125ccを超えるもの）】
練馬自動車検査登録事務所　TEL 050-5540-2032
〒179-0081　練馬区北町2-8-6

【軽三輪、軽四輪車】
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
TEL 050-3816-3101
〒175-0081　板橋区新河岸1-12-24

税務課税務係 TEL 3908-1114

郵便による証明書の請求方法

（※1）

（※2）
（※3、※4）

軽自動車税

※ 納税証明書申請の際に直近14日以内に納付がある
場合は領収書をお持ちください。

※ 手数料は1通300円です。〔軽自動車税納税証明書
（継続検査用）は無料〕

※ マイナンバーカードを利用してコンビニエンスス
トア等で課税（非課税）証明書（直近2年度分）
が取得できます。詳しくはP36をご覧ください。

【委任状記載例】
P34の記入例を参照し、便せんなどに作成してくだ
さい。
委任する人の署名・捺印は、必ず委任する本人が行っ
てください。
※ 委任内容は次の項目を記入してください。
・平成○年度課税（納税）証明書○通申請受領の件

特別区民税・都民税は前年の所得に課税されます　　　　
〔例〕平成30年度の課税証明→平成29年中の所得

あらかじめ電話請求（予約）をすることで、平日夜間
や原則第2・4日曜に証明書を受け取ることができま
す。受け取る区民事務所に電話で請求（予約）してく
ださい。

【申請できる方】
本人または同一世帯の家族（ただし同居人は除く）

【電話請求（予約）できる証明書】
特別区民税・都民税課税証明書
特別区民税・都民税非課税証明書
特別区民税・都民税納税証明書
軽自動車税納税証明書（税務課税務係受付）
※ 直近納付分は証明できない場合があります。

【受付及び受取場所】
王子区民事務所 　TEL 3908-8745　王子本町1-2-11
赤羽区民事務所 　TEL 5948-9541　赤羽1-1-38

【受付時間】
月～金曜（祝日は除く）　午前8時30分～午後5時

【受取時間】
月～金曜　午後5時～午後7時
原則第2・4日曜　午前9時～午後5時
※ 印鑑、本人確認書類（P32）をお持ちください。
※ 代理の方が受け取る場合は、委任状及び代理人の

方の印鑑、代理人自身の本人確認書類（P32）を
お持ちください。

電話請求（予約）による証明書の請求方法
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■�原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車の申告�

【登録】
（1） 販売店から購入したとき 

販売証明書、所有者の印鑑、届出者の本人確認書
類（P32）

（2） 他の人から譲り受けたとき 
廃車証明書、譲渡証明書、所有者の印鑑、届出者
の本人確認書類（P32）

（3） 他の市町村から転入し、引き続き使用するとき 
廃車証明書、所有者の印鑑、届出者の本人確認書
類（P32）

※ 法人登録の場合は上記以外に① ②が必要です。
①登記簿謄本
②定置場が法人の所在地と異なる場合は、公共料金の

請求書等
※ 北区に住民登録がない場合は、住民票の写し（3

カ月以内発行のもの）及び定置場を確認する公共
料金の請求書等も必要です。

【廃車（廃棄・北区から転出・譲るとき）】
標識、所有者の印鑑、標識交付証明書、届出者の本人
確認書類（P32）
※ 北区から23区内へ転出する場合は、転出先の区で

ナンバー変更の手続きができます。あらかじめ必
要な書類等を転出先の区へお問い合わせください。
ただし、廃車証明書が必要な場合は、お手数です
が北区での手続きをお願いします。

 23区外へ転出する場合は、あらかじめ転出先の市
町村へお問い合わせください。

心身に障害のある方で手帳の交付を受けている方、生
活保護法により扶助を受けている方、その他その構造
が専ら心身に障害のある方の利用に供するためのもの
である軽自動車等で当区の条例規定に該当する場合
は、軽自動車税の減免を申請できます。納税通知書が
届いた日から納期期限前7日までに当該事由を証明す
る書類等を提示し減免申請書を提出してください。

税務課税務係 TEL 3908-1114

障害のある方の軽自動車税の減免
税務課税務係 TEL 3908-1114

北区では、東京都及び都内区市町村が共同で運営する
システムの仕組みを利用して、窓口や郵送等で行って
いた区への申請・届出手続きについて、インターネッ
トを通じた受付を行っています。

申請・届出手続きを利用するためには、利用者IDと
パスワードが必要です。パソコン等の環境や申請・届
出ができる手続きなど、詳しくは東京電子自治体共同
運営電子申請サービスホームページの「利用規約」や

「利用方法」をご覧ください。
【東京電子自治体共同運営電子申請サービスホーム
ページ】
http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/

北区の人口統計に関する資料をホームページで公開し
ています。

【北区ホームページ＞MENUまたは総合案内＞区政
情報＞統計・調査＞人口統計表（平成17年4月1日
現在〜直近月分）】
●概要
●区民事務所別
●年齢別（男女別内訳含）
●町丁目別（年齢別内訳・男女別内訳）など
町丁目別の年齢別内訳について、平成21年1月1日
現在分までは5 歳階級別となっています。直近3年分
のものに関しては区政資料室（第一庁舎1階）で閲覧、
コピーサービス（有料）を行っています。
そのほかご不明な点はお問い合わせください。

区民情報課 TEL 3908-8887

電子申請サービスを利用するためには

人口統計資料
王子区民事務所 TEL 3908-8745

電子申請サービス

電子申請サービスとは
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相談
◆相談ごとのあるとき

 ◆ 相談ごとのあるとき
種類 相談日時 相談員 相談内容 問い合わせ及び相談場所

区政相談 月～金曜　午前 8 時 30分～午後 5 時 区職員 区政についての要望、問い合わせなど

広報課区民相談室
（区役所第一庁舎 3 階 2 番）
TEL 3908-1101
相談時間はお一人 30 分以内
です。
区政相談は、随時受け付けて
います。
※ 1 希望する日の前の週月曜
から電話または窓口で予約を
受け付けます。
※ 2 当月の相談日の翌日から、
翌月分の予約を電話または窓
口で受け付けます。
※ 3 平成 31 年度より、交通相
談は金曜のみ

法律相談 月・水・金曜　
午後1 時～ 3 時 30 分 予約制 ※ 1 弁護士 土地・建物、相続、金銭貸借など一般的

な法的解決策の相談
交通相談 水※ 3・金曜　午後1 時～ 4 時

予約制 ※ 1 専門員 示談方法、損害賠償額の算定、保険金の
請求手続きなど交通事故全般

外国人相談
【英語】第 2 火曜　
午後1 時～ 4 時 予約制 ※ 1 専門員 身近な生活情報の提供や区の行政サービ

スについて、英語・中国語での相談【中国語】火曜　
午後1 時～ 4 時 予約制 ※ 1

一般生活・
青少年相談

第 1 火曜　午後1 時～ 4 時
予約制 ※ 2

保護司
専門員

夫婦・親子間の不和など家庭内のもめごとや日
常生活の悩みごと及び青少年の非行防止など

人権相談 第 4 火曜　午後1 時～ 4 時
予約制 ※ 2 人権擁護委員 いじめなど人権が侵害されたと思われる

方の相談
行政相談 第 2 木曜　午後1 時～ 4 時

予約制 ※ 2 行政相談委員 国の行政機関等に対する要望、苦情など

税金相談 第 2・3 木曜　午後1 時～ 4 時
予約制 ※ 2 税理士 相続税、贈与税、所得税など税金全般

不動産取引
相談

第 1・3 木曜　午後1 時～ 4 時
予約制　※ 2

宅地建物
取引士 不動産取引にかかわる相談

建築相談 第 1・3 火曜　午後1 時～ 4 時
予約制　※ 2 建築士 設計・融資・敷地など建築全般

登記等相談 第 2 木曜　午後1 時～ 4 時
予約制　※ 2 司法書士 登記相談及び債務整理、成年後見などの

民事相談
表示登記相談

（調査・測量）
第 1 木曜　午後1 時～ 4 時
予約制　※ 2

土地家屋
調査士

土地の境界・測量調査、新築時の建物表
示登記など

年金労働雇用
相談

第 4 木曜　午後1 時～ 4 時
予約制 ※ 2

社会保険
労務士

年金相談及び労働保険・社会保険、人事、
賃金などの労務相談

行政書士
相談

第 2 火曜　午後1 時～ 4 時
予約制 ※ 2 行政書士 遺言書、遺産分割協議書、借地借家契約

書などの作成

就職相談
火・金曜　
午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
予約制

就職支援
アドバイザー

就職・内職の相談、あっせん

赤羽しごとコーナー
（赤羽区民事務所内）
TEL 3908-0161（就職相談）
TEL 3908-3244（内職相談／就
職支援アドバイザー）

月～金曜　午前 9 時～午後 5 時 ハローワーク職員
内職相談 月～金曜　午前 9 時～午後 5 時 区職員

消費生活相談 月～金曜　
午前 9 時 30 分～午後 4 時

消費生活
相談員

消費者の契約に関するトラブルや、製品事故、
商品・サービスについての疑問や苦情など

消費生活センター
（北とぴあ 11 階）
TEL 5390-1142（相談専用）多重債務の相談 借金の返済に関する相談

起業相談
経営相談

月～金曜　午前 10 時 30 分～正午
午後1 時～ 4 時
予約制

中小企業
診断士

開業、経営の合理化、資金繰り、販売戦略、
下請けなどに関する相談

産業振興課経営支援係
（北とぴあ 11 階）
TEL 5390-1237

技術相談
・

販路相談
火～金曜　午前 9 時～午後 5 時
予約制

技術相談員・コーディネーター
出張・窓口相談により、製品の技術的な
課題、販路やビジネスチャンスを拡大す
るための助言・情報提供を行います

産業振興課商工係
（北とぴあ 11 階）
TEL 5390-1235

子どもの
発達相談

月～金曜　
午前 9 時～午後 5 時
専門相談員による相談は
予約制です

保健師他
専門相談員

歩きはじめがおそい、言葉がおそいなど
の発達に関する相談

（専門相談員・精神科医・小児科医・言
語聴覚士・臨床心理士・作業療法士）

子ども発達支援センター
さくらんぼ園発達相談室
TEL 3905-7112

教育相談
月～金曜　
午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
※祝日・年末年始は除く

教育相談員
お子さんの教育問題や、いじめなどに
ついての悩みごとなど

（教職経験者・心理士等）

教育総合相談センター
教育相談総合窓口
TEL 3908-1326

〈いじめ 110 番
TEL 3905-3110〉

ひとり親
家庭相談 月～金曜　午前 9 時～午後 5 時 区職員

ひとり親（母子・父子）家庭の就業や生
活設計等に関する相談 生活福祉課相談係

（区役所第三庁舎 1 階）
TEL 3908-1142女性相談 離婚、出産費用、DV 等女性の悩みに関

する相談

子育て相談
【電話相談】【来所相談】
（受付）午前 9 時 30 分～午後 5 時
　　　（祝日、12/29 ～1/4 を除く）
※心理相談は予約制

区職員
臨床心理士
管理栄養士

子どもの養育、健康・しつけ、学習・遊び等
子育てに関する悩みの相談や子ども自身
の悩みの相談など ※各児童館等でも区
職員が随時ご相談をお受けしています

育ち愛ほっと館
受付 TEL 3914-9565
TEL 3927-0874

（相談専用）
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種類 相談日時 相談員 相談内容 問い合わせ及び相談場所

子育て相談
【専門相談（心理）】
曜日・時間については
お問い合わせください。
※電話相談もお受けします

臨床心理士
区職員など

子どもの養育、健康・しつけ、学習・遊
び等子育てに関する悩みの相談や子ども
自身の悩みの相談など
※ 各児童館等でも区職員が随時ご相談を

お受けしています
※ 1　滝野川北児童館は平成 31 年 3 月

末をもって閉館します。

豊島児童館
TEL 3911-9520（専用電話）
赤羽児童館
TEL 3901-1460（専用電話）
田端児童館
TEL 3823-2860（専用電話）
桐ヶ丘児童館
TEL 3900-8671（専用電話）
西が丘児童館
TEL 3906-6431（専用電話）
神谷子どもセンター
TEL 3598-6771（専用電話）
浮間子ども・ティーンズセンター
TEL 3967-6623（専用電話）
滝野川北児童館※ 1
TEL 3918-5872（専用電話）
滝野川西児童館（平成31年4月～）
TEL 未定（専用電話）

ひとり親家庭
等の相談

月～金曜　
午前 8 時 30 分～午後 5 時

産業カウン
セラー等

育児や家事、精神面の健康管理など、生
活や仕事の悩み事の相談

ひとり親家庭等相談コーナー
（区役所第一庁舎２階５番窓口）
TEL 3908-1363

児童虐待の
相談

月～金曜　
午前 9 時 30 分～午後 5 時 区職員 児童虐待に関する相談 子ども家庭支援センター（育ち愛ほっと館）

TEL 3912-1894（専用電話）

女性相談

【こころと生き方・DV 相談】※予約制
曜日・時間については P107 を
ご確認ください。

専門相談員
（女性）

配偶者等からの暴力、親子関係、人間関
係などの相談

スペースゆう
（北区男女共同参画活動拠点施設）
（北とぴあ 5 階）
TEL 3913-0163

【女性のための法律相談】　※予約制
第 3 木曜　午後 5 時～ 7 時 15 分
第 1 土曜　午前 9 時 30 分
～ 11 時 45 分

弁護士
（女性）

離婚・相続など身の回りで起こるさまざ
まな問題に関わる法律についての相談

（年度内 2 回まで）

男性相談
（電話相談）

【こころと生き方・DV 相談】※予約制
第 1 木曜　午後 4 時～ 7 時 30 分
第 3 土曜　午後 1 時～ 4 時 30 分

専門相談員
（男性）

配偶者等からの暴力、親子関係、人間関
係などの相談

DV 専用
ダイヤル

火～金曜　午前 9 時～ 12 時
　　　　　午後 1 時～午後 5 時

支援専門員
（女性） DV 被害に関する専用相談（電話相談） TEL 3913-0015

女性の
健康相談

（専門医相談）

赤羽健康支援センターで隔月開催
（面接）※ 予約制
曜日・時間についてはお問い合わ
せください。

女性医師
思春期以降の女性を対象に女性特有の健
康の相談、女性医師による個別相談、栄
養相談、乳がん自己検査法体験・指導

健康推進課
赤羽健康支援センター

（女性の健康支援センター）
TEL 3903-6481

健康相談 月～金曜　
午前 8 時 30 分～午後 5 時

保健師
管理栄養士
歯科衛生士

健康についての相談
（心身の健康・生活習慣病予防・アルコー
ル等嗜癖・栄養・歯科　等）

健康推進課王子健康支援センター
TEL 3919-7588
健康推進課赤羽健康支援センター
TEL 3903-6481
健康推進課滝野川健康支援センター
TEL 3915-0184

障害者の
総合相談

月～金曜　
午前 8 時 30 分～午後 5 時 区職員

障害者に関する総合相談
※ 精神障害の方はまず各健康支援セン

ターにご相談ください

障害福祉課王子障害相談係
TEL 3908-9081
障害福祉課赤羽障害相談係
TEL 3903-4161
滝野川地域障害者相談支援センター
TEL 4334-6548

障害者虐待の
相談

月～金曜　
午前 8 時 30 分～午後 5 時 区職員 障害者虐待に関する相談

障害者虐待防止センター
（王子障害相談係内）
TEL 3908-9081

高齢者の
総合相談

月～金曜　
午前 8 時 30 分～午後 5 時 区職員 高齢者に関する総合相談

高齢福祉課高齢相談係
（王子高齢者あんしんセンター）
（区役所第一庁舎 1 階 9 番）
TEL 3908-9083

高齢者虐待の
相談

月～金曜　午前 8 時 30 分～午後 5 時
※臨床心理士による「こころの相談室」
（水曜　午前 10 時～午後 4 時）は予
約制です。（祝日・年末年始は休み）

区職員
臨床心理士

高齢者虐待に関する相談
介護の悩みなどの相談

高齢者虐待防止センター
（区役所第一庁舎 1 階 9 番）
TEL 3908-1112

分譲
マンション
管理相談

予約時に調整します。 マンション
管理士

分譲マンションの維持・管理に関する相
談

住宅課住宅計画係
（区役所第一庁舎 7 階 3 番）
TEL 3908-9201

空き家相談
月～金曜　
午前 8 時 30 分～午後 5 時

（必要に応じて個別相談も実施）

区職員
（必要に応じ

て専門員）
空き家に関する相談

住宅課住宅計画係
（区役所第一庁舎 7 階 3 番）
TEL 3908-9201

交通事故相談
月～金曜（祝日を除く）

午前 9 時～午後 5 時 TEL5320-7733

外国人相談 英　語 月～金曜 TEL 5320-7744
午前 9 時 30 分～正午　午後 1 時～ 5 時

（祝日を除く）
中国語 火・金曜 TEL 5320-7766
韓国語 水曜 TEL 5320-7700

都の相談窓口 生活文化局広報広聴部都民の声課
  〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎3 階南側　TEL 5320-7725
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防災
◆地震　◆防犯　◆水害

備えあれば
1　火を出さないために

（1）ガス台の周りは整理する
（2）湯沸器や風呂の種火はつけっぱなしにしない
（3）消火器などを常備する
（4）防災訓練に参加し、消火技術を習得する
（5）使用後の風呂水を残しておく

2　家具類の転倒・落下・移動防止対策を
3　ブロック塀や石塀の補強を
4　非常用品の備えを（おおむね3日分の食料と水）
5　家族会議を開き、災害が発生した時の、避難場所、

避難方法、連絡方法や災害情報の収集手段の確認
をしておく

  1　地震だ！　まず身の安全
  2　落ちついて　火の元確認　初期消火
  3　あわてた行動　けがのもと
  4　窓や戸を開け　出口を確保
  5　門や塀には　近寄らない
  6　火災や津波　確かな避難
  7　正しい情報　確かな行動
  8　確かめ合おう　わが家の安全　隣の安否
  9　協力し合って　救出・救護
10　避難の前に　安全確認　電気・ガス

避難するときは
●いつ 

自分たちのまちは、まず自分で守るのが原則。避難
は火災が拡大し対処しきれないとき、あるいは区や
警察から指示があったときです。なお、災害時の情
報提供のため区内に防災無線を設置しています。

●どのようにして 
徒歩で、歩きやすいものを履き、服装は肌を出さず、
頭を保護できるものをかぶり、集団で避難します。

●どこへ 
いっときの集合場所を決めている町会・自治会はま
ずそこに集まり、様子を見ます。火災が広がって危
険であれば避難場所へ避難します。自宅が倒れたり、
燃えてしまった場合には、近隣の避難所（区立小・
中学校）へ避難します。また高齢者、重度の障害者

地震が起こったら －地震その時10ポイント（東京消防庁）－

など避難所での生活が困難な方（避難行動要支援者）
のために、福祉避難所を開設します。

自主防災組織
家庭における日頃の備えや、いざというときの心構え
とともに、近所の人たちと協力しあい、地域の防災活
動を効果的に行うための組織です。現在、町会・自治
会を単位に179の自主防災組織が結成されています。

災害時の飲料水として、応急給水槽、災害用給水所（深
井戸）、災害備蓄倉庫で必要な飲料水を確保していま
す。またアルファ米、クラッカー、おかゆなどの食料、
毛布、仮設トイレなどの生活必需品を備蓄しています。
さらに区内の米穀、麺などの業者と供給協定を結んで
います。

防災センター（地震の科学館）

　JR上中里駅下車 徒歩5分
　地下鉄南北線西ケ原駅（1番出口）下車 徒歩5分
地震を中心とした防災に対する正しい知識を身につけ
てもらうため「命を守る」「生活を守る」「地域を守る」
の3つのテーマで展開されています。
地震体験・煙体験・消火体験・AEDを使用した心肺
蘇生・三角巾・救出救護・簡単なロープワークまた、
応急手当講習会・防災講演会なども実施しています。
【開館時間】　午前9時～午後5時
【休館日】　　毎週月曜（月曜が祝日にあたるときは、

月曜日は開館し、火曜が休館）・祝日（ただし、祝
日が土曜の場合は開館）・年末年始

【入館料】　　無料
　※ 団体の場合は事前に予約をお願いします。

飲料水の確保と食糧などの備蓄

防災センター（地震の科学館）（西ケ原2-1-6）
TEL（3940）1811　FAX（3940）3494

 ◆ 地震
防災課 TEL 3908-8184・8194　FAX 3908-4016　
防災センター  TEL 3940-1811　FAX 3940-3494
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震災時火災における避難場所

凡  例
避難場所
区役所
地域振興室
警察署
消防署
災害用給水所（深井戸）
震災対策用応急給水槽

◎
●

井

水

駒
込
駅

板
橋
駅

十
条
駅

赤
羽
駅

東
十
条
駅

東

本

通

り

北
本
通
り

明
治
通
り

20

21

19

16

15

17

18

番号 避難場所名 番号 避難場所名

① 染井墓地・駒込中学校一帯 ⑫ 王子五丁目団地一帯

② 荒川河川敷一帯 ⑬ 飛鳥山公園

③ 桐ケ丘・赤羽台・西が丘地区 ⑭ 北運動公園一帯

④ 豊島五丁目団地一帯 ⑮ 清水坂公園一帯

⑤ 王子六・飛鳥高校・駿台学園一帯 ⑯ 新河岸東公園一帯

⑥ JR 田端・尾久駅周辺一帯 ⑰ 東京成徳学園・神谷堀公園一帯

⑦ 北区防災センター・旧古河庭園一帯 ⑱ 堀船地区一帯

⑧ 都営滝野川三丁目団地一帯 ⑲ 赤羽北地区一帯

⑨ 十条台・北区中央公園一帯 ⑳ 浮間一丁目地区

⑩ 浮間公園・荒川河川敷緑地一帯 � 浮間小学校・浮間三丁目団地地区

⑪ 東京家政大学・加賀中学校一帯
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北区は、大きく分けると、JR京浜東北線を境にして、
西側の海抜20 ～ 25メートルの武蔵野台地と東側の
海抜5メートル以下の荒川低地に分かれ、そのがけに
沿った箇所で浸水が多く発生しています。
区内には、荒川、隅田川、新河岸川、石神井川の4つ
の河川が流れており、台風や集中豪雨時などに、区は、
関係機関と連携しながらその監視にあたっています。
一方、このところ、「都市型水害」がたびたび発生し
ており、特に、地下室などへの浸水には十分注意する
必要があります。これは、高台地区でも起きることが
あります。
台風や集中豪雨等、自然災害は避けることができませ
んが、その被害を最小限に抑えるためには、区はもと
より、区民の皆さんと一体になった対策が必要です。

水害は、大きく2つのタイプに分かれます
●河川の水があふれる
　区内を流れる４つの河川は、護岸の改修がおおむね

完了しています。平成17年には石神井川の観音橋
付近、平成22年７月には溝田橋付近において、集
中豪雨の影響による浸水被害が発生しました。区で
は、石神井川水位他監視システムの整備に取り組み、
監視カメラ４カ所、水位計７カ所、区役所庁舎の降
雨等観測機器の更新及び新設を行い、増水時の監視
を強化しています。また、観測データなどはインター
ネットを通して、広く情報提供しています。

　詳しくはホームページをご覧ください。
　また、避難所などについては事前に「東京都北区洪

水ハザードマップ」で確認してください。
●下水のマンホールなどから逆流する
　ここ数年、1時間に50ミリを超すような激しい雨

が区内でもたびたび観測されています。このため、
降った雨を下水管に収容しきれず、家屋、道路など
が浸水するといった、「都市型水害」が毎年のよう
に発生しています。

　東京都下水道局では、現在、1時間あたり50ミリ
の降雨に対応できる施設整備を進めていますが、区
内全域で完成するまでにはかなりの時間を要すると
思われます。このため、下水道管の幹線工事が一部
完了した個所を暫定的に貯留管として供用すること
で浸水被害の軽減を図っています。

水害の特徴

道路公園課公園河川係 TEL 3908-9275

水害のタイプ

【活動内容】
犯罪の抑止を目的として、定期的に地域のパトロール
を行っていただき、不審者、不審物件を発見した場合
には、110番通報等をしていただきます。

【加入要件】
①区内に在住・在勤・在学している人、5名以上で登

録できるグループ
②警察や防犯協会などに登録を行っていないパトロー

ル隊
③加入申請書、加入者名簿の提出が可能なグループ 
（パトロールボランティア保険加入のため）

④定期的（ 原則として月1回以上）な防犯活動が可
能なグループ

　（年度終了ごとに一年間の実施報告書を提出してい
ただきます）

【活動の支援】
北区安全・安心ネットワークに加入していただくと、
パトロールボランティア保険が適用になります。
また、パトロールグッズを配付します。

【申込方法】
危機管理課及び北区ホームページで配付する加入申請
書と加入者名簿に必要事項を記入し、ご提出ください。
詳しくはお問い合わせください。

区では、子どもの安全対策の一環として、区内在学の
小学生に学校を通じて防犯ブザーを配付しています。
区内在住で区外の小学校に通うお子さんには、個別に
配付します。詳しくは、お問い合わせください。

区では地域安全・安心パトロール隊による巡回パト
ロールを実施しています。
青色回転灯を装備した車両が赤羽・王子・滝野川の各
地域を24時間365日体制でパトロールしています。

危機管理課 TEL 3908-1121　FAX 3908-8169

防犯ボランティアパトロール隊を募集しています　
北区安全・安心ネットワーク

防犯ブザーを配布しています

地域安全・安心パトロール隊

 ◆ 水害 ◆ 防犯
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●天気予報や気象情報に気を付けましょう 
梅雨時期や台風シーズンに入ったら、テレビ、ラジ
オ、新聞などの気象情報に気を付け、特に警報発令
時には最新の情報に留意してください。

●区民の皆さんから区への情報提供 
近所の下水のマンホールがあふれて浸水していた
り、堤防やその近くで水がもれている場所を見つけ
たら道路公園課まで連絡してください。身近でおき
ている浸水に関する情報は、区が、災害対策を的確
に行うために、とても大切な情報です。

●区から提供される避難に関する情報 
大きな水害が発生するおそれがある場合、区は防災
無線などを活用し避難の呼びかけをします。そのと
きは速やかに避難してください。

●区では、土のう貸し出しを行っております 
浸水被害防止の応急対策として、土のうが必要な場
合は道路公園課までご連絡ください。当日では対応
できない場合があります。

●止水板 
道路公園課工務係 
住宅、店舗、事務所に止水板を設置する場合 
費用の２分の１　限度額50万円

●雨水貯留槽 
道路公園課工務係 
個人住宅の屋根に降った雨水を一時的に貯め晴れた
時に雨水利用するタンクを設置する場合 
費用の２分の１　限度額2万5千円

●雨水浸透施設 
道路公園課公園河川係 
個人住宅（500平方メートル未満）で屋根や庭に降っ
た雨水を地下に浸透させる施設を設置する場合 
限度額40万円

※ いずれも事前相談が必要です

水害に備えて

各助成制度
道路公園課工務係

TEL 3908-9213　
道路公園課公園河川係

TEL 3908-9275

避難時の心得
安全な避難路の確認を

避難場所までの経路（避難路）
は、あらかじめ自分たちで決め
ておき、安全に通行できるかを
確認しておきましょう。

非常持ち出し品の事前準備を

避難するときの荷物は必要最低
限とし、事前に準備をしておき
ましょう。

正確な情報収集と自主的避難を

ラジオ・テレビで最新の気象情
報、災害情報、避難情報を収集
しましょう。雨の降り方や浸水
の状況に注意し、危険を感じた
ら自主的に避難しましょう。

避難の呼びかけに注意を

危険が迫ったときには、区や警
察・消防から避難の呼びかけを
することがあります。呼びかけ
があった場合には、速やかに避
難してください。

避難する前に

避難する前に、電気、ガスなど
の火元を消し、避難場所を確認
しましょう。また、親戚や知人
などに避難する旨を連絡してお
きましょう。

速やかに避難しましょう

避難勧告などは、危険が迫った
ときに出されますので、速やか
に避難しましょう。避難の際に
は区などの指示に従いましょ
う。

高齢者などの避難に協力を

高齢者や子ども、病気の人など
は、早めの避難が必要です。近
所の高齢者などの避難に協力し
ましょう。

動きやすい格好、
２人以上での避難

避難するときは、動きやすい格
好で。２人以上での避難を心が
けましょう。
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次ページへ続く

健康
◆保健所　◆休日診療　◆各種健康相談　◆健康診査・がん検診　◆医療費助成

 ◆ 保健所
北区保健所　東十条 2-7-3
北区保健所生活衛生課　　  TEL 3919-0376　FAX 3919-3308
　生活衛生係　 TEL 3919-0431 　環境衛生 　TEL 3919-0720
　食品衛生　　 TEL 3919-0726　 医薬衛生　 TEL 3919-0727
北区保健所保健予防課　　  TEL 3919-3101　FAX 3919-5163
保健予防係　TEL 3919-3104　結核感染症係　TEL 3919-3102

〈交通機関〉
・JR 京浜東北線　東十条駅南口下車　4 分

N

南口

北区保健所

至赤羽 環七通り

神谷陸橋

至王子
至王子

自転車店和菓子店

王
子
五
丁
目
団
地

北
本
通
り

東
十
条
駅

●消防署（医療機関案内テレホンサービス）

●小児救急電話相談（東京都）

子ども（15歳以下）の急病患者のために、夜間の初
期救急診療を行っています。受診の際は、保険証、乳
医療証、子 医療証などをお持ちください。

【診療日】
月～土曜（祝日及び12月29日～ 1月3日を除く）

【診療科目】小児科
【受付時間】午後8時～午後10時45分
【問い合わせ及び所在地】

病気や障害があり、「どこの歯科医院で診てもらえば
いいのかわからない」「歯科医院に通えないので、自
宅や病院、施設に訪問診療してもらいたい」など歯の
治療でお困りの方は、歯科医師会にお気軽にご相談く
ださい。

東京消防庁テレホンサービス　　　　 TEL 3212-2323
医療機関案内サービス“ひまわり”

（東京都保健医療情報センター）
TEL 5272-0303

東京北医療センター（赤羽台4-17-56）
TEL 5963-3311代表

障害のある方や介護が必要な方に
かかりつけ歯科医紹介

その他の休日・夜間診療（小児科、内科、眼科、
歯科、耳鼻咽喉科）についての問い合わせは

子ども夜間救急事業

・平日　午後6時〜 11時
・休日及び年末年始　午前9時〜午後11時

TEL ＃8000（プッシュ回線、携帯電話）
TEL 5285-8898

王子消防署　　　　　　　　　　　　TEL 3927-0119
赤羽消防署　　　　　　　　　　　　TEL 3902-0119
滝野川消防署　　　　　　　　　　　TEL 3916-0119

急病患者のために、日曜、祝日（振替休日を含む）及
び年末年始（12月29日～ 1月4日）に、診療を行っ
ています。
受診される方は、保険証、乳医療証、子 医療証、後
期高齢者医療証などをお持ちください。お持ちになら
ない場合は10割負担となりますので、ご注意くださ
い。

●北区休日診療所

【受付時間】午前10 時～午後9時30分

●休日歯科応急診療所

【受付時間】 午前9時～午後4時30分

内科、小児科の診療は

北区医師会館2階（王子2-16-11）　  TEL 5390-3011

歯科診療は

滝野川西区民センター 2階（滝野川6-21-25）
5567-2055

北歯科医師会館1階（中十条2-11-4）
3900-5009

 ◆ 休日診療
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■�機能訓練事業�

疾病や負傷などにより心身の機能が低下していて、医
療終了後も継続して訓練を行うことが望ましいと思わ
れる原則として40歳以上65歳未満の方を対象に通
所による訓練を無料で行います。

区民の方の日頃の健康づくりのために、講演会や教室
を開催します。詳しくは、随時、北区ニュースでお知
らせします。
このほかに「北区さくら体操」の普及、健康づくり自
主グループの活動支援や健康づくり相談なども行って
います。

■�健康増進センター�
健康づくりのために、保健・栄養・運動の実践学習が
できます。
詳しくは北区ニュースまたは北区ホームページでご案
内します。

障害者福祉センター事業係
TEL 3905-7121　FAX 3905-7116

健康づくりのために
健康推進課健康づくり推進係

TEL 3908-9068

健康増進センター（下記参照）

 ◆ 健康診査・がん検診
健康推進課健康係

TEL 3908-9016　FAX 3905-6500
健康推進課コールセンター

TEL 3908-9034
健康推進課王子健康支援センター

TEL 3919-7588　FAX 3919-5163
健康推進課赤羽健康支援センター

TEL 3903-6481　FAX 3903-6486
健康推進課滝野川健康支援センター

TEL 3915-0184　FAX 3915-0171

【問い合わせ及び申込】
●王子・赤羽地区の方

●滝野川地区の方

【受付時間】
平日　午前9時～午後5時（土・日曜、祝日を除く）

保健師、栄養士、歯科衛生士が相談に応じます。
相談の内容によっては日時の制限があります。事前に
電話でお問い合わせください。

■�各種健康相談�
各健康支援センター　P44をご覧ください。

■�難病についての相談�
各障害相談係　P51・83をご覧ください。

■�脳血管疾患等による中途障害者への機能訓練の相談

■�HIVなどの感染症、結核についての相談�

感染症や結核の相談のほか、HIVウイルス、肝炎ウイル
スの検査をしています。詳しくはお問い合わせください。

病気や障害を克服するために学習や講演会を行った
り、患者さんや家族の方々が集まって、身体とこころ
のリハビリをするための教室などの事業を行います。

■�呼吸器健康教室� �

成人のぜん息・慢性気管支炎・肺気しゅなどの方のた
めの教室です。呼吸筋体操、歌、講習会をとおして呼
吸機能を高めます。

北歯科医師会（中十条2-11-4）
TEL 3900-5009　FAX 3900-5101

滝野川歯科医師会（西ケ原2-41-11）
TEL 3918-8060　FAX 3918-4994

 ◆ 各種健康相談
各健康支援センターのお問い合わせは

健康推進課王子健康支援センター
TEL 3919-7588　FAX 3919-5163

健康推進課赤羽健康支援センター
TEL 3903-6481　FAX 3903-6486

健康推進課滝野川健康支援センター
TEL 3915-0184　FAX 3915-0171

健康についてお悩みの方

障害者福祉センター事業係
TEL 3905-7121　FAX 3905-7116

北区保健所保健予防課結核感染症係
TEL 3919-3102　FAX 3919-5163

健康の維持・回復のために

障害福祉課公害保健係
TEL 3908-9019　FAX 3908-5340

健康増進
センター

王子 5-2-5-101
TEL 5390-2220
FAX 5390-2233

〈交通機関〉
・JR 京浜東北線

東十条駅北口下
車 12 分

・地下鉄南北線 
王子神谷駅下車
5 分

・都営バス 
王子 5 丁目下
車 5 分

N

健康増進
センター

至王子

至赤羽 至赤羽

環七通り

東十条
小学校

東十条
東保育園 桜田北

保育園
地下鉄南北線
王子神谷駅

スーパー

スーパー

至王子

王子
4丁目

さくらだ
こども園

北区
保健所

北口

王子
消防署

G.S

北
本
通
り

東
十
条
駅

1号棟

3号棟
4号棟

王
子
５
丁
目

５
号
棟
６
号
棟

広場

児童遊園

２号棟
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■�胃がん検診�
●健康推進課コールセンター

【医療機関方式】
50歳以上で、12月31日現在偶数年齢の方を対象に、
10月～翌年2月末まで区内の協力医療機関で実施し
ています。

【検診車・検診機関方式】
35歳以上の方を対象に毎月実施しています。

■�子宮がん検診�
●健康推進課コールセンター

【医療機関方式】
20歳以上の前年度未受診の女性を対象に、区内の協
力医療機関で実施しています。

【検診機関方式】
20歳以上の前年度未受診の女性を対象に、区が委託
した検診機関で毎月実施しています。

■�乳がん検診�
●健康推進課コールセンター

40歳以上で前年度未受診の女性を対象に、5月～翌
年1月末まで区内の協力医療機関で実施しています。

■�大腸がん検診�
●各健康支援センター

35歳以上の方を対象に毎月実施しています。

■�胃がんハイリスク検診�
●健康推進課コールセンター

39・44・49・54・59・64 歳の方を対象に、6月
～8月末まで区内の協力医療機関で実施しています。

●対象疾病にり患し、認定基準を満たしていると認定
された方には、医療費等の公費負担があります。

 詳しくはP84をご覧ください。

●各障害相談係 
18歳未満で腎臓疾患、心臓疾患、肢体不自由、内
臓疾患などで、放置すると障害が残ると認められ、
手術などにより障害の改善が見込まれる方。

 ◆ 医療費助成
難病などでお困りの方に

障害福祉課王子障害相談係
TEL 3908-1359　FAX 3908-5344

障害福祉課赤羽障害相談係
TEL 3903-4161　FAX 3903-0991

自立支援医療（育成医療）

知っ得！納得！ 30（サンマル）健診（若年健康診査）
●健康推進課コールセンター

健診受診機会のない30代の方を対象に行う健診です。
区内の協力医療機関で実施します。

特定健康診査
●健康推進課コールセンター 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着
目した健診です。健診結果により生活習慣の改善が
必要となった方には「特定保健指導」を実施します

（特定保健指導についてはP55をご覧ください）。
【対象】
北区国民健康保険にご加入の40歳～ 74歳の方

【実施場所】 区内の協力医療機関
※ 生活保護等を受給している方は、同様の健診を行

います。
※ 北区国民健康保険以外の医療保険にご加入の方は、

加入している医療保険者（保険証発行機関）が特
定健康診査及び保健指導を実施します。

●健康推進課コールセンター 
75歳以上の区民の方及び一定の障害のある65 ～
74歳で、後期高齢者医療制度にご加入の方を対象
に行う健診です。区内の協力医療機関で実施します。

●健康推進課コールセンター 
40・45・50・55・60・65・70・75・77・79・
80・81歳の方を対象に将来の歯の喪失を予防する
ことを目的として、9月～翌1月頃に区内の協力医
療機関で実施しています。

●各健康支援センター 
当該年度中に30・35・40・45・50・55・60・
65・70 歳の誕生日を迎える女性を対象に行う検診
です。 
対象の方にはお知らせを送付します。

がんの早期発見のため年1回（子宮がん・乳がんは2
年に1回）は検診を受けましょう。
詳しくは北区ニュース及び北区ホームページをご覧く
ださい。

後期高齢者健康診査

歯周病検診・口腔機能維持向上健診

骨粗しょう症検診

がん検診・がん予防
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気管支ぜん息などの大気汚染障害者として認定された
方に「医療券」をお渡しします。有効期間は2年間で、
期間内に病気が治らないときは、更新の手続きをする
ことができます。

【新規申請の対象となる方】
次のいずれにも該当する方
・18歳未満の方で、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、

肺気しゅ及びそれらの続発症にかかっている方
・東京都の区域内に引き続き1年（3歳未満は6カ月）

以上住所を有する方
・健康保険に加入している方 
〔注〕 健康保険とは、国民健康保険、会社等の健康

保険、公務員共済などの医療保険のことです。
・申請日以降喫煙しない方
【新規申請のための申請書類等】
所定の用紙がありますので、お問い合わせください。

現在、「公害医療手帳」をお持ちの方で、有効期間内
に病気が治らないときは必ず更新の手続きを行ってく
ださい。有効期間が過ぎると一切の手続きができませ
ん。
なお、手続きは有効期間が切れる3カ月前から行うこ
とができます。

この健康被害救済制度は、石綿（アスベスト）による
健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災
補償等の対象とならない方に対し、迅速に救済を図る
ことを目的として創設された制度です。この制度の対
象となる病気は、石綿（アスベスト）を原因とする中
皮腫（がんの一種）、肺がん、著しい呼吸機能障害を
伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚です。現在これらの
病気にかかられている方、これらの病気でお亡くなり
になった方のご遺族の方が、認定の申請や救済給付の
請求をすることのできる制度です。詳しくはお問い合
わせください。

障害福祉課公害保健係
TEL 3908-9019　FAX 3908-5340

大気汚染が病気の原因と思われる方に

「公害医療手帳」をお持ちの方へ
〈更新手続きをお忘れなく〉
障害福祉課公害保健係

TEL 3908-9019　FAX 3908-5340

石綿（アスベスト）による健康被害救済制度
北区保健所保健予防課保健予防係

TEL 3919-3104　FAX 3919-5163

骨髄移植ドナー支援制度
P84をご覧ください。

●各障害相談係 
18歳未満の方で次の病気の方は、医療費公費負担
の制度があります。 
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心
疾患、内分泌疾患、膠

こ う

原病、糖尿病、先天性代謝異
常、血液疾患・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化
器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、
皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

18歳未満で、骨関節結核及びそのほかの結核にかかっ
ており入院が必要な方が対象です。

P93をご覧ください。

結核医療費（入院医療・通院医療）については、一部
公費負担制度がありますので、お問い合わせください。

18歳未満のお子さんが精神障害のため精神科病院ま
たは精神科病床に入院した場合、医療費が助成されま
す。

P84をご覧ください。

自立支援医療（更生医療）

小児慢性特定疾病医療

療育給付
健康推進課王子健康支援センター

TEL 3919-7588　FAX 3919-5163
健康推進課赤羽健康支援センター

TEL 3903-6481　FAX 3903-6486
健康推進課滝野川健康支援センター

TEL 3915-0184　FAX 3915-0171

未熟児のための養育医療
各種支援センター

結核の医療

精神障害で入院しているお子さんに

北区保健所保健予防課結核感染症係
TEL 3919-3102　FAX 3919-5163

障害福祉課王子障害相談係
TEL 3908-1359　FAX 3908-5344

障害福祉課赤羽障害相談係
TEL 3903-4161　FAX 3903-0991

自立支援医療（精神通院）
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骨髄移植推進のため、公益財団法人日本骨髄バンクの
実施する骨髄移植・末梢血幹細胞移植事業で骨髄など
の提供を行ったドナーの方に対する支援事業を行って
います。

【対象となる方】
・平成30年4月1日以降に、骨髄バンク事業で骨髄

などの提供を行った方（日本骨髄バンク発行の証明
書が必要です）

・骨髄等の提供や検査などの通院入院期間中に北区に
住んでいたこと

・骨髄等の提供が完了してからこの申請までの期間が
一年以内であること

【支援の内容】
・骨髄等の提供や検査などのための通院入院日数一日

につき
 提供者本人　20,000円（上限7日）

【申請方法】
所定の様式がありますので、お問い合わせください。

北区保健所保健予防課保健予防係
TEL 3919-3104 FAX 3919-5163

気管支ぜん息などの大気汚染障害者として認定された
方に「医療券」をお渡しします。有効期間は2年間で、
期間内に病気が治らないときは、更新の手続きをする
ことができます。

【新規申請の対象となる方】
次のいずれにも該当する方
・18歳未満の方で、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、

肺気しゅ及びそれらの続発症にかかっている方
・東京都の区域内に引き続き1年（3歳未満は6カ月）

以上住所を有する方
・健康保険に加入している方 
〔注〕 健康保険とは、国民健康保険、会社等の健康

保険、公務員共済などの医療保険のことです。
・申請日以降喫煙しない方
【新規申請のための申請書類等】
所定の用紙がありますので、お問い合わせください。

現在、「公害医療手帳」をお持ちの方で、有効期間内
に病気が治らないときは必ず更新の手続きを行ってく
ださい。有効期間が過ぎると一切の手続きができませ
ん。
なお、手続きは有効期間が切れる3カ月前から行うこ
とができます。

この健康被害救済制度は、石綿（アスベスト）による
健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災
補償等の対象とならない方に対し、迅速に救済を図る
ことを目的として創設された制度です。この制度の対
象となる病気は、石綿（アスベスト）を原因とする中
皮腫（がんの一種）、肺がん、著しい呼吸機能障害を
伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚です。現在これらの
病気にかかられている方、これらの病気でお亡くなり
になった方のご遺族の方が、認定の申請や救済給付の
請求をすることのできる制度です。詳しくはお問い合
わせください。

障害福祉課公害保健係
TEL 3908-9019　FAX 3908-5340

大気汚染が病気の原因と思われる方に

「公害医療手帳」をお持ちの方へ
〈更新手続きをお忘れなく〉
障害福祉課公害保健係

TEL 3908-9019　FAX 3908-5340

石綿（アスベスト）による健康被害救済制度
北区保健所保健予防課保健予防係

TEL 3919-3104　FAX 3919-5163

骨髄移植ドナー支援制度
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国民健康保険（国保）とは

国民健康保険は、病気やケガに備えて加入者が日頃か
ら保険料を出し合い、その保険料と国や都・区の補助
金で医療費を支出する制度です。

■�加入する方　　　　　　　　　　　　　　　　　�����
勤務先等の健康保険や後期高齢者医療制度に加入して
いる方、生活保護を受けている方以外は、すべて国保
に加入しなければなりません。外国人の方も同様です。
ただし、在留資格と在留期間が適切な方に限ります。

■�主な手続きは14日以内にしてください　　　　　�

※ 届け出の際は、マイナンバーカードまたは通知カード
等と、来庁者の本人確認書類（P32）をお持ちください。

※ 出生・死亡の国保に関する届け出は国保資格係で
受け付けます。

国保年金課国保資格係
TEL 3908-1131　FAX 3908-6342

国保年金課国保資格係または区民事務所（P27・28）へ

〔注〕 勤務先等の健康保険に入ったときは、勤務先か　　 
ら区役所への連絡はありませんので、必ずお届
けください。
■国保をやめる手続きは郵送でも受け付けます

〈お送りいただくもの〉
・勤務先等の保険証のコピー
・国保の保険証（実物）
・やめる方の「氏名、住所、電話番号（平日日

中に連絡可能なもの）」を記入したメモ書き
〈送付先〉 

〒114-8508（住所不要） 北区役所 国保資格係

■�国民健康保険料の決定　　　　　　　　　　　　　����
国民健康保険料は、国保に加入している方の前年の所
得にもとづいて計算し、世帯主に納入通知書をお送り
します。
年度の途中で、転入や転出、他の健康保険への加入等
の異動があった場合、保険料が変更になりますので、
遅くとも届け出のあった日の翌月20日頃までに変更
通知書をお送りします。

下記の場所で納付できます。
 ●金融機関、ゆうちょ銀行
 ●国保保険料係　●赤羽・滝野川区民事務所
 ●コンビニエンスストア（納付書裏面参照）
※ 領収書は大切に保管してください。
 また、コンビニエンスストアをご利用の方は必ず

レシートを受け取ってください。
※ スマートフォンでの納付（モバイルレジ）もでき

ます。詳しくはお問い合わせください。

口座振替（自動払込）を利用しますと、支払いに行く
手間がかからず、納め忘れの心配もなく便利です。
引き落としは、毎月末日（金融機関が休業日の場合は
翌営業日）です。
口座振替のお申込みについては2通りの方法がありま
す。
①「ペイジー口座振替受付サービス」でのお申込み　

取り扱い対象金融機関のキャッシュカードがあれば、

納期限内での納付をお願いいたします
国保年金課国保保険料係

TEL 3908-1159　FAX 3908-6342

保険料の納付には、便利な口座振替が
おすすめです
国保年金課口座担当 TEL 3908-1137

保険・年金
◆国民健康保険　◆国民年金　◆恩給・扶助料など　◆介護保険

 ◆ 国民健康保険

届け出の内容 届け出に必要なもの

国
保
に
は
い
る
と
き

北区に転入してきたとき 転入手続きのときに申し出をし
てください。

勤務先等の健康保険をや
めたとき

資格喪失証明書や退職年月日が
わかる書類

生活保護を受けなくなっ
たとき 保護廃止決定通知書

お子さんが生まれたとき 窓口で加入の申し出をしてくだ
さい。

保険証は、運転免許証・パスポート等があれば窓口交付
します。 

国
保
を
や
め
る
と
き

北区から転出するとき 転出手続きのときに申し出をし
てください。

勤務先等の健康保険に
入ったとき〔注〕 勤務先等の保険証

生活保護を受けるように
なったとき 保護開始決定通知書

死亡したとき 窓口で喪失の申し出をしてくだ
さい。

65 歳から 74 歳の方で
後期高齢者医療制度の該
当になったとき

窓口で喪失の申し出をしてくだ
さい。

北区の国保をやめるときは、保険証をお返しください。
※ 世帯主が転出や死亡により変更になる場合は世帯全員
の保険証をお持ちください。

そ
の
他

保険証の紛失、汚損によ
り再交付を受けるとき

運転免許証等があれば窓口交付
します。

修学のために北区を転出
するとき

国保の保険証、在学証明書等、
転出先の住民票

区外の介護保険施設等へ
入所するとき

国保の保険証、入所証明書また
は契約書等
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第一庁舎2階23・24番窓口で口座振替のお申込手
続きができます。詳しくはお問い合わせください。

②「口座振替依頼書」でのお申込み
　【受付】
　対象金融機関窓口、北区役所(第一庁舎2階23・24

番窓口)
　※ 口座届出印の押印は鮮明にお願いいたします。
　※  郵送でも承ります。口座依頼書にご記入のうえ、
　　 国保年金課までお送りください。

納期限内に納付が困難な場合は、そのままにせず早め
にご相談ください。

北区の国保または後期高齢者医療制度に加入している
方は、各種保養施設を割引きで利用できます。

【利用料金】
かんぽの宿 ………………………………… 500円割引
東京染井温泉Sakura

（平日・中学生以上のみ）………………… 216円割引
国保温泉センター（国保加入者のみ）…… 割引券参照

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目
した「特定健康診査」「特定保健指導」を行います。
※「特定健康診査」については、P51をご覧ください。

「特定保健指導」は、生活習慣病の発症や重症化を
予防するための事業です。「特定健康診査」の結果
により生活習慣病の改善が必要となった方に、食
事、運動を中心とした生活習慣の見直しに関する
支援を行います。

　 対象の方には、「特定保健指導利用券」をお送りし
ます。

国保で受けられる給付
国保年金課国保給付係 TEL 3908-1132
■病気やケガをしたとき 

病院・診療所（医院）等の窓口で被保険者証（保険
証）を提示（70歳～ 74歳の方は被保険者証と一緒
に高齢受給者証を提示）すれば、かかった費用のう
ち自己負担の割合に応じた金額を支払うだけで、診
察や治療を受けられます。残りは国保が負担します。
■入院したときの食事代（食事療養費） 

入院中、1回の食事代のうち、本人負担額を除いた

国保年金課国保保険料係
TEL 3908-1135　FAX 3908-6342

保険料を納めることが困難なとき ─納付相談

保養施設
国保年金課庶務係 TEL 3908-1130

特定健康診査・特定保健指導
国保年金課庶務係 TEL 3908-1193

額を国保が負担します。本人負担額は年齢や所得に
より異なります。
■療養費の支給
　次の1 ～ 7の場合で、医療費の全額を支払った場

合には、国保に申請ができます。審査のうえ、保険
適用が認められた場合には、国保負担分について療
養費として支給します。申請書は審査機関による審
査をするため、支給は申請から3 ～ 4カ月後とな
ります。必要書類等はお問い合わせください。
1.緊急のときや、旅行先など、やむを得ない理由　　

で保険証をもたずに治療を受けたとき
2.コルセット等の治療用装具を作製したとき
3.ねんざや打撲などで接骨院で施術を受けたとき
4.医師が治療上、マッサージ・はり・きゅうを必

要と認めたとき
5.生血を輸血したとき（第三者に限る）
6.海外渡航中に急な病気やケガで治療を受けたと

き
7.骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担したとき
■精神医療給付金 

自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受けて
いる方で、同一世帯の国保加入者全員が住民税非課
税の方には、申請により「国保受給者証（精神通院）」
が交付されます。 
交付された方は、都内の指定医療機関では、自己負
担金はかかりません。都外の指定医療機関では、受
診時に自己負担金を支払い、その後、国保給付係に
申請すると、自己負担金分が支給されます。
■結核医療給付金
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律に基づく医療受給者（患者票をお持ちの方）
で、住民税が非課税（20歳未満の方は、世帯主が
非課税）の方は、申請により「結核医療給付金受給
者証」が交付されます。

 交付された方は、都内の指定医療機関では、自己負
担金（医療費の5％）はかかりません。都外の指定
医療機関では、受診時に自己負担金を支払い、その
後、国保給付係に申請すると、自己負担金分が支給
されます。
■出産育児一時金
 国保に加入している方が出産したとき、出産育児一

時金として42万円が、世帯主に支給されます。
 原則として、国保から出産育児一時金を直接病院等

に支払う仕組み（直接支払制度）になります。妊娠
85日以上の死産、流産も支給されます。必要書類
等はお問い合わせください。
■葬祭費
 国保に加入している方が死亡したときは、葬儀代金

を支払った方（領収書の宛名の方）に対して、葬祭
費として7万円が支給されます。
■医療費が高額になったとき（高額療養費）
 医療機関や薬局に支払った1カ月間の窓口負担が一

定額を超えた場合、超えた分が高額療養費として払
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い戻されます。ただし、保険適用分のみが対象とな
り、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外で
す。該当世帯には診療月の3 ～ 4カ月後に申請書
を送付します。

■限度額適用認定証　限度額適用・標準負担額減額認定証
 事前に「限度額適用認定証」（住民税非課税世帯の

方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」）の交
付を受けて、受診の際に医療機関へ提示すると、1
カ月の1医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担
限度額までとなります（入院と外来は別計算）。
※ 保険料の滞納がある場合は原則交付できません。
※ 70歳～ 74歳の方は所得により交付対象の要件

が異なりますので交付を希望する際は、事前に
国保給付係までお問い合わせください。

※ 高額療養費制度の改正にともない、70歳以上の
方の平成30年8月診療以降の自己負担限度額等
が変更されました。

■特定疾病療養受療証
 人工透析の必要な慢性腎不全や、血友病、血液凝固

因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの特定疾
病の方は、自己負担限度額が1医療機関につき、1
カ月1万円または2万円になります。対象の方は「特
定疾病療養受療証」を申請により交付します。詳細
は国保給付係にお問い合わせください。
■一部負担金の減免
 災害などにより、いちじるしく生活が苦しくなり一

部負担金の支払いが困難なときには、申請により減
額または免除になる場合があります。ただし、3カ
月以内の入院に限ります。あらかじめ、国保給付係
へご相談ください。
■国保と交通事故
 交通事故などの第三者行為によってケガをしたとき

は、原則として医療費は加害者が負担すべきもので
すが、届け出により国保で治療を受けることができ
ます。国保を使って治療を受けたときは、窓口負担
分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害
者の方に代わって、国保（北区）が加害者に請求す
ることになります。国保で治療を受けるとき（受け
たとき）は国保給付係に必ず届け出をしてください。

※ 後期高齢者医療制度についてはP78 ～ 79をご
覧ください。

日本年機構　北年金事務所（上十条1-1-10）
TEL 3905-1011

国民年金とは〈国民年金制度〉
国保年金課国民年金係

TEL 3908-1138・1139・1140　FAX 3908-6342

 ◆ 国民年金
各種年金の相談

国民年金制度は、保険料負担を原則とした世代間扶養
によって、老齢になったときや、ケガや病気により障
害の状態に該当したとき、または配偶者や子を残して
死亡したときに年金を支給して、生活の安定に役立て
ることを目的としています。
■�基礎年金�

【第１号被保険者】
■必ず加入する方（強制加入）
厚生（共済）年金に加入されていない20歳以上60
歳未満の外国人を含む日本に住民登録がある方（自営
業・自由業、学生、無職など）
■希望で加入できる方（任意加入）
●海外に居住し、日本に住民登録がない20歳以上65

歳未満の日本国籍の方
●日本に住民登録がある60歳以上65歳未満の方
　（年金額が満額に達している方と厚生年金に加入し

ている方を除く）
●65歳までに年金受給資格期間（10年）を確保でき

ていないが、70歳までに受給資格を確保できる方
（受給資格を得られるまでの期間）

　※海外居住を除き、保険料は原則口座振替です。
【加入手続き及び保険料負担】
詳しくは北区ホームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。
【保険料（平成30年4月現在）】

※ 平成14年4月から日本年金機構が直接収納するこ
とになりましたので、区役所・区民事務所で払い
込みはできません。

■�保険料の免除�
免除制度は、強制加入の第1号被保険者の方に適用さ
れます。
■法定免除
 生活保護法による生活扶助や障害基礎年金及び障害

等級1、2級の障害厚生（共済）年金などの受給者は、
届出をすることにより、保険料が全額免除されます。

■申請免除
 本人、配偶者、世帯主の方の所得が基準以下で申請

後承認されれば保険料の全額または一部が免除され
ます。

　なお、失業や廃業などが理由の時は、前年所得にか
かわらず申請により保険料が免除されたり、納付が
猶予される場合があります。

■学生納付特例
 学生で、本人の前年所得が基準以下の場合、申請に

より保険料の納付が猶予されます。

区分 保険料

定額保険料（月額） 平成 30 年度　16,340 円
平成 31 年度　16,410 円

付加保険料（月額） 400 円（付加年金希望者のみ）
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戦没者の遺族の方には、援護法においては遺族
年金（準軍属の方は遺族給与金）、恩給法におい
ては公務扶助料などが支給されます。

普通恩給の受給資格は、実在職年数に戦地加算及び職
域通算したうえで、旧軍人では12年以上、旧軍属（判
任官以上）では17年以上となっています。一時恩給
の受給資格は引き続き実在職年数3年以上の旧軍人、
また一時金の受給資格は通算して3年以上の旧軍人で
す。なお、これらの方の遺族にも支給されます。

介護保険制度は「介護の問題」や「老後の不安」を解
消するために、介護を社会全体で支えようとする制度
です。40歳以上の方全員が加入します。皆さんに納
めていただく保険料と公費で財源をまかない、介護が
必要と認定されたとき必要な介護サービスの給付を受
ける制度です。

介護保険制度のあらましや、介護保険サービス提供事
業者などを掲載した冊子を介護保険課及び各高齢者あ
んしんセンターで配布しています。
介護保険制度についてのご意見や認定結果、サービス
内容、サービス事業者についての苦情・相談を受け付
けています。

「介護や支援が必要な状態」になったら要介護・要支
援認定の申請をしてください。

■�対象となる方�
●第1号被保険者（65歳以上の方）で、入浴、排せつ、

食事など、日常の生活動作について常に介護が必要
な方及び家事や身じたくなどの日常生活に支援が必
要な方

旧軍人・軍属及びその遺族の方に
〈恩給・扶助料〉
東京都福祉保健局生活福祉部計画課

TEL 5320-4078

 ◆ 介護保険
介護保険制度のしくみ

介護保険に関する相談及び問い合わせ

介護保険課給付調整係（保険給付・制度）
TEL 3908-1286・1119

介護保険課認定調査係（認定調査・審査関係）
TEL 3908-1120

介護保険課介護保険料係（資格・保険料関係）
TEL 3908-1285

介護保険課共通　　　　　　　　　　 FAX 3908-9257

介護保険のサービスを利用するには

■納付猶予制度
 学生納付特例に該当しない50歳未満で、本人及び

配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請によ
り保険料の納付が猶予されます。※猶予された期間
の保険料は、10年以内は納付できます（ただし、
2年を経過すると加算金がつきます）。

【年金の給付】

※ 死亡一時金を除いて、各年金の支給月は原則とし
て2・4・6・8・10・12月となります。

（1）公務上の傷病などのため一定程度以上の障害を
有する旧軍人等・準軍属の方には障害年金また
は一時金（恩給法の適用を受ける方は傷病恩給）
が支給されます。

（2）また戦傷病者特別援護法が適用される旧軍人等
の方には、治療や施術のほか療養手当などが支
給されます。

（3）（1）（2）の方がそれが原因で死亡した場合及び

年金の種類 受給要件

老齢基礎年金

原則として 10 年以上の受給資格期間を満
たした方が 65 歳になったとき。
60 歳以上 65 歳未満の間に受給を繰り上げ
たり、66 歳以降に受給を繰り下げることも
できますが、さまざまな制限があります。

障害基礎年金

20 歳からの国民年金加入中、または 60 歳
以上 65 歳未満で、日本国内に住んでいる
間に初診日のある病気やケガで政令で定め
る障害の状態（1 級または 2 級）になった
とき。ただし、納付要件があります。
20 歳前に初診日がある場合（厚生年金・共
済年金に加入中は除く）は、20 歳になった
ときに上記の障害の状態であるとき。納付
要件はありませんが、本人の所得制限があ
ります。

遺族基礎年金

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受け取
る資格のある方が死亡した場合に、その方
に生計を維持されていた「子のある配偶者」
または「子」に支給されます。
ただし、死亡した方の納付月数（免除期間
を含む）が、定められた期間以上あること
が必要です。また、「子」の年齢にも制限が
あります。

寡婦年金

国民年金第 1 号被保険者として保険料を納
めた期間（免除期間を含む）が、10 年以上
ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、
10 年以上婚姻関係が継続中の妻に、60 歳
から 65 歳になるまで支給されます。

死亡一時金
国民年金の保険料を 3 年以上納めた方が年
金を受けずに死亡した場合に、生計を同一
にしていた遺族が遺族基礎年金や寡婦年金
を受けない方に支給されます。

特別障害給付金
（平成 17 年

4 月施行）

・平成 3 年 3 月以前に国民年金任意加入対
象であった学生

・昭和 61 年 3 月以前に国民年金任意加入
対象であった被用者（厚生年金、共済組
合等の加入者）の配偶者であって、国民
年金任意加入していなかった期間内に初
診日があり、現在、障害基礎年金 1、2
級相当の障害に該当する方（65 歳未満）
に支給されます。

 ◆ 恩給・扶助料など

東京都福祉保健局生活福祉部計画課
TEL 5320-4078

戦傷病者・戦没者遺族年金・給付金
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●第2号被保険者（医療保険に加入している40歳以
上65歳未満の方）で初老期における認知症、脳血
管障害など、加齢に伴う病気（16種類の特定疾病）
によって日常生活に介護や支援が必要な方

【申請に必要なもの】
介護保険の被保険者証、主治医の氏名・連絡先、健康
保険被保険者証（40歳以上65歳未満の方）

【申請手続】
本人または代理人（親族、民生委員など）及び申請代
行業者（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設）

【申請受付場所】
各高齢者あんしんセンター（P78）

申請すると、区の職員または区から委託した事業所の
認定調査員が自宅などに訪問し、本人の状態を調査し
て作成した調査票とかかりつけ医の意見書をもとに認
定審査会で審査・判定します（介護や支援が必要な度
合いに応じて「要支援1・2」「要介護1 ～ 5」の7段
階に分けられます）。

【認定通知】
申請してから原則として30日以内に認定の結果通知

（介護度や認定の有効期間などが記載されています）
と認定結果などが記載された介護保険被保険者証が送
られます。「要支援1・2」・「要介護1 ～ 5」と認定さ
れた方は介護保険のサービスを利用できます。ただし、
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で
認められる月々の利用限度額などが異なります。また、
申請後、通知が届くまで介護サービスを受けていた場
合、認定の結果によっては保険適用とならないことも
あります。なお、「非該当（自立）」と判定された方は
介護保険のサービスの利用はできませんが、地域支援
事業を利用できる場合があります。

【認定更新】
認定の有効期間後も引き続き介護保険のサービスを利
用したい場合は、更新の手続きが必要になります（更

【16種類の特定疾病】
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要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援認定
介護保険課認定調査係

新時期には「更新申請のご案内」を送付します）。また、
有効期間内でも心身の状況が変化した場合などは認定
の見直しを申請できます。

介護保険で受けられる主なサービス

■ 居宅サービス（介護予防サービスを含む） 
・訪問介護（ホームヘルプサービス）※
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション（デイケア）
・通所介護（デイサービス）※
・短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
・福祉用具の貸与及び購入
・住宅改修
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
※ 介護予防サービスのうち訪問介護、通所介護につ

いては、介護予防・日常生活支援総合事業（P60）
をご覧ください。

■�地域密着型サービス�
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
※ 要支援1の方は利用できません。
以下のサービスは要支援1・2の方は利用できません。
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護
※ 上記以外にも、高齢者の方を対象とした福祉サー

ビスがありますので、P78をご覧ください。

■�施設サービス�
※要支援1・2の方は利用できません。
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

※入所の相談についてはP80をご覧ください。
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

介護サービスを利用した方は、サービス費用の1 ～ 3
割を負担します。

介護サービスを利用する時に、「介護保険被保険者証」
と一緒に自己負担割合を示す「負担割合証」をサービ
ス事業者に提示してください。
通いや施設入所の場合は、介護（予防）サービス費の
ほかに、食費、居住費（滞在費（宿泊するサービスの
み））、日常生活費の負担も必要です。

いずれも申請が必要です。
●負担限度額認定
　（介護施設に入所・入院中の方で、一定の条件に該

当する方は、食事、居住費（滞在費）の負担が軽減
されます。）

●高額介護サービス費
●高額医療合算介護サービス費
●生計困難者に対する利用者負担額の軽減
●災害などにより損害を受けた場合による減免（福島

第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転
入された場合も含む）

手すりの取り付けや段差解消など在宅生活を安全に過
ごすための住宅改修について、給付限度額の範囲内で、
後日、申請に基づいて改修費の7 ～ 9割が保険から
給付されます。対象となる住宅改修については、改修
前に事前の申請が必要になります。区に登録された事
業所で住宅改修を行う場合は、最初から1 ～ 3割の
負担で済みます。

腰掛便座・入浴補助用具などの福祉用具購入について、
給付限度額の範囲内で、後日、申請に基づいて購入費
の7 ～ 9割が保険から給付されます。領収書と、購
入した商品のカタログのコピーなどを申請書に添え
て、申請してください。都道府県知事等に指定された
福祉用具販売業者からの購入のみが給付の対象となり
ます。購入予定商品が給付の対象になるか不明の場合
は、事前にお問い合わせください。区に登録された事
業所で福祉用具を購入する場合は、最初から1 ～ 3
割の負担で済みます。

車イスや特殊寝台などの福祉用具は貸与（レンタル）
の対象になります。要支援1・2及び要介護1の方は
利用できる品目が限られます。利用するには、居宅介

介護保険課給付調整係・介護保険料係

利用者負担を軽減する制度
介護保険課給付調整係

介護保険課給付調整係

住宅改修

介護保険課給付調整係サービスの利用と自己負担

介護保険課給付調整係
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護（介護予防）サービス計画が必要となりますので、
ケアマネジャーにご相談ください。

医療費控除
介護保険課給付調整係
介護サービス費の自己負担額は、医療費控除の対象に
なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

介護保険の被保険者証は要介護・要支援認定の申請や
介護保険のサービスを利用するときに使用します。

■�交付対象�
●65歳以上の方（新たに65歳になる方には、65歳

に到達する月の前月末までに送付します）
●40歳以上65歳未満の要介護・要支援認定を受け

た方

■�保険料�
●65歳以上の方（第1号被保険者）の保険料は、所

得などに応じて16段階に設定されています。

■�納付�
●納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

【特別徴収】
老齢、退職、遺族、障害年金のうち、基礎年金を年額
18万円（月額1万5千円）以上受給されている方は、
年金から保険料があらかじめ差し引かれます（老齢福
祉年金からは差し引かれません）。

【普通徴収】
年金から差し引かれない方、年度途中に第1号被保険
者の資格を取得した方（65歳到達、転入等）は、区
から送付する納付書により、金融機関やコンビニエン
スストア、モバイルレジ、介護保険課、赤羽区民事務
所、滝野川区民事務所などで納めていただきます。ま
た、口座振替（自動払込）により納付することができ
ます。
●40歳以上65歳未満の方（第2号被保険者）は、加

入している医療保険の保険料と合わせて徴収されま
す（各医療保険者にお問い合わせください）。

福祉用具の貸与（レンタル）

介護保険被保険者証の交付
介護保険課介護保険料係

介護保険課介護保険料係

介護保険料の決め方・納め方

介護サービスを利用する時に、「介護保険被保険者証」
と一緒に自己負担割合を示す「負担割合証」をサービ
ス事業者に提示してください。
通いや施設入所の場合は、介護（予防）サービス費の
ほかに、食費、居住費（滞在費（宿泊するサービスの
み））、日常生活費の負担も必要です。

いずれも申請が必要です。
●負担限度額認定
　（介護施設に入所・入院中の方で、一定の条件に該

当する方は、食事、居住費（滞在費）の負担が軽減
されます。）

●高額介護サービス費
●高額医療合算介護サービス費
●生計困難者に対する利用者負担額の軽減
●災害などにより損害を受けた場合による減免（福島

第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転
入された場合も含む）

手すりの取り付けや段差解消など在宅生活を安全に過
ごすための住宅改修について、給付限度額の範囲内で、
後日、申請に基づいて改修費の7 ～ 9割が保険から
給付されます。対象となる住宅改修については、改修
前に事前の申請が必要になります。区に登録された事
業所で住宅改修を行う場合は、最初から1 ～ 3割の
負担で済みます。

腰掛便座・入浴補助用具などの福祉用具購入について、
給付限度額の範囲内で、後日、申請に基づいて購入費
の7 ～ 9割が保険から給付されます。領収書と、購
入した商品のカタログのコピーなどを申請書に添え
て、申請してください。都道府県知事等に指定された
福祉用具販売業者からの購入のみが給付の対象となり
ます。購入予定商品が給付の対象になるか不明の場合
は、事前にお問い合わせください。区に登録された事
業所で福祉用具を購入する場合は、最初から1 ～ 3
割の負担で済みます。

車イスや特殊寝台などの福祉用具は貸与（レンタル）
の対象になります。要支援1・2及び要介護1の方は
利用できる品目が限られます。利用するには、居宅介

介護保険課給付調整係・介護保険料係

利用者負担を軽減する制度
介護保険課給付調整係

介護保険課給付調整係

住宅改修

介護保険課給付調整係

福祉用具の購入
介護保険課給付調整係
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●生活困窮のため介護保険料の納付が困難な所得段階
第1段階（老齢福祉年金受給者のみ）、第2段階、
第3段階の方は、申請により保険料が減額されるこ
とがあります。一定の要件がありますので、詳しく
はお問い合わせください。

●災害などの特別な事情（福島第一原子力発電所事故
に伴う帰還困難区域等から転入された方も含む）が
あると認められたときは、保険料の減免や徴収猶予
を受けられることがあります。詳しくはお問い合わ
せください。

介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。

高齢者の方の介護予防や日常生活の自立を支援するた
め、既存の介護事業所によるサービスと住民やＮＰＯ
などが参画する多様なサービスを総合的に提供する事
業です。ご利用は、高齢者あんしんセンターにご相談
ください。（P78）

■�(1)介護予防・生活支援サービス　　　　　　　　��
主に高齢者の方の日常生活の自立を目的とし、訪問型
サービスや通所型サービスを行います。

【対象者】
①要支援認定者②笑顔で長生き調査（基本チェックリ
スト）の結果生活機能の低下が認められた方。要介護

（要支援）認定の非該当の方を除きます。
【サービス】
・訪問型サービス（ホームヘルプサービス）
・通所型サービス（デイサービス）
・元気アップマシントレーニング教室
【自己負担】
・サービス費用の1割（一定以上の所得がある方は2

割または3割）
 なお、介護サービス費の減免制度等と同様の制度が

あります。
・元気アップマシントレーニング教室は定額負担

■�(2)一般介護予防事業　　　　　　　　　　　　　�
65歳以上の方を対象とした介護予防教室や地域での
住民主体の介護予防活動の育成・支援などを行います。
・おたっしゃ筋力アップ体操教室、認知症予防教室、

介護予防リーダー養成講座などの教室や講演会
・介護予防拠点施設ぷらっとほーむ（P81）

介護保険課介護保険料係

社会保険料控除
介護保険課介護保険料係

介護予防・日常生活支援総合事業
長寿支援課 TEL 3908-9017　FAX 3908-9257

認知症の人への総合支援事業
長寿支援課　　　 TEL 3908-9017　FAX 3908-9257
認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続
けられるまちづくりのために、できる限り早い段階か
ら総合的に支援します。各高齢者あんしんセンターに
ご相談ください。(P78参照）

■�（1）認知症初期集中支援事業　　　　　　　　　��
医療・介護の専門職（医師・看護師・作業療法士・介
護福祉士・臨床心理士）が家族等の相談を受けて対象
者を訪問し、必要な医療や介護の導入・調整や家族支
援などをおこない、自立生活をサポートします。

【対象者】
原則として40歳以上で、自宅で生活をしている認知
症が疑われる人、または軽度認知症で
① 認知症の診断を受けていない、または治療が中断し

ている
②医療サービスや介護サービスを利用していない
③ 認知症の診断は受けたが、認知症による症状の対応

に困っている等の人が対象です。
※自己負担はありません。

■�（2）認知症カフェ　��　　　��　　　　　　　　 　
認知症の人とその家族や地域のだれもが参加できる交
流の場として、北区内25か所以上で認知症カフェ「オ
レンジカフェきたい～な」を開催しています。認知症
についての正しい情報の案内のほか、医師による「も
の忘れ相談」や専門スタッフによる認知症についての
相談も受け付けています。

■�（3）その他　　　　��　　　　　　　　　　�　　��
①認知症に関する普及・啓発
②認知症サポーター養成講座の開催・活動支援
③精神科医師等による訪問相談事業
④認知症家族介護教室

介護保険料を納めることが困難なとき

北区認知症支援キャラクター
「こんちゃん」
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暮らし・環境
◆リサイクル　◆ごみ収集　◆環境　◆動物　◆緑化　◆道路　
◆自転車・駐輪場　◆コミュニティバス　◆区民交通傷害保険　
◆暮らしにお困りの方に　◆消費生活　◆葬儀　◆防犯

区内にある4つのエコー広場館は、リサイクル生活文
化の振興を図る区民のリサイクル活動拠点です。さま
ざまなリサイクル講座も開催しています。各館の活動
内容は、毎月発行される「かわら版」でご案内してい
ます。「かわら版」は図書館・地域振興室など区内施
設にて配布しています。

【開館時間】 午前10時～午後4時
赤羽エコー広場館は午後5時まで
休館日…水曜、祝日、年末年始

【資源を集めています】
古布（古着）、ペットボトルキャップ、使用済切手、
紙パック、発泡トレイ、廃食油（第２日曜 午前10 
時～午後2 時）、使用済プリンター用インクカートリッ
ジ、入れ歯
※ 赤羽エコー広場館は、入れ歯と使用済切手のみと

なります。

富士見橋
エコー広場館

田端 5-16-1
TEL 3824-3196　FAX 3821-2468

北ノ台
エコー広場館

上十条 5-14-4
TEL 3907-3196　FAX 3907-3196

滝野川西
エコー広場館

滝野川 6-21-25　滝野川西区民センター 2 階
TEL 5567-3196　FAX 5394-8787

赤羽
エコー広場館

赤羽 1-67-62　赤羽駅北高架下
TEL 3902-3196　FAX 3902-3226

【群馬県甘楽町の有機野菜】
第２日曜午前10時から販売。北区の学校給食の調理
くずなどを肥料にして育てた甘楽町の有機野菜を販売
する食の循環事業です。

【資源活用イベント】

【リユース、リサイクル品の販売、修理・修繕など】
北くるり（再生品トイレットペーパー、ティッシュペー
パー）、廃食油再生石鹸などの販売を行っています。
また、傘の修理や包丁研ぎなど日常品の修理・修繕を
行います。
ご利用の際は各エコー広場館までお問い合わせくださ
い。

【ごみ・リサイクルちゃんねる】
ごみやリサイクルに関する相談、遺品整理に関する相
談を受け付けています。お気軽にお問合せください。
TEL5972-4677 午前9 時～午後４時（日曜、年末年
始を除く）

富士見橋
エコー広場館

第１日曜日 資源活用市
第２日曜日 衣類・日曜雑貨我

が
楽
らく

多
た

市
第３・４日曜日 フリーマーケット
第５日曜日 着物市

北ノ台
エコー広場館

第２日曜日 フリーマーケット
※天候により開催しない場合があります。 

お問い合わせください。
滝野川西
エコー広場館 第２日曜日 不用品活用市

赤羽
エコー広場館 第２日曜日 フリーマーケット

資源の回収（びん・缶・ペットボトルなど）

 ◆ リサイクル
エコー広場館 指定管理者導入施設

家庭から出るびん・缶・ペットボトルなどを資源として回収しています。
リサイクル清掃課  TEL 3908-8539　FAX 3908-1311

品目 回収場所 出し方

びん・缶 ●ステーション
（まちの中で下記回収容器が設置された場所）
びん：コンテナ（黄色）
缶：コンテナ（青色）
ペットボトル：回収ネット（青色配布型・

緑色管理型）
※コンテナ（緑色）…大規模な集合住宅

びんはふたを外し、中を軽くすすいで出してください。
【出せないもの】
割れているびん、化粧品のびん、陶器、グラス・コップ類、
油の容器、スプレー缶、ペンキ缶など

ペットボトル

キャップ・ラベルを外して中を軽く水ですすぎ、つぶして出
してください。

【出せないもの】
油の容器、卵などのパック、シャンプーや洗剤の容器、色の
ついたペットボトル容器など

紙パック
食品用発泡トレイ

（白色・色付き両方可）
●サンクルポストなど

（区民センターや地域振興室などに設置）

洗って出してください。紙パックは開いてください。
【出せないもの】
内側が銀色（アルミ）、茶色の紙パック、油などで汚れた
トレイ

廃食油

●富士見橋・北ノ台・滝野川西エコー広場館
（毎月第 2 日曜のみ）
●赤羽区民事務所（毎月第 2 日曜のみ）
●北区清掃事務所
●滝野川清掃庁舎   （毎月第 2 土曜のみ）
●浮間清掃事業所

ふたがしっかり閉まる容器に入れてください。未開封の
ものは、そのまま出してください。
※ 午前 10 時から午後 2 時までに直接手渡してください。
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※ ステーションの場所の決定や管理、コンテナ保管は各町会や自治会など地域の皆さんが行っています。出す
時間や騒音などに注意してきれいに使用してください。

※ ペットボトル・紙パック・食品用発泡トレイはスーパーマーケットなどでも回収している場合があります。
ご利用の際は、各店舗のルールに従ってください。

※ 店舗や会社、事業所など、事業活動から出る資源は回収できません。

集団回収とは、町会・自治会・マンション管理組合・PTAなど10世帯以上で構成された団体が、各家庭から出
る古紙・古布・びん・缶など資源を集めて直接回収業者に引き渡す自主的な資源回収方法です。区では、集団回
収活動の支援として回収量に応じて報奨金を支給しています。詳しくはリサイクル清掃課計画事業係までお問い
合わせください。

ごみ・資源（古紙）は、決められた集積所・場所に決められた収集曜日の朝8時までに出してください。下記の
区分により、収集日の8時から15時の間に回収します。リサイクルできるものはごみとせず、資源として活か
してください。
※ 収集曜日は集積所の看板、ホームページなどでお確かめください。

北区では、集積所のカラス除けとして無料で防鳥ネットを貸し出ししています。ご希望の方は清掃事務所、また
は収集職員までご相談ください。
※ 各戸収集地域では、ネットの貸し出しを行っておりませんのでご了承ください（集合住宅を除く）。

品目 回収場所 出し方

古布

●富士見橋・北ノ台・滝野川西エコー広場館 ポリ袋に入れて出してください。
【出せないもの】
中に綿の入っている服や布団、皮革製品、ビニール、ゴ
ム製品、毛布、汚れているもの、濡れているもの

●東十条地域振興室
●浮間地域振興室
●北区清掃事務所

●区役所第二庁舎駐車場
●赤羽会館 1 階
●赤羽区民事務所

ペットボトルキャップ ●富士見橋・北ノ台・滝野川西エコー広場館（P79）洗ってから各施設に設置している透明な専用容器に出してください。

インクカートリッジ
（プリンター用）

●滝野川清掃庁舎
●浮間清掃事業所
●赤羽区民事務所

●区役所第二庁舎
●北区清掃事務所

各施設に設置している回収箱に出してください。
※対象メーカー：ブラザー、キヤノン、デル、エプソン、 
　ヒューレット・パッカード

集団回収支援
リサイクル清掃課  TEL 3908-8539　FAX 3908-1311

 ◆ ごみ収集
家庭ごみ・資源（古紙）・粗大ごみの正しい分け方・出し方

北区清掃事務所（豊島8-4-3）  TEL 3913-3141　FAX 3913-3741

種類 回数 分け方 出し方

可燃ごみ 週 2 回
プラスチック類・ゴム・革製品・台所の
生ごみ・資源回収で出せない紙くず・紙
おむつ・生理用品・衣類・木くずなど

・ポリ容器、または中身の見える丈夫な袋に入れて出してください。
・生ごみはよく水気を切って、新聞紙などで包んで出してください。
・紙おむつは、汚物をトイレに流してから出してください。
・木くず（板）は、30cm 以下の長さにして出してください。

不燃ごみ 月 2 回

金属資源（小型家電・金属類）とその他
の不燃ごみ（ガラス陶磁器・蛍光灯等）
に分けて別の袋で出してください。
電池・アルミホイル・刃物類・薬、油、
塗料の空缶・スプレー缶・カセットボン
ベはその他の不燃ごみとして出してくだ
さい。

・ポリ容器、または中身の見える丈夫な袋に入れて出してください。
・ガラスや針、刃物などの鋭利なものは、新聞紙などに包んで「キ

ケン」と表示してください。
・小型家電からは必ず電池・充電池を抜いてください。
・スプレー缶、カセットボンベ、ガスライターなどは必ず使い切っ

てから他の不燃ごみとは別の袋に入れて出してください。
※使い切れない場合には清掃事務所までご相談ください。

資源
（古紙） 週 1 回

新聞・ちらし・雑がみ（菓子箱など）・雑誌・
本・段ボール・紙切れ・包装紙・コピー
用紙・はがき

以下のとおり、それぞれに分けてひもで縛って出してください。
・新聞とちらし
・雑誌、本、パンフレット
・雑がみ（紙切れ・包装紙・菓子箱など）は、雑誌にはさむか紙の

袋などに入れてひもでしばって出してください。
・段ボール
※回収は雨天でも行います。
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※ エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機については、その家電品を購入した店か買い替え
をする店、または家電リサイクル受付センター〔TEL 5296-7200　月〜土曜／祝日を含む　午前8時〜午
後5時〕へお問い合わせください。

※ パソコン（本体・ディスプレイ）は、資源有効利用促進法により、再資源化されています。回収については、
各メーカー等（製造元）へお問い合わせください（回収の申し込み先が分からない場合は、パソコン3R推進
協会へお問い合わせください。 TEL 5282-7685　HP http://www.pc3r.jp/ ）。

●清掃事務所で収集できないもの
※ 処理方法については清掃事務所にご相談ください。

（1） 一辺が180cmを超えるもの
（2） ガスボンベ類、石油類、工業製品、花火、マッチ、

バッテリー（有毒性・危険性のあるもの）
（3） 消火器、大型金庫、薬品類（埋立処分場の管理、

または処分作業に支障をきたすおそれのあるも
の）

（4） 塗料（ペンキ）、印刷用インク、現像液、汚泥な
どの液体・液状のもの・粉末状のもの

（5） オートバイ（部品を含む）、自動車の部品、タイヤ、
ピアノ

（6） 石、ブロック、土、コンクリート、砂
（7） その他、収集・運搬に支障をきたすもの

お店や事務所・会社などの事業活動に伴って出た廃棄
物は、事業者自らの責任で処理することが原則です。
事業系ごみの処理は許可を得た廃棄物処理業者へ委託
してください。ただしごみの排出量が少量で自ら処理
することが困難な事業者については、可燃ごみ・不燃
ごみ・古紙に限って清掃事務所が有料（事業系有料ご
み処理券）で収集します。なお、事業系ごみを区の収
集に出す際は、あらかじめ清掃事務所にご相談くださ
い。
※ 区では、事業系の粗大ごみやびん・缶・ペットボ

トルは一切収集しません。
※ 事業系有料ごみ処理券は「事業系有料ごみ処理券

取扱所」の表示がある区内商店、コンビニエンス
ストア、スーパーマーケット及び北区清掃事務所
で販売しています。

事業系ごみ・資源（古紙）の出し方

地球温暖化やヒートアイランドへの対策として、区民
及び事業者の方を対象に、新エネルギー及び省エネル
ギー機器等の導入をする際の費用の一部を助成します。

【助成対象者】
（1） 区内に自ら居住または居住予定の住宅に助成対象

機器等の設置・施工をし、自ら使用する方
（2） 区内に有する事業所または有する予定の事業所に助

成対象機器等の設置・施工をし、自ら使用する方
【主な助成資格要件】
（1） 個人住民税または法人住民税を滞納していないこと
（2） 導入する機器等が未使用のものであること
（3） 同一年度内ですでに同一機器等の助成を受けてい

ないこと
（4） 導入しようとする機器等について、区の他の助成

を受けていないこと
（5） 建築物の販売、貸付け等による利益を目的として

いないこと
【助成対象機器等（平成30年4月現在）】
（1） 太陽光発電システム
（2） 太陽熱温水器・ソーラーシステム
（3） 高効率給湯器（エコキュート・ハイブリッド給湯器）
（4） 家庭用燃料電池装置（エネファーム）
（5） 住宅用蓄電システム
（6） HEMS
（7） 高反射率塗料
（8） 窓の断熱改修
 別に中小企業者等、分譲住宅管理組合等の助成が

あります。

新エネルギー・省エネルギー機器等の
導入費用を助成します
環境課環境政策係 TEL 3908-8603　FAX 3906-8474

 ◆ 環境

種類 対象品目 出し方
申込先 申込手順

粗大ごみ
（申込制）

おおむね 30cm 立方体以上の物

●自転車、三輪車など
●机、イス、たんす、棚、ベッド、

布団などの家具・寝具類
●掃除機、ステレオ、ストーブ、

ガスレンジなどの家庭電化製品

粗大ごみ受付センター
TEL 5296-7000

月～土曜（祝日を含む）
午前 8 時～午後 7 時

（年末年始を除く）
※インターネット 24 時間受付
http://sodai.tokyokankyo.or.jp/

1. 粗大ごみ受付センターへ粗大ごみの収集をお申
し込みください。
※収集日と料金をご案内します。収集日は指定

できますが時刻は指定できません。
2. センターで案内された料金分の有料粗大ごみ処

理券（シール）を購入してください。
3. シールに収集日と名前（または収集日と受付番

号）を書き、粗大ごみの見やすいところに貼っ
てください。

4. 収集予定日の朝 8 時までに自宅玄関前などに出
してください。8時から15時の間に収集します。

臨時ごみ 植木の刈込み（50cm 以下にする）、家の中の片づけ及び引越しなど、一度に多量のごみを出す場合は有料です。清掃
事務所にお申し込みください。

次ページへ続く
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注意しましょう。光化学スモッグの注意報などが出た
ときは外出は控えめにしてください。

【発生状況】
・東京都光化学スモッグ情報ホームページ（東京都環

境局）
http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp/ox.php

路上喫煙などによるタバコの吸い殻の散乱や火傷など
の被害を防止するため、平成20年12月1日より「東
京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」を施行して
います。喫煙マナーの改善に向けてご協力をお願いし
ます。

【条例で禁止している喫煙行為】
・北区内全域の公共の場所では、歩行喫煙（自転車の

乗車中等を含む）及びポイ捨てを禁止しています。
※ 公共の場所：道路、公園、広場、河川敷など公共

の用に供する場所（屋外に限られます）
・路上喫煙禁止地区では、歩行喫煙、ポイ捨てのほか、

北区が指定した指定喫煙場所以外での立ち止まって
の喫煙も禁止しています。

【路上喫煙禁止地区】
駅周辺等人が集まり、とくに区民等の安全及び地域の
美化を推進する必要がある地区（案内図に示したJR
田端・王子・赤羽駅周辺）について、北区では路上喫
煙禁止地区に指定しています。

【啓発用ステッカー等の配付】
「歩きタバコ」「タバコのポイ捨て」を防止するために
啓発用ステッカー等を窓口で配付しています。希望さ
れる方は事前にお問い合わせください。
※ 公道に面した自家の塀などに貼るためのものです。

公道や電柱には貼れませんのでご注意ください。

環境課地域美化担当 TEL 3908-8610　FAX 3906-8474

歩きタバコ・吸殻のポイ捨て等の禁止

【申込方法など】
※ 必ず設置・施工前に申請してください。
※ 助成対象機器の要件等、詳しくは北区ホームペー

ジをご覧いただくか、お問い合わせください。

集合住宅の管理組合等に省エネコンサルタントを派遣
し、経費削減に効果的な設備改修や運用改善の方法な
どを提案します。また、省エネや合意形成などに関す
る相談やアドバイスも行います。費用は無料です。詳
しくは北区ホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。

区民の健全な生活環境を守るため、あき地の所有者ま
たは管理者は常に適正な管理を行うよう条例で義務づ
けられています。あき地の雑草でお困りの方の相談を
受け付けています。

お住まいのネズミ、アレルギーを引き起こすダニ・カ
ビや結露、敷地にできたハチの巣などでお困りの方の
相談を受け付けています。

夏場で風が弱くて日差しの強い日、もやがかかったよ
うに視野がかすむ日、こんなときは光化学スモッグに

集合住宅　省エネコンサルタント派遣
環境課環境政策係 TEL 3908-8603　FAX 3906-8474

あき地の雑草でお困りの方は
環境課自然環境みどり係

TEL 3908-8618　FAX 3906-8474

住まいのネズミ、ダニやハチの巣でお困りの方
北区保健所生活衛生課環境衛生（東十条2-7-3）

TEL 3919-0720　FAX 3919-3308

光化学スモッグの注意報
環境課環境規制調査係

TEL 3908-8611　FAX 3906-8474

◆路上喫煙禁止地区（下図の青色で示した地区です） ★指定喫煙場所

赤羽
エコー広場館

JR田端駅周辺 JR王子駅周辺 JR赤羽駅周辺
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います（48時間以内）。
（5） 事故が大きいときには、警察に連絡をしておくと

良いでしょう。

ニホンザル、ワニ、ニシキヘビなど人に危害を加える
恐れのある危険な動物（特定動物）を飼う場合は、動
物種・飼養施設ごとに都知事の許可が必要です。手続
き等については業務係にお問い合わせください。

動物は、終生の飼育が原則ですが、やむを得ない事情
で犬・ねこが飼えなくなったときは、ご相談ください。

動物の死体は、その飼い主や土地の管理者（事業所含
む）が処理することになっています。自分で処理でき
ない場合は、小動物（25kg未満）に限り、届出によ
り清掃事務所が引き取ります。引き取りには手数料
3,000円がかかります。道路や公園に放置されている
場合には下記へご連絡ください。
なお、一般家庭の方で飼い主不明のものは清掃事務所
までご相談ください。

危険な動物（特定動物）を飼うには
東京都動物愛護相談センター業務係 TEL 3302-3507

東京都動物愛護相談センター TEL 3302-3507

犬、ねこを飼えなくなったときは

「犬の散歩をするときのルール」

■犬をリードでつなぎます
河川敷はドッグランではありません。必ずリードで
つないでください。
■トイレは散歩前に家ですませます
もし、電柱や他人の家の壁などにオシッコをしてし
まった場合には水ですぐに流すことが飼い主として
のマナーです。
■フンは必ず持ち帰ります

東京都動物の愛護及び管理に関する条例より

区道
道路公園課道路係　　　　　　　　　 TEL 3908-9265
区立公園・河川など
道路公園課公園河川係　　　　　　　 TEL 3908-9275
都道及び国道122号（北本通り）
北区清掃事務所　　　　　　　　　　 TEL 3913-3141
国道17号
国土交通省万世橋出張所　　　　　　 TEL 3253-8361

犬・ねこ・その他小動物の死体処理は
王子・赤羽地区
北区清掃事務所　 TEL 3913-3141　FAX 3913-3741
滝野川地区
滝野川清掃庁舎　 TEL 3800-9191　FAX 3800-5785

犬を飼い始めたら、登録（鑑札の交付）と年1回の狂
犬病の予防注射を受けてください。

【飼い犬の登録手数料（生涯に1回）】 ………3,000円
犬（生後91日以上）を飼い始めたら「飼い犬の登録」
の届け出をしてください。また、鑑札を紛失した場合
には、再交付申請が必要になります（再交付手数料
1,600円）。

【注射済票の交付手数料（毎年度1回）】………550円
動物病院などで狂犬病の予防注射を受け、「狂犬病予
防注射済証」をお持ちのうえ手続きをしてください（注
射済票の交付）。

【飼い犬の登録事項変更届】
次のような時も届け出をしてください。

「転入」 前登録地の鑑札をお持ちください。また、鑑
札を紛失した場合は、再交付手数料（1,600円）が必
要です。

「譲渡」（犬を譲り受けたとき）鑑札をお持ちください。
「犬の死亡届」 鑑札をお持ちください。
「飼い主の住所変更」
「犬の所在地変更」
「飼い主の変更」

・区民事務所（P27・28）
※ 犬の首輪には、登録鑑札と注射済票をつけてくだ

さい。
【定期集合注射】
毎年4月に、区内に定期集合注射会場を設けて「飼い
犬の登録」と狂犬病予防注射、注射済票交付を行いま
す。詳しくは、3月の北区ニュース、または生活衛生
係にお問い合わせください。

※ 金額は平成30年度のものです。

飼い犬が誤って人をかんだ場合には、飼い主が次のこ
とをすみやかに行ってください。

（1） かまれた人の手当を行います。
（2） 犬を落ち着かせて、隔離します。
（3） 生活衛生係に届け出をします（24時間以内）。
（4） 獣医さんで狂犬病の有無について、犬の検診を行

 ◆ 動物
犬を飼い始めたら飼い犬の登録と
狂犬病予防注射を
北区保健所生活衛生課生活衛生係（東十条2-7-3）

TEL 3919-0431　FAX 3919-3308

北区保健所生活衛生課生活衛生係
TEL 3919-0431　FAX 3919-3308

定期集合注射料金（1 頭） 3,650 円

内訳
定期集合注射料金 3,100 円
注射済票交付手数料 550 円

飼い犬が人をかんだら
北区保健所生活衛生課生活衛生係

TEL 3919-0431　FAX 3919-3308

北区以外のときは、新しい住
所地で手続きしてください。
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繁殖期に、カラスの親鳥がヒナを守ろうとして、人に
対して威嚇や攻撃を行う被害が発生します。被害を軽
減するため、区ではカラスの巣の撤去事業を行ってい
ます。

【撤去対象】
●実施条件
繁殖期にカラスからの威嚇・攻撃による被害がある場
合で、かつ巣の所在する樹木などの所有者の同意があ
る場合。
●実施対象
民家・アパート・マンション・店舗・工場等の事業所・
神社仏閣・私立学校・私立保育園等
※ 公園・道路（街路樹）・区立小中学校・JRの敷地・

電柱などは、当該施設の管理者にご相談ください。

工場、建設工事などの騒音、振動、粉じん、悪臭等に
ついての相談を受け付けています。
また、工場や指定作業場（20台以上の駐車場、クリー
ニング店など）は、「都民の健康と安全を確保する環
境に関する条例」により、設置、変更、廃止等の際に
申請や届出が必要です。

区立の公園、児童遊園の樹木ならびに区道の街路樹の
管理については、万全を期しています。万一害虫など
の異常発生を発見したときは、ご連絡ください。

いまある区内のみどりは、区民のかけがえのない財産
です。このようなみどりを守り育てていくために、一
定規模以上の大きな樹木、樹林、生垣を、その所有者
の同意を得て、保護樹木などに指定し、所有者の方に
保存に努めていただいています。

カラスの巣撤去
環境課自然環境みどり係 TEL 3908-8618

工場等の公害についての相談
環境課環境規制調査係 TEL 3908-8611

 ◆ 緑化
公園・街路の樹木に害虫を発見したとき

区立公園・児童遊園の樹木の場合
道路公園課公園河川係　　　　　　　 TEL 3908-9275
区道の街路樹の場合
道路公園課道路係　　　　　　　　　 TEL 3908-9265
都道の街路樹の場合
東京都第六建設事務所　　　　　　　 TEL 3882-4392

環境課自然環境みどり係
TEL 3908-8618　FAX 3906-8474

大きな木などを所有されている方へ
〈保護樹木などの指定〉

【保護指定されると】
●区が指定標識を設置します。
●区が管理費用の一部を助成します。
●区が保険に加入します。
※ 詳しくは北区ホームページをご覧いただくか、お

問い合わせください。

区では、安全でみどり豊かな生活環境をつくるため、
生垣の造成費用の一部を助成しています。

【対象】
道路（私道を含む）に面している生垣で総延長が1メー
トル以上、植栽時の高さ1メートル以上で、生垣の外
観を備えるもの。

【助成金額】
・造成費用1メートルにつき8,000円
※ 40メートルを限度とします。
・ブロック塀などの撤去費用1メートルにつき5,000円
※ 40メートルを限度として、生垣造成の長さの範囲

内とします。
※ 生垣造成、ブロック塀撤去とも、必ず着工前に申

請してください。
※ 詳しくは北区ホームページをご覧いただくか、お

問い合わせください。

区では、屋上緑化などを行う建物の所有者に造成費用
の一部を助成しています。
●緑化面積が、3平方メートル以上の屋上緑化事業
●緑化面積が、1平方メートル以上のベランダ緑化事業
●壁面緑化事業
※ 前年度分住民税を滞納していない方
※ 必ず着工前に申請してください。
※ 詳しくは北区ホームページをご覧いただくか、お

問い合わせください。

（1）道路台帳の閲覧について
（2）道路の種別について
（3）区道の幅員について
（4）区道・公園等の境界について
（5）北区管理通路について　など

生垣の造成費用を助成します
環境課自然環境みどり係

 TEL 3908-8618　FAX 3906-8474

 屋上・ベランダ・壁面の緑化費用を助成します
環境課自然環境みどり係

 TEL 3908-8618　FAX 3906-8474

 ◆ 道路
道路に関する次のようなご相談に
応じています
施設管理課台帳係  TEL 3908-9230
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道路（区道）を通行以外の目的で使用するときは、許
可を受けることが必要です。突き出し看板、日よけ、
工事用仮囲い、足場などを設置する場合は、必ず道路
占用許可の申請書を提出し、許可を受けてから設置し
てください。

北区においては、道路に接する区域の敷地について沿
道区域内を掘削する場合、届出が必要となります。建
物の新築などで区道と接した土地を掘削するときは、
道路の損傷を予防するため、沿道掘削施行届を提出し
てください。

車の出入りのため、歩道を切り下げたり、ガードレー
ルなどを撤去する場合には、自費工事となります。申
請書を提出し、承認を受けてから着工してください。

道路の陥没や道路構造物（雨水ます・L型側溝など）
の破損道路付属物（ガードレール、カーブミラーなど）
の破損・補修

私道の舗装や補修、または、私下水を整備したいとき
は、土地の所有者承諾書及び沿道関係者全員の申請が
あれば、区が工事費を一部補助して施工します。

【工事の対象についての助成条件】
（1） 道路の幅員が1.5メートル以上であること
（2） 道路を利用する家屋が3戸以上あること
（3） 公道に接続しているものであること
（4） 建築基準法第42条1項道路及び2項道路の指定

を受けていること

道路に看板・日よけ・足場などを出すとき
〈道路占用許可申請〉
施設管理課占用係  TEL 3908-9220

施設管理課占用係  TEL 3908-9220

沿道区域を掘削するとき〈沿道掘削施行届〉

歩道切り下げやガードレールなどの撤去
〈道路工事施行承認申請〉
施設管理課占用係  TEL 3908-9220

道路の陥没・損傷などについては
お問い合わせください

区道上の場合
道路公園課道路係　　　　　　　　　 TEL 3908-9265
都道・国道122号上の場合
東京都第六建設事務所北工区   　　　 TEL 3906-7303
国道17号上の場合
国土交通省万世橋出張所 　　　  　　 TEL 3253-8361

※ 詳しくはお問い合わせください。
【工事の内訳】
（1） 私道の舗装及び補修
（2） L型側溝、雨水ますの設置及び補修
（3） 私道内の下水管、汚水ますの設置及び補修

街灯は交通車両や歩行者などの通行、また、防犯等の
施設として必要な物です。不点灯や昼点灯などの故障
した街灯を発見したときは、ご連絡ください。

※私道上は各町会・自治会にご連絡ください。

私道（幅1.5メートル以上、延長30メートル以上）
の防犯灯を新設・改修したいときは、町会、自治会な
どから申請があれば、区が工事費を全額補助して施工
します。申込手続には
申請書・工事委託書・土地権利者の承諾書を提出して
ください。
なお、新設・改修後の維持管理は町会・自治会で行っ
ていただきます。

【駐輪施設が利用できる方】
通勤や通学のために駅まで自転車を利用し、さらに次
の（1）～（4）のいずれか1つに該当する方

（1）駅から住所または通勤・通学先が800メートル
以上離れている方（施設の利用状況により変更す
ることがあります）

（2）65歳以上の方
（3）身体に歩行困難を伴う障害のある方
（4）保育送迎をしている方
【駐輪施設の種類】
（1）自転車駐車場
 有料制の自転車駐車場です。お申し込みは直接各

自転車駐車場へ。詳しい場所等につきましては北
区ホームページをご覧ください。

街灯の故障を発見したとき

区道上の場合
道路公園課道路係　　　　　　　　　 TEL 3908-9265
都道・国道122号上の場合
東京都第六建設事務所北工区   　　　 TEL 3906-7303
国道17号上の場合
国土交通省万世橋出張所 　　　  　　 TEL 3253-8361
区内の商店街の場合
産業振興課商工係または各商店街　　 TEL 5390-1235

私道に防犯灯を設置したいとき
〈防犯灯補助〉
道路公園課道路係  TEL 3908-9265

 ◆ 自転車・駐輪場
駐輪施設のごあんない

施設管理課自転車対策係 TEL 3908-9218

私道の舗装や私下水をきれいにしたいとき
〈私道私下水補助〉
道路公園課道路係  TEL 3908-9265

次ページへ続く
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（2）指定自転車置場
 年間登録制の自転車置場です。お申し込みは施設

管理課自転車対策係まで
 登録手数料　北区民4,110円　北区民以外8,220円
■�自転車駐車場料金表（平成31年4月1日以降）�

【利用料金1】下記6カ所（利用料金2）以外の自転車駐車場

【利用料金2】浮間四丁目、赤羽北二丁目、赤羽駅西口北、 
 　　 赤羽駅南口第一、栄町 自転車駐車場、
 　　 尾久駅前（屋上）

※ 原動機付自転車は浮間四丁目、浮間三丁目、赤羽
北二丁目、赤羽駅西口・西口北、赤羽駅南口第一・
第二、王子駅北口・南口、王子神谷駅北、十条駅
西口、新田端大橋北、東十条駅南口のみです。

※ 利用できる原動機付自転車は、原付一種（道路交
通法上の原動機付自転車）のみです。

※ 平成31年3月31日以前の料金はお問い合わせく
ださい。

■�駐輪施設の所在地など�
（1）自転車駐車場

種別 利用方法 北区民 北区民以外
一般 学生 一般 学生

自転車
（地下・一階）

当日 150 円
１カ月 2,160 円 1,290 円 3,240 円 1,940 円
3 カ月 5,830 円 3,490 円 8,740 円 5,240 円
6 カ月 10,490 円 6,290 円 15,730 円 9,430 円

自転車
（二階）

当日 100 円
１カ月 1,540 円 920 円 2,310 円 1,380 円
3 カ月 4,150 円 2,490 円 6,220 円 3,730 円
6 カ月 7,470 円 4,480 円 11,200 円 6,720 円

原動機付
自転車

当日 200 円
１カ月 3,240 円 1,940 円 4,860 円 2,910 円
3 カ月 8,740 円 5,240 円 13,110 円 7,860 円
6 カ月 15,730 円 9,430 円 23,590 円 14,150 円

種別 利用方法 北区民 北区民以外
一般 学生 一般 学生

自転車
（地下・一階・
尾久駅前屋上）

当日 100 円
１カ月 1,080 円 640 円 1,620 円 970 円
3 カ月 2,910 円 1,740 円 4,360 円 2,610 円
6 カ月 5,230 円 3,130 円 7,840 円 4,700 円

自転車
（二階）

当日 100 円
１カ月 770 円 460 円 1,150 円 690 円
3 カ月 2,070 円 1,240 円 3,100 円 1,860 円
6 カ月 3,720 円 2,230 円 5,580 円 3,340 円

原動機付
自転車

当日 150 円
１カ月 1,620 円 970 円 2,430 円 1,450 円
3 カ月 4,370 円 2,620 円 6,550 円 3,930 円
6 カ月 7,860 円 4,710 円 11,790 円 7,070 円

最寄駅 自転車駐車場名称 所在地 電話
浮間舟渡駅 浮間四丁目 浮間 4-30-8 TEL 3969-4643

北赤羽駅
浮間三丁目 浮間 3-1-47 TEL 3946-4643
赤羽北二丁目 赤羽北 2-1-10 TEL 3946-4643
北赤羽駅赤羽口 赤羽北 2-32-2 TEL 3908-8400

赤羽駅

赤羽駅西口 赤羽西 1-7-1 TEL 0120-520-230
赤羽駅西口北 赤羽 1-67-18 TEL 5993-1590
赤羽駅南口第一 赤羽 1-1-28 TEL 3906-8462
赤羽駅南口第二 赤羽 1-1-20 TEL 3909-6922

（2）指定自転車置場
 赤羽西側、赤羽南側、十条、駒込、上中里、赤羽

岩淵、志茂の各駅周辺と赤羽公園脇、北谷端公園脇

自転車を路上に放置すると、通行や緊急時の活動を妨
げ、多くの方に迷惑をかけます。自転車は決められた
場所へ置きましょう。また駅から近い人は駅まで歩き
ましょう。

【放置自転車整理（禁止）区域】
この区域内（駅周辺）に自転車を放置すると撤去しま
す。浮間舟渡駅、北赤羽駅、赤羽駅、赤羽岩淵駅、志
茂駅、十条駅、東十条駅、王子神谷駅、王子駅、上中
里駅、尾久駅、田端駅、駒込駅、板橋駅、西巣鴨駅、
西ケ原駅

【自転車を撤去された場合は】
放置自転車整理（禁止）区域に自転車を短時間でも放
置すると、条例に基づき撤去する場合があります。撤
去された場合は指定の移送場所で返却します。

【返却する曜日と時間】
月～土曜　午前10時30分～午後7時
日　　曜　午前10時30分～午後4時
※ 年末年始、祝日は除く

【問い合わせ先】
コールセンター　TEL 3908 ー 1232
月～土曜　午前9時30分～午後7時
日　　曜　午前10時30分～午後4時
※ 年末年始、祝日は除く

最寄駅 自転車駐車場名称 所在地 電話

赤羽駅 赤羽駅南口第三 赤羽南 2-9 先 TEL 0120-356-621
赤羽駅東本通り 赤羽 1-7 先ほか TEL 3908-8400

十条駅 十条駅西口 上十条 2-27-17 TEL 5963-6345
十条駅東口 上十条 1-14 先 TEL 3908-8400

東十条駅
東十条駅北口 東十条 4-1 先 TEL 3908-8400
東十条駅北口第二 東十条 3-18-30 TEL 3908-8400
東十条駅南口 東十条 3-18-43 TEL 3913-7760

王子駅

王子駅北口 王子 1-11-1 先 TEL 3913-7743
王子駅南口 王子 1-3-40 ほか TEL 3927-6695
王子駅明治通り 王子 1-6 先ほか TEL 0120-356-621
栄町 栄町 40-4 先 TEL 3912-2758
音無親水公園 王子本町 1-1-1 先 TEL 3908-8400

尾久駅 尾久駅前 昭和町 2-1-31 TEL 3809-7880

田端駅

新田端大橋北 東田端 2-20-45 TEL 0120-356-621
新田端大橋南 東田端 1-17-21 TEL 0120-356-621
新田端大橋中央 東田端 2-20-52 TEL 3894-1794
田端駅前 田端 6-1-3 TEL 3821-1462

西ケ原駅 西ケ原駅前 西ケ原 2-3-1 TEL 0120-356-621

板橋駅 板橋駅東口 滝野川 7-3-7 ほか TEL 0120-356-621
北谷端公園脇 滝野川 7-14 先 TEL 0120-356-621

西巣鴨駅 滝野川三丁目 滝野川 3-11-2 TEL 0120-356-621

王子神谷駅 王子神谷駅前 王子 5-20-3-B101 TEL 5959-7067
王子神谷駅北 王子 5-29-4 TEL 3914-9195

放置自転車の防止
施設管理課自転車対策係  TEL 3908-9218
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【持参するもの】
移送手数料5,000円、本人確認できるもの（免許証、
保険証、学生証など）、自転車のカギ

【自転車保管期間】
1カ月（引き取りのない自転車は区で処分します）
・代理人による手続きの場合は、代理人の印鑑と本人

確認できるものをお持ちください。 

高齢者をはじめ、だれもが安心して移動できるまちづ
くりを進めるため、Kバス（コミュニティバス）を西
ケ原東・田端地域で運行しています。

【運行ルート】
①王子・駒込ルート
 JR王子駅（北とぴあ前）を起点に、障害者福祉セ

ンター・中央図書館・北区役所・旧古河庭園・霜降
橋等を経由しJR駒込駅で折返し、JR王子駅へ戻る
ルートで、1周約40分

②田端循環ルート
 JR駒込駅を起点に、田端区民センター・JR田端駅（ア

スカタワー前）・富士見橋エコー広場館・滝野川会館・
霜降橋等を経由し、JR駒込駅へ戻るルートで、1周
約20分

【運行時間】
運行間隔は20分で、平日、土・日曜、祝日とも同じ
ダイヤで運行します。

〔王子・駒込ルート〕
・JR王子駅始発7時15分、JR駒込駅始発7時22分
・JR王子駅最終19時55分（JR駒込駅経由JR王子駅

止まり）
〔田端循環ルート〕
・JR駒込駅始発7時07分
・JR駒込駅最終19時47分
※ 詳しい時刻表は下記ホームページでご覧いただけ

ます。
　http://www.hitachi-gr.com/bus/bus07/

【乗車料金】
●1回100円で大人・子ども（未就学児を含む）と

も同じで、二つのルートの乗継は、当日1回無料
※ 交通系ICカード乗車券（PASMOやSuicaなど）

利用可。
※ シルバーパスや障害者手帳による割引きはありま

せん。
●未就学児が小学生以上の方と同乗する場合、同乗者

1名につき未就学児2名まで無料
●1乗車は最大1周まで

忘れ物・時刻を含む運行全般・車内広告に関して
日立自動車交通（株）　　　　 　　　 TEL 5682-1122
上記以外に関して
施設管理課管理・交通係 　　　　  　 TEL 3908-9216

●回数乗車券：11枚つづり1,000円
※ 回数乗車券は文京区「B ーぐる」のご乗車にも利

用可。
 （「B ーぐる」の普通回数券でもご乗車できます。）
●1日乗車券：300円
●1カ月定期券：3,000円

【乗車券販売所】
・バス車内：定期券以外の乗車券が購入できます。（現

金のみの扱い）
・定期券およびバス車外の販売所
 運行事業者である日立自動車交通（株）までお問い

合わせください。
※ 出張販売を行います。詳しくは、日立自動車交通

（株）までお問い合わせください。

交通事故によりケガをされた場合や、自転車運転中、
人にケガをさせてしまい損害賠償責任を負った場合な
どに保険金をお支払いする制度です。

【加入できる方】 加入年の4月1日現在、北区にお住
まいの方

【申込期間】 毎年2月1日から3月31日まで
【保険期間】 加入年の4月1日から翌年3月31日まで
詳しくは北区ホームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。

病気やケガにより働くことができないなど生活にお困
りの場合は、生活保護法に定められた各種扶助を受け
ることができます。いろいろな要件がありますので、
詳しくはお問い合わせください。

さまざまな事情により、経済的にお困りの方に対し、
お仕事探しや生活のこと等、それぞれの抱えている課
題について相談支援員が一緒に考え、状況にあわせた
支援を行います。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。ご相談の際
には事前にご予約ください。

 ◆ 区民交通傷害保険
地域振興課地域振興係  TEL 5390-0092

 ◆ 暮らしにお困りの方に
生活保護

生活福祉課相談係  TEL 3908-1144　FAX 3908-7171

くらしとしごとに関する相談
北区くらしとしごと相談センター（岸町1-6-17）

TEL 6454-3104　FAX 5948-6041

 ◆ コミュニティバス
Kバス運行のごあんない
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ほかからの借入が困難な、所得の少ない世帯、障害者
や介護を必要とするおおむね65歳以上の高齢者のい
る世帯を対象とした貸付です。
貸付金の使途は資金種類によって具体的に定められて
います。資金種類に応じ、貸付条件、基準、貸付利子、
返済期間などが異なりますので、詳しくはお問い合わ
せください。
貸付にあたりましては、連帯借受人や保証人が必要な
場合があります。また、資金の種類によっては、お申
込時に民生委員による面接が必要です。ご相談の際に
は事前にご予約ください。

区内に3カ月以上お住まいの低所得の家族で、世帯主
または同居の親族が、災害・疾病その他の理由で緊急
に費用の支出をしなければならないとき、ほかから借
りることが困難で、借受後の償還が確実な世帯主にお
貸しします。30カ月以内均等償還、無利子。保証人
が1名必要です。詳しくはお問い合わせください。

買った商品に欠陥があったり、表示と内容が違うなど
日常の買い物や、サービスについての苦情やトラブル、
そして疑問などがありましたらご相談ください。
また、悪質商法の被害や製品事故にあった場合、多重
債務についても、お早めにご相談ください。電話でも
受け付けます。

【相談日時】
月～金曜　午前9時30分～午後4時（祝日を除く）

自治会・町内会、老人会などの集まりに講師を派遣し
て、悪質商法の手口や契約に必要な知識をわかりやす
くお話します。講師は消費生活相談室で相談を受けて
いる相談員です。希望日の1カ月前までに電話でご予
約ください。講師料は無料です。

低所得世帯の応急資金〈応急小口資金〉
生活福祉課生活支援係

TEL 3908-9046　FAX 3908-1241

 ◆ 消費生活
消費生活センター

買い物の苦情やトラブルは〈消費生活相談〉
消費生活センター（北とぴあ11階）

 TEL 5390-1142（相談専用）

出張講座のご案内
消費生活センター（北とぴあ11階）  TEL 5390-1239

安心して葬儀を行える場所として、北区セレモニー
ホールがあります。
この施設は、2組の葬儀が同時にでき、ご家族の方の
仮眠ができます。また、柩保管室にご遺体を安置でき
る冷蔵装置設備を備えています。

【ご利用できる方】
・北区内にお住まいの方の葬儀をされる方
・北区内にお住まいの方で葬儀を主宰される方
【所在地】 浮間1-13-6　JR北赤羽駅浮間口下車　

徒歩8分
【使用料金及び使用時間】

【休館日】 1月1日・2日
【申込方法】 直接北区セレモニーホールへ電話で確認 
 　  後、来館のうえ申請書をご提出ください。

23区内にお住まいの方の葬儀、または23区内にお住
まいの方が葬儀を主宰するときに、比較的簡素で標準
的な形式を利用して葬儀を行うことができる区民葬儀
制度があります。火葬許可申請をする際に申し出られ
ますと、区民葬儀券を発行します。区内の区民葬儀取
扱指定店にお申し込みください。

■�区民葬儀取扱指定店一覧表�

区民葬儀取扱業者についての相談・苦情窓口は
「全東京葬祭業連合会」区民葬儀相談窓口へ
　相談受付日　月～金曜（祝休日を除く）
　相談受付時間　午前9時～午後5時
　受付電話番号　TEL 3941-4291

式場及び和室（30 畳） 74,000 円
午後 4 時～翌日午後 3 時 30 分

柩保管室 7,700 円（24 時間単位）
連続　168 時間以内

区民葬儀
戸籍住民課戸籍係 TEL 3908-8709　FAX 3908-8301

店名 住所 電話番号
㈲鈴木葬儀社 王子 5-18-13 3911-0234
白岩葬儀店 豊島 1-7-2 3913-1837

㈲吉野葬儀社 豊島 2-25-7 3911-8992
㈲辻田葬儀社 中十条 2-8-10 3900-1388

㈲伊勢屋葬祭店 赤羽 3-1-1 3901-2203
㈲沢田葬儀社 西ケ原 1-17-9 3910-2732

生活福祉資金
北区社会福祉協議会（岸町1-6-17）

TEL 3907-9494　FAX 5948-6041

 ◆ 葬儀
葬儀を行える場所として

北区セレモニーホール  TEL 5392-0021
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都営住宅の募集は、抽選、ポイント方式などがありま
す。申込期間、申込方法などは広報東京都、北区ニュー
スなどでお知らせします。

住宅に困っている一定所得以下の方のために、低廉な
家賃で住宅を供給するものです。
申込期間、申込方法などは、北区ニュースなどでお知
らせします。
入居者は抽選で決定します。

65歳以上の一人ぐらしの方で、住宅に著しく困窮し
ている方に、高齢者住宅を提供しています。
あき家の入居登録者（20名程度）の募集をするときは、
北区ニュースで申込の受付場所、申込期間などをお知
らせします。

中堅所得者層家族世帯を対象に、区が借り上げた優良
住宅を提供しています。入居の申込は、随時受付して
います。
※ 詳しくは、お問い合わせください。

住宅の長寿命化・定住化の促進と地域経済の活性化の
ため、区民が区内中小事業者を利用して自己所有の住
宅の改修工事を行った場合に、工事費用の一部を助成
します。

【申込方法及び助成条件】
※ 詳しくはお問い合わせください。

区営住宅の申込
区営・区民住宅受付担当 TEL 3908-1523

住宅課住宅管理係 TEL 3908-9203

高齢者住宅の申込

区民住宅の申込
区営・区民住宅受付担当 TEL 3908-1523

住まい改修支援助成
住宅課住宅計画係 TEL 3908-9201

まちづくり・住まい
◆住宅　◆建築　◆都市計画

三世代が同居し高齢者に配慮した住宅を北区内に建設
する場合に、助成を行います（1棟につき50万円）。
また、三世代同居のための住宅改修に対し、工事費用
の1/2（上限30万円）を助成します。三世代とは、「親
と子と孫」などの世帯をいいます（要事前申請）。

子育てや介護等を共助しあうため、北区内に住む親世
帯に近居して住宅を取得するファミリー世帯に対し、
取得時の登記費用の一部を助成します。

【助成金額】
登記費用として司法書士等に支払った費用を一住宅あ
たり20万円を上限として助成

【申込方法、助成対象者及び住宅等に要件あり】
※ 詳しくはお問い合わせください。

北区に1年以上居住している高齢者世帯が、区内の民
間賃貸住宅から民間賃貸住宅に転居した場合に、住み
替えの際にかかる費用の一部（5万円）を助成します

（自己の責任によらない立ち退きを受けて区内の民間
賃貸住宅に転居した場合の助成制度あり）。

【申込方法及び助成条件】
※ 詳しくはお問い合わせください。

北区に1年以上居住している障害者世帯及びひとり親
世帯が、自己の責任によらない立ち退きを受けて、区
内の民間賃貸住宅から民間賃貸住宅に転居した場合
に、礼金と仲介手数料の合算額（15万円を限度）に
ついて助成します。

【申込方法及び助成条件】
※ 詳しくはお問い合わせください。

北区内に1年以上居住している18歳未満の子どもを

住宅課住宅計画係 TEL 3908-9201

三世代住宅建設助成

住宅課住宅計画係 TEL 3908-9206

親元近居助成

高齢者世帯住み替え支援助成
住宅課住宅計画係 TEL 3908-9201

ファミリー世帯転居費用助成
住宅課住宅計画係 TEL 3908-9201

障害者世帯・ひとり親世帯転居費用の助成
住宅課住宅計画係 TEL 3908-9201

 ◆ 住宅

東京都住宅供給公社都営住宅募集センター
　 TEL 3498-8894

テレフォンサービス総合案内 　  　　 TEL 6418-5571

都営住宅の申込
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2人以上扶養・同居している世帯が、区内の民間賃貸
住宅から、最低居住面積水準以上かつ転居前より広い
民間賃貸住宅に転居した場合に、転居費用の一部を助
成します（子どもの年齢が18歳に達する年度の末日
まで申請できます）。

【申込方法及び助成条件】
※ 詳しくはお問い合わせください。

【セミナー】
分譲マンションの適正な維持・管理を支援するため、
マンション管理セミナーを年2回開催しています。

【相談】
マンション管理組合及び区分所有者を対象にマンショ
ン管理に関する相談を受け付けています。

●分譲マンションの老朽度調査（劣化診断）を行うマン
ションの管理組合に対して、費用の一部を助成します。

●分譲マンション（昭和56年5月31日以前に建築
に着手）の耐震診断から改修まで支援します。

●賃貸マンション（昭和56年5月31日以前に建築
に着手）の耐震診断を支援します。

※ 各制度共、申込方法や要件など、詳しくはお問い
合わせください。

■�老朽建築物除却支援�
一定の要件を満たす老朽建築物の除却をする方を対象
に、当該建築物の除却費用と除却後の土地の整地費用
の一部を助成します。
■�不燃化建替え促進支援�
一定の要件を満たす老朽建築物の不燃化建替えを行う
建築主を対象に、当該建築物の除却費及び建築設計費
等の一部を助成します。

建築基準法は、敷地、用途地域、建ぺい率、容積率、
高さ、日影などの条件によって、建築できる建築物の
種類、構造等を定めています。そのため、建築工事（リ

マンション管理セミナー・相談
住宅課住宅計画係 TEL 3908-9201

マンションの老朽度調査や耐震補強を行うとき
住宅課住宅計画係 TEL 3908-9201

不燃化特区内の支援制度
志茂・西ケ原・赤羽西について
まちづくり推進課　　　　　　　　　  TEL3908-9154
上十条・中十条・十条仲原・岸町について
十条まちづくり担当課 　  　　　 　　 TEL3908-9162

 ◆ 建築
新築・増築・改築をするとき〈確認申請〉

建築課建築指導係 TEL 3908-9166

フォームに伴う増築、改築を含む）を始める前に建築
確認を受ける必要があります。また、地階を除く階数
が3以上の建築物については中間検査を、建築物が完
成したときは、完了検査を受けなければなりません。
なお、建築物の規模等によっては、各種手続き、相談
窓口が東京都となる場合もあります。

建物の新築・増改築等・建物名称の変更があった場合
は、各区民事務所に届出（申請）が必要です（P39）。

一定規模以上の建築物の解体工事や新築工事、一定工
事金額以上の改修工事・工作物工事・土木工事などを行
う場合には、建設リサイクル法による届出が必要です。

建物の新築などで、建築基準法第42条第2項道路（狭
あい道路）等の整備に伴う門、塀の撤去費等について、
区では、費用の一部を助成しています。また、狭あい道
路等の拡幅整備も行っていますので、ご相談ください。

（1）特定建築物（ホテル・店舗・共同住宅・その他、
区で定める建物）

（2）防火設備（同上）
（3）建築設備（同上）
（4）昇降機（エレベーター・エスカレーター・小荷

物専用昇降機）
（1）については3年または毎年の調査報告が必要です。
（2）（3）（4）については毎年の検査報告が必要です。

●建築計画概要書の写し　　　一通　　300円
●建築台帳等記載事項証明書　一通　　300円
●住宅用家屋証明書　　　　　一通　1,300円

地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定された緊
急輸送道路の沿道で、一定の要件を満たす場合は、建物
の耐震化に関する支援（耐震診断、補強設計、改修工事

新築・増築・改築をするとき〈住居表示の届出〉
各区民事務所

建設リサイクル法に関する届出
建築課監察担当 TEL 3908-9196

狭あい道路等の拡幅整備
建築課細街路係 TEL 3908-9194

特定建築物・昇降機を所有の方〈定期報告〉
建築課構造設備係 TEL 3908-9184

建築関係の諸証明
建築課建築指導係 TEL 3908-9164

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
建築課建築防災担当 TEL 3908-1240
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等）を実施しています。詳細はお問い合わせください。

大規模な地震に備え、災害に強いまちづくりを実現す
るために、昭和56年5月31日以前に建築に着手し
た木造2階建て以下で地階を有しない住宅を対象に費
用の一部助成等を実施しています。

【各助成金額等】

※ 各助成等を受けるには他にも要件があります。ま
た、事前に必要な手続きを行わないと助成等の対象と
なりません。

道路等に面する高さ1.0ｍを超えるブロック塀を対象
に、無料で建築士を派遣し、ブロック塀の点検、危険
度の説明や改善策などのアドバイスを行います。

道路等に面する高さ1.0ｍを超える危険なブロック塀
等の撤去及び造り替え等に要する費用の一部を助成し
ます。　

※ 各助成等を受ける場合は要件があります。詳細は
お問い合わせください。

地震等の自然災害による被害や管理不全な状態による
事故を防止するため、危険な老朽空き家を除却する費
用の一部助成を実施しています。

【助成金額】 除却工事費の2分の1（限度額80万円）

木造民間住宅耐震化促進事業
建築課建築防災担当 TEL 3908-1240

耐震診断士派遣 耐震診断士を派遣し、無料で一般診断
を行います。

耐震補強設計助成 耐震補強設計に要した費用の 3 分の 2
（限度額 20 万円）

耐震改修工事助成
耐震改修工事に要した費用の 3 分の 2

（限度額 100 万円、整備地域は 120 万
円、高齢者世帯等は 150 万円）

耐震建替え工事助成
新防火地域及び
整備地域内のみ

耐震改修工事を想定した費用相当額の
3 分の 2（限度額 100 万円、整備地域
は120万円、高齢者世帯等は150万円）

ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業
建築課建築防災担当 TEL3908-1240

ブロック塀等安全対策支援事業
建築課建築防災担当 TEL3908-1240

ブロック塀等除却工事助成
5,000 円／ｍ、上限 15 万円
7,500 円／ｍ、上限 25 万円

（通学路等に面する場合）

ブロック塀改善工事助成
（高さを50㎝以下に減じる工事）

3,000 円／ｍ、上限 10 万円
4,500 円／ｍ、上限 15 万円

（通学路等に面する場合）

フェンス等設置工事助成
（造り替え工事）

1 万円／ｍ、上限 25 万円
1 万 5,000 円／ｍ、上限 35 万円

（通学路等に面する場合）

老朽家屋除却支援事業
建築課建築防災担当 TEL 3908-1240

地震、台風及び集中豪雨等の自然災害に備え、住宅地
を形成する危険な擁壁等の安全を図るため、高さ2.0m
を超える擁壁や道路等に面する高さ1.5m以上の擁壁の
改善工事費の一部助成を行っています。

【助成金額】 工事費の3分の1（限度額400万円）
土砂災害特別警戒区域内で高さ2.0mを超えるものは
工事費の2分の1（限度額600万円）

土砂災害による危険から住民の安全を守るため、土砂
災害特別警戒区域内の民間既存住宅等に対し、土砂災
害改修費用の一部助成を行っています。

【助成金額】工事費の5分の1（限度額75万円）

大規模な地震に備えて、建築物の安全性を向上させる
ためには、わが家の耐震性を知っておくことが大切で
す。区では職員が皆さんのご自宅に伺い、目視による

「簡易耐震診断」を実施し、改修工事についてのアド
バイスを行っています。
・実施対象
 区内のおおむね昭和56年以前に建築した木造住宅
（持ち家）

・申込方法
 建築課構造設備係に電話でお申し込みください。

敷地面積500平方メートル以上の施設を新築または
大規模改修するときは、雨水流出抑制施設を設置する
ことが定められています。なお、500平方メートル
未満の敷地についても同様にご協力ください。抑制施
設設置にあたって、事前に計画書を提出していただき
ます。提出にあたっては下水道管理者と協議してくだ
さい。

本来、建築紛争は当事者同士が互譲の精神で話し合い
解決を図るものです。しかし、話し合いがうまく進ま
ないと、良好な近隣関係も損なわれてしまいます。こ
れを防ぐために、区では条例に基づいた紛争の予防と
調整を行っています。

擁壁等安全対策支援事業
建築課建築防災担当  TEL 3908-1240

土砂災害対策支援事業
建築課建築防災担当 TEL 3908-1240

木造住宅の簡易耐震診断
建築課構造設備係 TEL 3908-9176

新築・大規模改修するとき
〈雨水流出抑制施設設置〉
道路公園課公園河川係 TEL 3908-9275

建築物（中高層）による紛争の相談
住宅課建築調整担当  TEL 3908-9206

次ページへ続く
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【対象建築物】
高さが10メートルを超える建築物です。ただし、第2
種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超え
る建築物または地階を除く階数が3以上の建築物です。

区内で共同住宅や店舗等を新築、増築、改築するとき
は、障害者や高齢者などを含めた、すべての方が安全・
快適に利用できるように整備していただくため、建物
規模や用途などにより、建築確認申請に先立って届出、
事前協議が必要です。

3階以上かつ15戸以上の集合住宅、延べ床面積1,500
平方メートル以上の建築物などを建設するときは、建
築確認申請を行う前に、区と協議する必要があります

（北区居住環境整備指導要綱）。

3階以上かつ15戸以上の共同住宅を建築（増築・改築・
用途変更を含む）するときは、北区集合住宅の建築及
び管理に関する条例に基づき近隣への周知及び区への
事前協議が必要です。

一定規模以上の建築物の建築や工作物の新設、開発行
為を行うときには、建築確認申請などに先立って届出、
事前協議が必要となります。
※ 外観の色彩の変更など建築確認申請の不要な場合

も届出が必要となることもありますので、お問い
合わせください。

店舗や事務所などに一定規模以上の屋外看板を設置し
たり、その他の場所に広告物を表示する場合は、事前
に東京都屋外広告物条例に基づき許可を受けることが
必要となります。

敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積
が3,000平方メートル以上の大規模工場（特定工場）
を区内で新設・増設または変更がある場合は、事前の

福祉のまちづくり届出・協議
健康福祉課健康福祉係TEL 3908-9015　FAX 3908-6666

共同住宅などを建設するとき
都市計画課  TEL 3908-9152

住宅課建築調整担当 TEL 3908-9206

景観づくりに関する届出・事前協議
都市計画課 TEL 3908-9152

屋外広告物を設置するとき〈屋外広告物許可申請〉
施設管理課占用係 TEL 3908-9220

工場立地法に関する届出
産業振興課産業振興係（北とぴあ11階）

TEL 5390-1234　FAX 5390-1141

届出が必要です。

都市計画マスタープランは、まちづくりに関する事項
を総合的・長期的な視点から策定した基本的な計画で
す。まちづくりの将来像や主要な道路、公園などの整
備方針を明らかにしています。詳しくはお問い合わせ
ください。

都市計画には、用途地域、防火地域、高度地区や道路、
公園などが定められています。建物を建てるときや土
地の売買をするときなどで、都市計画を知りたいとき
は、お問い合わせください。
なお、北区ホームページ（北区の地図）でも用途地域
などの検索ができます。
http://www2.wagmap.jp/kitaku/Portal

500平方メートル以上の土地について、宅地造成など
の開発行為を行うときは、都市計画法に基づく許可を
受けることが必要です。また、開発行為が完了したと
きは、完了届を提出して検査を受ける必要があります。

（1）2,000平方メートル以上の土地取引をしたとき
は、契約締結の日から2週間以内に、区を経由し
て都知事に届け出る必要があります（国土利用計
画法）。

（2）道路・公園などの都市計画施設予定区域内での
200平方メートル以上の土地取引または5,000
平方メートル以上の土地取引をするときは、取引
の3週間前までに、区に届け出る必要があります

（公有地の拡大の推進に関する法律）。詳しくはお
問い合わせください。

地価公示法に基づき、1月1日現在で公示された標準
地の価格を記載した図書が、都市計画課、または各区
民事務所（P27・28）及び各区立図書館で自由に閲
覧できます。土地売買などのときの参考にご利用くだ
さい。

都市計画マスタープラン

都市計画を知りたいとき〈用途地域・道路など〉

開発行為を行うとき

土地取引には

土地の公示価格等を知りたいとき

 ◆ 都市計画
都市計画課  TEL 3908-9152
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■�区の融資制度�

中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、契約した金融機関に融資のあっせんをしています。
また、中小企業者の借入負担を軽減させるため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。

■�事業資金が必要な事業者へ�

■�小口零細企業保証制度を利用する事業者へ�

※ 小口零細企業保証制度とは
 常時使用する従業員数が製造業等は20人以下（卸・小売・サービス業を主たる事業とする事業者は5人以下）

の会社及び個人等を対象とした全国統一の保証制度で、本融資を含めた保証付き融資残高が2,000万円以下
であれば、100%保証となります。

■�創業される方へ�

■�売上高が減少している事業者へ�

※1　不況対策資金との併用になる場合は合計して1,000万円が限度額です。
・この他、事業活性化支援資金・緊急資金・団体事業資金などの制度があります。
・年利率・利子補給・実質利率については制度ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。
・保証料補助についても制度ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。

事業資金を借りたいとき

産業振興課経営支援係（北とぴあ11階） TEL 5390-1237　FAX 5390-1141

基本
要件

（1）区内に住所（法人の場合は本店登記）を有し、原則として引き続き 1 年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者
（2）前年度の特別区民税・都民税（法人の場合は前期の法人都民税）を完納していること
（3）東京信用保証協会の保証対象業種であること（特別融資は日本政策金融公庫の貸付対象者であること）
（4）適切な事業計画と確実な資金計画があること
（5）現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない及び暴力的な要求行為を行わないこと
※ 本人申込の場合、融資あっせん申込前に経営アドバイザーの経営相談を実施します。（予約制）

取扱金融機関 【中小企業一般融資】主に区内の指定金融機関　　【中小企業特別融資】日本政策金融公庫　板橋支店及び上野支店

仕事
◆中小企業　◆中小企業勤労者の福祉増進のために　◆就職・職業

 ◆ 中小企業

制度（使途） 対象者 融資限度額 融資期間
一般融資

事業資金（運転・設備） 基本要件を満たしていること
2,000 万円
運転・設備

各 1,000 万円
運転：5 年以内
設備：8 年以内特別融資

制度（使途） 対象者 融資限度額 融資期間

一
般
融
資

小口零細企業資金
（運転・設備）

基本要件を満たしており、次のすべての要件に該当すること
（1）従業員数が製造業等 20 人（卸・小売・サービス業は 5 人）以下であること
（2）今回の申込分の融資を含めて保証協会の保証付き融資合計残高が 2,000 万円
以下であること

2,000 万円
運転：7 年以内
設備：10 年以内

据置 6 カ月
以内を含む

制度（使途） 対象者 融資限度額 融資期間
一
般
融
資 起業家支援資金

（運転・設備）
※一般融資のみ

併用可能

事業を営んでいない個人が新たに事業を始める場合（創業した日から１年未満の場合を含
む）で次のすべての要件に該当すること

（1）区内に住所（法人は本店登記）及び主たる事業所を有すること（ただし、北区ネスト
赤羽入居者はいずれか一方があればよい）

（2）前年度の個人住民税を完納していること
（3）保証協会の保証対象業種であること（特別融資は日本政策金融公庫の貸付対象者であ
ること）

（4）開業前の場合、自己資金が開業資金の 2 分の 1 程度あること
※ 申込時に簡易診断があります。（要予約）

1,500万円(特
定創業支援事
業による支援
を受けたこと
の証明がある
場合は、2,000
万円）

運転・併用：
7 年以内
設備：10 年以内

据置 12 カ月
以内を含む

特
別
融
資

制度（使途） 対象者 融資限度額 融資期間

一
般
融
資

不況対策資金
（運転）

基本要件を満たしており、最近 3 カ月または 1 年間の売上高が昨年同期と比較して減少
していること 1,000 万円

5 年以内
据置 12 カ月
以内を含む

不況対策借換資金※
事業資金・不況対策

資金などの
借り換え（運転）

不況対策資金の対象者で次のすべての要件に該当すること
（1）北区中小企業一般融資を本融資により返済すること
（2）返済条件となる融資の元金返済を当初の約定どおり 1 年以上継続して行っていること
（3）借入額は返済条件となる融資の残額以上であること
（4）申込金融機関は、返済条件となる融資と同一金融機関で同一支店に限る
※ 不況対策借換資金の借換は不可

1,500 万円
※ 1

7 年以内
〔据置なし〕

据置 6 カ月
以内を含む
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■�東京都中小企業制度融資は�

中小企業向け自律経営融資、創業融資、小規模企業融
資などを行っています。

■�ワンストップ相談窓口�

中小企業の皆さんのご相談内容に適した相談先をご案
内します。

■�起業・経営相談�

これから事業を始める方や区内中小企業の皆さんの経
営に関するさまざまな問題にお答えするため、専門の
アドバイザー（中小企業診断士）による相談・指導を
実施しています。
ご相談にあたっては電話予約をお願いします。

【起業相談】
起業・独立・開業資金・事業計画など
相談日時：月～金曜
午前10時30分～正午　午後1時～ 4時

【経営相談】
経営全般・資金繰り・販促・融資など
相談日時：月～金曜
午前10時30分～正午　午後1時～ 4時

【出張相談】
平日の来所が難しい方や店舗に関することは現地まで
出張訪問いたします。
相談日時：予約時に調整します。

■�セミナー�

【起業家支援セミナー】
起業を目指す方のためにセミナーを開催しています。

■�情報提供�
産業振興課産業振興係（北とぴあ11階）

TEL 5390-1234
●「商工通信」の発行
●区内商工業の統計データ

※産業・ビジネスについて、北区ホームページに掲載
しています。

 http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyo/index.html
 融資の最新情報を始め、中小企業経営・商店街運営

のための各種支援事業などの情報を提供していま
す。

東京都産業労働局金融部金融課 TEL 5320-4877

中小企業経営者のために

産業振興課経営支援係（北とぴあ11階）
TEL 5390-1238

産業振興課経営支援係（北とぴあ11階）
TEL 5390-1237

産業振興課経営支援係（北とぴあ11階）
TEL 5390-1237

 ◆ 中小企業勤労者の福祉増進のために

■�入会について�
個々の企業・事業所で実施するには負担が大きい福利
厚生事業をサービスセンターが代わって行っていま
す。社内の親睦、生活のリフレッシュ、健康づくりに
ぜひお役立てください。

【入会できる方】
区内の従業員数500人以下の事業所や商店などで働
く事業主や従業員の方を対象に事業所単位でご入会い
ただきます。

【入会金】 1人200円
【会　費】 1人月額500円
事業所単位で3カ月ごとに事業所の指定する金融機関
の口座から振り替えます。
※ 事業主が負担した従業員に係る会費などは、税法上

の損金または必要経費として扱うことができます。
【入会方法】
入会届、口座振替依頼書を記入のうえ、お申し込みく
ださい。

【申込先】
（一財）東京広域勤労者サービスセンター北区営業所
（北とぴあ11階）
【事業内容】
●給付事業
　祝金、見舞金、弔慰金の支給
●福利厚生事業
 遊園施設の割引や食事券、観劇、映画、展覧会、大

相撲、プロ野球などのチケットのあっせんなど
●レクリエーション事業
 日帰りバスツアー、全国の宿泊施設利用補助・パッ

ケージ旅行の補助など
詳細はサービスセンターホームページに掲載しています。
https://www.tokyo-kinrou.jp/

（一財）東京広域勤労者サービスセンター北区営業所（北とぴあ11階）
TEL 5390-1242　FAX 5390-1177

健康で明るい職場づくりのための福利厚生事業
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ハローワークと同様に求人情報パソコンの簡単操作
で、全国（都内は区市町村単位、都外は道府県単位）
の求人情報が検索でき、職業に関する相談や紹介を
行っています。
また、就職支援アドバイザーによる相談や、内職の相
談・あっせん（要登録）も行っています。内職登録を
ご希望の方は健康保険証などの住所、氏名、生年月日
の確認ができるものをお持ちください。
内職の仕事を発注していただく事業所の求人も募集し
ています。

【就職相談】
●就職支援アドバイザー
 火・金曜　午前9時30分～午後4時30分（祝日を

除く）
※ 電話予約をお願いします。

●ハローワーク職員
 月～金曜　午前9時～午後5時（祝日を除く）

【内職相談】
月～金曜　午前9時～午後5時（祝日を除く）

求人情報パソコンの簡単操作で、全国（都内は区市町
村単位、都外は道府県単位）の求人情報が検索できま
す。
また、職業に関する相談や紹介、雇用保険手続、失業
給付の支給などを行っています。
来所できない方のため、区内2カ所に設置したハロー
ワークポケットやインターネットで、求人情報や各種
情報を提供しています。
●ハローワークポケット
 JR王子駅北口、JR赤羽駅東口
●ハローワーク　インターネットサービス
 https://www.hellowork.go.jp/
●東京ハローワークホームページ
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/

ハローワーク王子（王子公共職業安定所）（王子6-1-17）
TEL 5390-8609

 職業相談や雇用情報は〈公共職業安定所〉

■�中央・城北職業能力開発センター各校�
都立職業能力開発センターは、新たに職業に就かれる
方、求職中の方、転職を希望している方を対象に、就
職に向けて、職業に必要な知識・技能を習得していた
だくための施設です。授業料や科目など詳細は下記
ホームページでご確認ください。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

（TOKYOはたらくネット）

オフィス及びブース貸しのeスタートスペースを事業
活動の拠点として提供しています。
インキュベーションマネージャーが起業を志す人や新
規事業者に経営などの相談支援を行うほか、起業に役
立つ相談会や勉強会を開催しています。
なお、入居者の公募については、北区ニュースやネス
ト赤羽ホームページでお知らせします。
●融資に関する相談会…原則第3水曜日の午後開催
●勉強会（下記のような勉強会を開催しています）

・株式会社設立 ・NPO 法人設立
・税務・会計 　　　  ・ネットショップ講座
・特許セミナー ・マーケティングなど

※詳細は下記ホームページでご確認ください。
http://www.nest-akabane.com/

働く人や事業主の方のための労働相談、各種労働資料
の提供、労働講座の開催を行っています。

技能を身につけるには
〈都立職業能力開発センター〉
中央・城北職業能力開発センター
赤羽校（西が丘3-7-8）　　　　　　　TEL 3909-8333
板橋校（板橋区舟渡2-2-1）　　  　　 TEL 3966-4131

北区で起業しませんか？　
〈創業支援施設「ネスト赤羽」〉
ネスト赤羽（赤羽1-59-9）

TEL 3598-0571　FAX 3901-7789

労働に関する相談
東京都労働相談情報センター池袋事務所（豊島区東池袋4-23-9）

TEL 5954-6501（代表）

 ◆ 就職・職業
就職・内職相談

赤羽しごとコーナー（赤羽区民事務所内）（赤羽1-1-38）
就職相談　　　   TEL 3908-0161　FAX 5993-0080
内職相談・就職支援アドバイザー　　 TEL 3908-3244
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高齢者の相談・医療

高齢者の総合相談 〈高齢者あんしんセンター〉
高齢者あんしんセンターは高齢者の心身の健康維持、
生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う
中核機関として、保健師、社会福祉士、主任ケアマネ
ジャー等が運営にあたります。
各窓口では高齢者の総合相談に応じ、内容に対応した
情報や資料提供を行います。
また、介護保険の認定申請、介護保険サービスや介護
予防・日常生活支援総合事業の相談、認知症に関する
相談や支援についても受け付けています。
王子高齢者あんしんセンター（高齢福祉課高齢相談係）

TEL 3908-9083　FAX 3908-1229
十条台高齢者あんしんセンター

TEL 5948-5630　FAX 3906-6610
王子光照苑高齢者あんしんセンター

TEL 3927-8899　FAX 5902-7667
豊島高齢者あんしんセンター

TEL 6903-2712　FAX 3914-8930
十条高齢者あんしんセンター

TEL 5948-9981　FAX 5948-9982
東十条・神谷高齢者あんしんセンター

TEL 6908-4711　FAX 5390-0122
西が丘園高齢者あんしんセンター

TEL 5924-7715　FAX 5924-7712
みずべの苑高齢者あんしんセンター

TEL 5941-6722　FAX 5941-6723
赤羽高齢者あんしんセンター

TEL 3903-4167　FAX 3903-4257
赤羽北高齢者あんしんセンター

TEL 5948-5940　FAX 5948-5941
浮間高齢者あんしんセンター

TEL 3558-3689　FAX 3558-7988
桐ケ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター

TEL 5924-0152　FAX 5924-0890
滝野川西高齢者あんしんセンター

TEL 5907-5816　FAX 5907-5867
飛鳥晴山苑高齢者あんしんセンター

TEL 3940-9175　FAX 3940-9176
滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター

TEL 3822-6080　FAX 3822-6081
上中里つつじ荘高齢者あんしんセンター

TEL 5390-6009　FAX 5390-6007
新町光陽苑高齢者あんしんセンター

TEL 5855-1219　FAX 5855-1217

認知症などで判断能力に不安をお持ちの方の相談、
福祉サービス利用に関する苦情相談
北区社会福祉協議会 権利擁護センター「あんしん北」（岸町1-6-17）

TEL 3908-7280　FAX 3905-4653
福祉サービスの利用援助や金銭管理に関する相談、成
年後見制度についての相談などをお受けします。

【一般相談】
社会福祉協議会職員が対応します。

【専門相談（予約制）】
権利侵害、成年後見制度の利用、遺言、相続などにつ
いての相談を弁護士などがお受けします。

〈専門相談日〉
第1・3水曜日　午後1時30分～ 4時30分

【成年後見制度の利用支援】
制度の説明や関係機関の紹介などを行います。

【福祉サービスの苦情相談】
随時受け付けています。内容によっては、第三者の苦
情調整委員が対応します。

身近な福祉の相談は〈民生委員・児童委員〉
健康福祉課健康福祉係

TEL 3908-9041　FAX 3908-6666
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、
地域において身近な相談相手として福祉に関する相談
に応じています。お住まいの地域を担当する民生委員・
児童委員の氏名・連絡先はお問い合わせください。

後期高齢者医療制度
国保年金課高齢医療係

TEL 3908-9069　FAX 3908-6342
75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に自動的に
加入になります。

【運営は広域連合で行われます】
制度の運営は都道府県単位で行うため、東京都内にあ
る全ての区市町村で構成する「東京都後期高齢者医療
広域連合」が設立されています。
区は、申請の受付などの窓口業務と保険料の徴収業務
を行います。

【対象となる方】
・75歳以上の方
・65歳以上75歳未満で一定の障害がある方

【資格の取得】
・ 75歳になったとき（75歳の誕生日当日から）
 特に手続きは必要ありません。

福祉
◆高齢者の方に　◆障害のある方に　◆女性　◆ひとり親家庭
◆中国残留邦人等及び特定配偶者の方
◆ボランティアなど

※ 介護保険については、P57 ～ 60をご覧ください。

 ◆ 高齢者の方に
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・ 65歳以上の方が、広域連合により一定の障害があ
ると認定されたとき（申請が必要です）

これに伴い、東京都後期高齢者医療広域連合から新し
い被保険者証が一人に1枚交付されます。
医療機関で診療を受ける際、後期高齢者医療被保険者
証を提示してください。

【一部負担金（自己負担）の割合】
医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割または
3割です。自己負担の割合は、毎年8月1日に判定し
ています。

【高額療養費】
ひと月（1日から末日）の病院・薬局などの窓口負担
額を合算して自己負担限度額を超えた場合は、超えた
分が高額療養費として払い戻されます。
該当する方には、診療月のおおよそ4カ月後に初回の
み申請書が郵送されます。

【高額介護合算療養費】
1年間（毎年8月1日から翌年7月31日）の後期高
齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額
の世帯での合算額が、自己負担限度額を超えるときは、
申請により、それぞれの制度から払い戻されます。

【限度額適用・標準負担額減額認定証】（減額認定証）
自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税
の場合は、申請により「減額認定証」の交付を受ける
ことができます。医療機関等の窓口に提示すると、保
険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時
の食費が減額されます。

【限度額適用認定証】
自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医
療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万
円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の
交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提
示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用
されます。

【特定疾病の方に対する特例】
人工透析を受けている方、血友病、血液製剤による
HIV感染の方は、申請により自己負担限度額が1つの
医療機関につき、月額1万円となります。

【その他】
・ 医師が必要と認めた補装具などを購入したときは、

費用の全額を支払い、後日、区に支給申請書を提出
することにより、支払った費用の一部が払い戻され
ます。

・ 被保険者が死亡されたときは、葬祭を行った方に葬
祭費として、申請により7万円が支給されます。

・ 交通事故などの第三者行為によってケガをしたとき
は、原則として医療費は加害者が負担すべきもので
すが、後期高齢者医療制度で治療を受けられる場合
もあります。示談などにより加害者から治療費を受
け取っていると、後期高齢者医療制度での診療が
受けられなくなる場合がありますのでご注意くだ
さい。

■�後期高齢者医療制度の保険料　　　　　　　　　��
後期高齢者医療制度は、被保険者の皆さんに納めてい
ただく保険料と、74歳までの保険制度（国保・被用
者保険）から出される支援金、そして公費を財源とし
て運営されます。保険料の支払い方法は、一定期間普
通徴収（納付書または口座振替）の後、原則として公
的年金からの差し引きとなります。年額18万円以上
の年金受給者は年金の定期支払（年6 回）の際、介
護保険料と同時に差し引きとなります（特別徴収）。
その他の方は、送付する納付書や口座振替で納めてい
ただきます（普通徴収・7月から翌年3月までの9期割）。
保険料の支払方法は、申請により年金から差し引く方
法から口座振替に変更することができます。詳しくは
お問い合わせください。
1. 保険料は個人単位で賦課され、一人ひとりが納付

義務者となります。
2.  保険料は、「均等割額」+「所得割額〈賦課のもとと

なる所得金額（※）×所得割率〉」で構成されます。
※ 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金

額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲
渡所得金額等の合計から基礎控除33万円を控除
した額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

3. 所得が一定額以下の被保険者の保険料については、
軽減措置があります。

  

外国人高齢者特別給付金
高齢福祉課高齢相談係

TEL 3908-9083　FAX 3908-1229
国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができ
ない在日外国人等の方で、北区に引き続き2年以上住
所を有し、一定の要件を満たした方に、外国人高齢者
特別給付金を支給します。詳しくはお問い合わせくだ
さい（支給金額　月額15,000円）。

介護が必要な高齢者の方に
高齢福祉課高齢相談係

TEL 3908-9083　FAX 3908-1229

紙おむつの支給・代金の助成
介護保険の要介護4・5（40歳以上）、要介護3（75
歳以上）と認定されたおむつを必要とする方に、紙お
むつを月1回支給します。また、入院中の方で、病院
指定のおむつしか使用できない方には、おむつ代金の
一部を助成します。
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区指定の施術所において使用できるマッサージ券を、
一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方には年間5
回分、在宅の方で介護保険の要介護4・5と認定され
た方には年間9回分交付します。
なお、身体障害者福祉マッサージ券との併給はできま
せん。

寝具乾燥
40歳以上の介護保険の要介護4・5と認定された方で、
家族などによる寝具乾燥が困難な方に、月1回寝具乾
燥等を行います。費用の1 割は各自負担です。

ご自宅で調髪ができます〈訪問理美容〉
40歳以上の介護保険の要介護4・5と認定された方に、
年4回理容師または美容師がご自宅を訪問して調髪し
ます（各自負担あり）。

浴槽の取り替えなどを必要とする方に
〈住宅改造費の助成〉
65歳以上で、浴槽・流し・洗面台の取り替え、トイ
レの洋式化の改造が必要と認められる方に、住宅改造
費を助成します。必ず事前にご相談ください（介護保
険による要介護認定結果が必要）。

徘徊症状のある高齢者の所在をお知らせします
〈徘徊高齢者家族支援サービス〉
区内在住で認知症による徘

は い か い

徊症状のある方（40歳以
上）にGPS端末機をあらかじめ身につけていただき、
徘徊により所在が不明になったときに、介護者からの
依頼により、委託業者が「所在情報」を24時間対応
で検索し、お知らせします。所得により各自負担があ
ります。

常時介護を必要とする高齢者等を在宅で介護している
家族介護者等を対象に、介護の労をねぎらい、日常の
介護から離れ気分転換をしていただき、自身の心身の
健康づくりと介護情報を共有し交流を深めることによ
り、精神的・身体的負担の軽減を図ることを目的とす
る演劇鑑賞などの事業を年4回行います。

高齢者福祉マッサージ券の交付

家族介護者リフレッシュ事業

高齢者におむつを差し上げます
北区社会福祉協議会（岸町1-6-17）

TEL 3905-6653　FAX 3905-4653
介護保険の要支援1・2及び要介護1 ～ 3までの方（要
介護3は申請時74歳以下）、65歳以上で常時おむつ
が必要な方に対して、3カ月間を限度としておむつを
差し上げます。
要介護4・5の方、要介護3で75歳以上の方、障害
者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の障害がある方など、
他制度でおむつの支給等を受けられる方は対象外とな
ります。
※ 事前に電話で対象となるかご確認ください。
※ 本制度で過去に支給を受けたことがある方は対象

外となります。

外出困難な高齢者の方に
〈リフト付きタクシー〉

ねたきりなどの高齢者の方が、車イスや寝台のまま乗
車できるリフト付きタクシーをご利用になれます。利
用日の1カ月前からの予約制です。

区立の介護福祉施設で行って
いる介護保険事業

区立事業所のほかにも多数の民間事業所があります。
事業所についての情報は、介護保険課の窓口やホーム
ページで提供していますのでご利用ください。
※ 介護保険については、P57 〜 60をご覧ください。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
指定管理者導入施設

在宅で介護を受けることが困難な方で、介護保険の要
介護3 ～ 5に認定された方もしくは要介護1・2に認
定された方で、やむを得ない事情により介護老人福祉
施設以外での生活が困難と認められる方が入所し、入
浴、排せつ、食事などの介護や日常生活の世話、機能
訓練、健康管理などが受けられます。

【入所相談】
高齢福祉課高齢相談係

TEL 3908-9083　FAX 3908-1229

障害福祉課障害福祉係
TEL 3908-9085 FAX 3908-5344
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【施設】
施設名 床数 所在地

上中里つつじ荘 120 床 上中里 2-45-2
清水坂あじさい荘 138 床 中十条 4-16-32
桐ケ丘やまぶき荘 106 床 桐ケ丘 1-16-26

※ 区立の3施設以外にも、区内の民間施設（王子光
照苑50床・ウエルガーデン西が丘園100床・み
ずべの苑53床・うきま幸朋苑115床・飛鳥晴山
苑152床・新町光陽苑90床・赤羽北さくら荘
148床・浮間こひつじ園100床）及び区外契約施
設があります。

短期入所生活介護（ショートステイ）
指定管理者導入施設

介護保険の要支援1・2及び要介護1 ～ 5と認定され
た方が介護老人福祉施設に短期間入所し、入浴、排せ
つ、食事などの介護や機能訓練が受けられます。
利用はケアマネジャーを通じて各施設へお申し込みく
ださい。
上中里つつじ荘　　　10床 TEL 5390-6003
清水坂あじさい荘　　22床 TEL 5924-2026
桐ケ丘やまぶき荘　　10床 TEL 5924-0150

通所介護（高齢者在宅サービスセンター）
指定管理者導入施設

介護保険の要支援1・2及び要介護1 ～ 5と認定され
た方が、食事、入浴などの介護や日常生活訓練などの
サービスを受けられます。送迎サービスもあります。
利用はケアマネジャーを通じて各施設へお申し込みく
ださい。

介護予防・日常生活支援
介護予防拠点施設（ぷらっとほーむ）
指定管理者導入施設

いつまでも住み慣れたまちで、元気で自立した生活が
送れるように、高齢者の社会参加と地域の支え合いの
体制づくりを目指す介護予防事業と通所型サービス事
業（運動、栄養、口腔機能向上等）を行います。一部
自己負担があります。

【実施施設】
ぷらっとほーむ滝野川東（滝野川1-46-7）

　　　 TEL5974-2540
ぷらっとほーむ桐ケ丘（桐ケ丘1-6-2-101）

TEL3908-1277

見守り・声かけをします
〈北区おたがいさまネットワーク〉

65歳以上の一人ぐらしの高齢者、75歳以上の高齢者
のみの世帯の方で、見守りを希望される方に、高齢者
あんしんセンターと連携して、民生委員や声かけサ
ポーター（ボランティア）が月2回程度の声かけをし
ます。

要支援や要介護のおそれのある高齢者の方に
〈一般介護予防事業（介護予防・日常生活支援総合事業）〉

65歳以上で要支援や要介護のおそれのある方に、生
活機能の低下を防ぐとともに介護予防の取組を続けら
れる仲間づくりを行うための体操教室を北とぴあやス
ポーツクラブ等で行っています。（介護予防・日常生
活支援総合事業P60）

65歳以上の虚弱な一人ぐらし高齢者を週に1回程度
定期的に地域の民生委員が訪問し、安否の確認や悩み
ごとなどの相談に応じます。ご希望の方は、お近くの
民生委員にご相談ください（P78）。

手すりなどの住宅改造が必要な方に
〈住宅改造費の助成〉

65歳以上で介護保険の要介護認定で非該当（自立）
となった方で、住宅改造が必要と認められる方に、手
すりの取り付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取
り替えなどの住宅改造費を助成します。必ず事前にご
相談ください。

長寿支援課 TEL 3908-9017 FAX 3908-9257

長寿支援課 TEL 3908-9017 FAX 3908-9257

定期的に訪問します〈民生委員〉
長寿支援課 TEL 3908-9017 FAX 3908-9257

高齢福祉課高齢相談係
TEL 3908-9083 FAX 3908-1229

上中里つつじ荘　　　　　　　　　　 TEL 5390-6008
田端高齢者在宅サービスセンター（田端5-10-6）

　　　 TEL 5814-0031
滝野川西高齢者在宅サービスセンター（滝野川6-21-25）

　　　 TEL 3916-1501
清水坂あじさい荘　　　　　　　　 　TEL 5924-2024
堀船高齢者在宅サービスセンター（堀船2-25-2-101）

TEL 3927-7557
桐ケ丘やまぶき荘 　　　　　　　　　 TEL 5924-0151
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慢性疾患があるなど常時注意が必要な方に
〈高齢者見守り・緊急通報システム〉

おおむね65歳以上の一人ぐらしまたは高齢者のみの
世帯で、慢性疾患があるなど日常生活で常時注意を要
する方で、近隣に親族が居住していない方に緊急通報
システム機器を設置します。また、希望される方には、
火災安全システムや安否確認センサも設置します。所
得により各自負担があります。

65歳以上の一人ぐらし、または高齢者のみの世帯で、
寝具の乾燥が困難な方に、月1回寝具の乾燥を行いま
す。費用の1割は各自負担です。

おおむね65歳以上で経済上、環境上の理由で家庭で
生活することが困難な方の入所施設です。入所にあ
たっては本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、各
自負担があります。
区内には1 施設あります。

60歳以上の方で、自炊できない程度の健康状態にあ
り、一人ぐらしに不安がある方で北区におおむね1年
以上住民登録を有している方の入所施設です。入所に
あたっては本人の負担能力に応じて負担があります。

高齢の方が安心して地域で生活できるよう、福祉サー
ビスの利用援助、日常的金銭管理サービス、年金証書
などの書類預かりなどの支援をします。ご本人と社会
福祉協議会とが、契約をして、援助を行います（契約
後の支援は有料です）。
詳しくはお問い合わせください。

高齢福祉課高齢相談係
TEL 3908-9083 FAX 3908-1229

高齢福祉課高齢相談係
TEL 3908-9083 FAX 3908-1229

寝具乾燥が困難な方に〈寝具乾燥〉

老人ホーム
高齢福祉課高齢相談係

TEL 3908-9083　FAX 3908-1229

養護老人ホーム

都市型軽費老人ホーム

手続き支援
北区社会福祉協議会 権利擁護センター「あんしん北」

（岸町1-6-17）　　TEL 3908-7280　FAX 3905-4653

福祉サービス利用援助事業
〈地域福祉権利擁護事業〉

おおむね65歳以上の一人ぐらしまたは高齢者世帯の
方で、意思の確認が可能な方が安心して在宅で生活で
きるよう、定期及び定額の預貯金通帳、年金証書など
を金融機関の貸金庫に保管するサービスを有料で行っ
ています。詳しくはお問い合わせください。

いきがいのある高齢期を過ごすため、おおむね60歳
以上の地域の方が、自主的にクラブを結成して、社会
奉仕活動、健康づくりを進める活動などを行っていま
す。
入会はお住まいの地域で活動しているクラブへの加入
になります。詳しくは北区シニアクラブ連合会事務局
へお問い合わせください。

区内に住所を有する70歳以上の希望する方に、区内
または荒川区内の指定公衆浴場が割引で利用できる

「高齢者ヘルシー入浴補助券」を発行します。詳しく
はお問い合わせください。

77歳（喜寿）・88歳（米寿）、百歳及び男女の最高齢
の方に祝品等を毎年9月に贈呈しています。

高齢者のいこいの場所に〈老人いこいの家〉
指定管理者導入施設

60歳以上の区民の方に、健康づくりやレクリエーショ
ン（入浴・集会・娯楽）などで、楽しく活動的に過ご
していただく施設です。
志茂老人いこいの家

（志茂1-2-22　元気ぷらざ内）
　　　　  　　 　 TEL 3902-5608　FAX 5249-2210
滝野川老人いこいの家

（滝野川1-46-7　滝野川東区民センター内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 3915-5545
名主の滝老人いこいの家

（岸町1-15-25　名主の滝公園内）
　　　　　　　　　　　　　　  TEL・FAX 3909-3083

財産保全サービス

長寿支援課 TEL 3908-9017 FAX 3908-9257
北区シニアクラブ連合会事務局 TEL・FAX 3914-5194

敬老・親睦・施設

高齢者相互の親睦に〈シニアクラブ〉

高齢者ヘルシー入浴補助券
長寿支援課 TEL 3908-9017 FAX 3908-9257

敬老祝品の贈呈
長寿支援課 TEL 3908-9017 FAX 3908-9257
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障害のある方の福祉サービスに関する相談に応じます。
※ 精神障害の方はまず各健康支援センターにご相談

ください。

※ 詳しくはP98をご覧ください。

福祉サービスの利用援助や金銭管理に関する相談、成
年後見制度についての相談などをお受けします。

【一般相談】
社会福祉協議会職員が対応します。

【専門相談（予約制）】
権利侵害、成年後見制度の利用、遺言、相談などにつ
いての相談を弁護士などがお受けします。

〈専門相談日〉 第1・3水曜日　午後1時30分～ 4時
30分

【成年後見制度の利用支援】
制度の説明や関係機関の紹介などを行います。

【福祉サービスの苦情相談】
随時受け付けています。内容によっては、第三者の苦
情調整委員が対応します。

障害者の方の総合窓口
〈身体・知的・精神障害及び難病〉

障害のある方の相談
 ◆ 障害のある方に

障害福祉課王子障害相談係
TEL 3908-9081・1358・1359　FAX 3908-5344

障害福祉課赤羽障害相談係
TEL 3903-4161　FAX 3903-0991

滝野川地域障害者相談支援センター
TEL 4334-6548　FAX 4334-6549

子どもの発達相談
〈子ども発達支援センターさくらんぼ園〉

北区社会福祉協議会 権利擁護センター「あんしん北」
（岸町1-6-17）　　  TEL 3908-7280 FAX 3905-4653

知的障害や精神障害などで判断能力に不安をお持ち
の方の相談、福祉サービス利用に関する苦情相談

シルバーパスで、都営交通、都内の民営バスが自由に
乗車できます。70歳以上の希望する方に、東京バス
協会が有料で発行します。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

働きたいという方のために簡単な作業を提供します。
【利用資格】 60歳以上の方
【作業種目】 箱折・袋詰など簡単な手作業

定年後もいきがいのため、軽い仕事をしたいという健
康な高齢者の会員組織で、地域に関わりの深い仕事を
引き受け、自分の希望する仕事に知識や経験、技能を
活かして就業する公共公益的な団体です。

【会員が従事する主な仕事内容】
●マンション清掃や管理　●駐車場、駐輪場管理
●公園清掃　●公共施設の受付、案内
●自転車整理　●襖・障子の張り替え
●植木の手入れ、草むしり　●家事援助

【入会手続き】
60歳以上の健康な北区民で、当センターの趣旨に賛
同する方が対象です。
入会説明会（月1回・事前予約制）にご参加ください。
入会手続き（面接）後、理事会の承認を受け会員にな
れます。（年度会費2,000円）

【入会すると】
当センターが請け負った仕事の中から希望に添った仕
事に従事していただき、報酬は配分金として当セン
ターから受け取る仕組みになっています。

【仕事の発注は】
仕事の依頼も受け付けています。
高齢者向きの仕事がありましたら、ぜひ当センターに
ご連絡ください。

70歳以上の高齢者に〈東京都シルバーパス〉
一般社団法人東京バス協会東京都シルバーパス専用電話
　　　　  　　 　　　　　　　　　　 TEL 5308-6950
東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課
　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 5320-4177

仕事
60歳以上の方へ簡単な作業を〈授産場〉
指定管理者導入施設

王子授産場（王子2-19-20）    　　　 TEL 3912-9171
桐ケ丘授産場（桐ケ丘2-7-22）　　　 TEL 3900-0275

あなたの経験と能力を生かして
〈北区シルバー人材センター〉
公益社団法人北区シルバー人材センター（赤羽1-1-38）
　　　　　　 　　TEL 3908-8400　FAX 3908-8405

さくらんぼ園発達相談室    　　　  　 TEL 3905-7112
さくらんぼ園（児童発達支援事業）

TEL 3913-8841



84

福
祉

身体障害の方が支援を受けるために
〈身体障害者手帳〉
身体に障害のある方が、いろいろな支援を受けるため
に必要な手帳です。障害の種別、程度により1 ～ 6
級の手帳が交付されます。交付申請先など詳しくはお
問い合わせください。

精神障害のある方が一定の障害にあることを証明する
ものです。この手帳をもっていることによりいろいろ
な支援を受けられます。交付申請先など詳しくはお問
い合わせください。

【心身障害者福祉手当（区の制度）】
区内にお住まいの方で、身体障害者手帳1・2級、愛
の手帳1 ～ 3度、脳性麻ひ、進行性筋萎縮症及び難
病医療費助成を受けている方に月額15,500円、身体
障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉
手帳1 級の方に月額10,000円の手当を支給します。
※ 所得制限、年齢制限等支給制限があります。
※ 20歳未満の方は、児童育成手当が優先します。重

複支給はできません。
 児童育成手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

についてはP94をご覧ください。
【東京都重度心身障害者手当（都の制度）】
心身に特に重度の障害があるため、家庭において常時
複雑な介護を必要とする方に手当（月額60,000円）
を支給します。
※ 所得制限、年齢制限等支給制限があります。

【障害児福祉手当・特別障害者手当（国の制度）】
心身に重度の障害があるために、日常生活において常
時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に障害児福
祉手当（月額14,650円）を、20歳以上で常時特別
な介護を必要とする方に特別障害者手当（月額
26,940円）を支給します（平成30年度現在）。
※ 所得制限等支給制限があります。
※ 月額は変動する場合があります。

　

精神障害の方が支援を受けるために
〈精神保健福祉手帳〉

心身障害の方に〈各種手当〉

知的障害のある方がいろいろな支援を受けるために必
要な手帳です。交付申請先など詳しくは、18歳未満
は北児童相談所、18歳以上は東京都心身障害者福祉
センターまでお問い合わせください。

身体障害者手帳1・2級（内部障害の方は3級を含む）、
愛の手帳1・2度及び精神障害者保健福祉手帳1級（平
成31年1月より）で、国民健康保険や社会保険など
に加入している方が対象です。区役所でお渡しする
障 受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提示す
ると、保険が適用される部分について一部費用を助成
します。ただし、所得制限・年齢制限などがあります
ので、詳しくはお問い合わせください。

精神障害（てんかんを含む）のある方が病院または診
療所へ通院して精神疾患の治療を受ける場合に、その
医療費の一部を公費で助成します。

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、
障害の程度を軽くしたり、取り除いたりするための医
療を受けるとき必要と認められた方に、その医療費の
一部を公費で助成します。

原因が不明で効果的な治療法が確立されておらず、経
過が慢性にわたる難病について、経済的な負担を軽減
するために医療費の助成を行っています。

【対象】
都内に住所を有し、医療費助成対象疾患にり患し、認
定基準を満たしている方

東京都北児童相談所    　　 　　 TEL 3913-5421（代）
東京都心身障害者福祉センター　　　 TEL 3235-2961

知的障害の方が支援を受けるために〈愛の手帳〉

医療と補装具
障害福祉課王子障害相談係

TEL 3908-1358・1359　FAX 3908-5344
障害福祉課赤羽障害相談係

TEL 3903-4161　FAX 3903-0991

心身障害者医療費助成（マル障）

自立支援医療（精神通院）

自立支援医療（更生医療）

難病医療費助成

手帳と手当
障害福祉課王子障害相談係

TEL 3908-9081・1359　FAX 3908-5344
障害福祉課赤羽障害相談係

TEL 3903-4161　FAX 3903-0991
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障害のある方が援助を必要とする場合、障害者総合支
援法に基づく障害福祉サービスとして、身体介護や家
事援助など生活全般にわたる援助を受けることができ
ます。

【対象】
身体障害・知的障害・精神障害・特定の難病に該当す
る方。ただし、介護保険対象者は介護保険が優先とな
ります。

【費用】
世帯の収入状況等に応じて各自負担があります。

【手続】
窓口または電話で相談を受け付けます。相談をお受け
した後、障害者の心身の状況（障害支援区分）の判定
や必要なサービス量の調査をし、支給決定します。決
定のあと、サービスを受ける方がホームヘルプ事業者
と契約をします。

身体・知的・精神障害のある方や難病等の方（難病等
の方は、日中一時支援は対象になりません）が、介護
を行う方の疾病そのほかの理由でお困りの時、施設を
一時的に利用することができます。

【費用】
世帯の収入状況等に応じて各自負担があります。食費
などの費用負担があります。

【手続】
窓口または電話で相談を受け付けます。相談をお受け
した後、障害者（児）の心身の状況（障害支援区分）
の判定や必要なサービス量の調査をして決定します。

障害福祉課王子障害相談係
TEL 3908-9081・1358　FAX 3908-5344

障害福祉課赤羽障害相談係
TEL 3903-4161　FAX 3903-0991

滝野川地域障害者相談支援センター
（★印のついているもののみ）

TEL 4334-6548　FAX 4334-6549

ホームヘルプサービス（居宅介護）★

ショートステイ（短期入所・日中一時支援）

心身に障害のある方及び高齢者の方で、一般歯科診療
所では治療が困難な方に対して、歯科治療及び口腔保
健指導を実施しています（予約制）。
受診の際は保険証などをお持ちください。

【診療場所及び申込先】

【予約受付日及び予約受付時間】
月～金曜（祝日及び年末年始を除く）
午前9時30 分～午後5時

身体障害者（児）の日常生活を安易にするため、補装
具の交付、修理または借受けを行います。ただし、介
護保険での対応となる品目もありますので、必ず事前
にご相談ください。
また、所得制限があり、かつ本人及び家族の所得に応
じて自己負担があります。

※ 1 特定の難病に該当する方は助成対象となる場合
がありますのでご相談ください。

※ 2のついている品目（義肢、装具、座位保持装置は
完成用部品）は、借受けが利用できない場合があ
ります。成長に伴って短期間での交換などに適し
ています。詳しくは各相談係にお問い合わせくだ
さい。

一般歯科診療所で治療が困難な方に

北区障害者口腔保健センター
（滝野川6-21-25　滝野川西区民センター 2階）

TEL 5567-2088 FAX 5567-3388

身体障害の方に補装具を

障害別※ 1 給付の種類
視覚障害 盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障害 補聴器

肢体不自由

義手※ 2・義足※ 2・下肢装具※ 2・靴型装具
※ 2・体幹装具※ 2・上肢装具※ 2・歩行器※ 2・
車いす・電動車いす・座位保持装置※ 2・歩
行補助つえ（Ｔ字状・棒状つえは除く）・重
度障害者意思伝達装置※ 2

肢体不自由児
（18 歳未満）

座位保持いす※・起立保持具・頭部保持具・
排便補助具

日常生活の援助
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心身に障害のある方に、次のような日常生活用具を給
付します。給付の品目によって年齢、障害の種別・程
度などの条件が異なります。また、介護保険該当の方
は、介護保険制度から貸与・給付を受ける品目があり
ます。
※ 購入後の助成はできません。必ず事前にご相談く

ださい。（特定の難病に該当する方は助成対象とな
る場合がありますので、ご相談ください。）

【身体障害者】

【知的・精神障害者】

※ 所得制限があり、かつ本人や家族の所得に応じて
自己負担があります。

障害のある方を扶養する保護者（65歳未満）が、毎
月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこ
と（死亡または重度障害）があったとき、残された障
害のある方に終身一定額の年金が支給される任意加入
の制度です。詳しくはお問い合わせください。

心身障害者の日常生活のために〈日常生活用具〉

障害別 給付の種類

知的障害 特殊マット、火災報知器、自動消火器、頭
部保護帽、電磁調理器、温水洗浄便座

精神障害 電磁調理器、頭部保護帽、火災報知器、自
動消火器、ガス漏れ警報器

東京都心身障害者扶養共済制度

18歳以上の身体障害者手帳1・2級または難病患者（東
京都の医療費助成を受けている方）で一人ぐらしもし
くは日中おひとりの方に、緊急時連絡用の緊急通報シ
ステム機器を設置します。所得により各自負担があり
ます。

NHK放送受信料が全額または半額免除されます。
【全額免除】 障害のある方がいる世帯で、世帯全員が

住民税を課税されていない世帯。
【半額免除】 契約者である世帯主が視覚もしくは聴覚

障害または身体障害者手帳1・2級、愛
の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手
帳1級、重度の戦傷病者（特別項症から
第1款症）の方である世帯。

肢体または体幹機能障害1・2級の方で、家族などの
介助のみでは入浴が困難な方に巡回入浴車を派遣しま
す。介護保険対象者は、介護保険が優先します。
所得に応じて、各自負担があります。

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1～3度の方で、
寝たきりなどの状態にあり、寝具の乾燥が困難な方に
月1回専門業者が寝具乾燥を行います。費用の一部は
各自負担です。

外出困難な下肢または体幹機能障害1・2級または愛
の手帳1・2度の方に、理容師もしくは美容師を派遣
します（各自負担あり）。

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の方
で重度心身障害に起因して常時おむつを必要としてい
る方に紙おむつを支給します。入院中で、病院指定の
おむつしか使用できない方には、おむつ代金の一部を
助成します。

 

一人ぐらし等の身体障害の方に
〈緊急通報システム〉★

障害者の方のNHK放送受信料の減免

身体障害の方の入浴介助

心身障害の方に寝具乾燥★

心身障害の方の理髪に〈訪問理美容〉★

重度心身障害の方に
〈紙おむつの支給★、代金の助成〉

障害別 給付の種類

視覚障害

盲人用時計、ポータブルレコーダー、点字
タイプライター、電磁調理器、音声式体温計、
盲人用体重計、拡大読書器、点字ディスプ
レイ、点字図書、活字文書読上げ装置、点
字器、情報・通信支援用具、音声識別装置、
歩行時間延長信号機用小型送信機、音声式
血圧計

聴覚障害
聴覚障害者用通信装置（FAX）、屋内信号装
置、会議用拡聴器、フラッシュベル、聴覚
障害者用情報受信装置、携帯用信号装置

呼吸器障害 空気清浄器、吸入器、電気式たん吸引器

肢体不自由

特殊寝台、特殊マット、訓練イス、火災報知
器、特殊尿器、ルームクーラー（体温調節機
能を喪失した方に限る）、入浴担架、体位変
換器、移動・移乗支援用具、入浴補助用具、
電磁調理器、温水洗浄便座、ポータブルトイ
レ、移動用リフト、携帯用会話補助装置、自
動消火器、T 字状・棒状つえ、頭部保護帽、
浴槽、情報・通信支援用具、ガス漏れ警報器、
移動用リフトスリングシート

腎臓障害 透析液加温器

言語障害
携帯用信号装置、聴覚障害者用通信装置

（FAX）、フラッシュベル、携帯用会話補助
装置、ガス漏れ警報器、人工喉頭

膀胱・直腸機能障害 ストマ装具、収尿器、紙おむつ
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詳しくはお問い合わせください。

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちで、下記の要
件に該当する方が有料道路を通行する場合、通常の通
行料が半額になります（営業用の自動車、レンタカー
などを除く）。
・身体障害の方が自ら運転する場合
・重度（一種）の身体障害の方、または重度（一種）

の知的障害の方を乗せて、障害者本人以外の方が運
転する場合

詳しくはお問い合わせください。

身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方に交通機関の優遇措置があります。
都営交通（電車、バス、地下鉄）、民営バス、航空、
JR、私鉄運賃の割引があります。対象者や内容がそ
れぞれ違いますので、詳しくはお問い合わせください。

学齢児以上の身体障害者手帳をお持ちの方で下肢・体
幹等に係わる障害の程度が1 ～ 3級の方または補装
具として車イスの交付を受けた内部障害の方に対し、
住宅設備改善費を助成します。ただし、等級や年齢に
より、給付内容が限られます。また所得制限があり、
かつ本人や家族の所得に応じて自己負担があります。
※ 工事後の助成はできません。必ず事前にご相談く

ださい。
※ 介護保険の対象の方は、介護保険の住宅改修が優

先されます。
※ 特定の難病に該当する方は、一部対象となる場合

があります。
※ 原則として一世帯あたり同一種目一回限りとなり

ます。
詳しくはお問い合わせください。

心身障害の方のために有料道路通行料の割引

心身障害の方に交通機関の優遇措置

住宅設備改善費の給付

肢体不自由1 ～ 3級の方に年5回分のマッサージ券を
交付します。指定のマッサージ師の施療所に事前に連
絡して、施療を受けてください。なお、高齢者福祉マッ
サージ券の対象者には交付できません。詳しくはお問
い合わせください。

視覚障害1級で、都内に1年以上居住する18歳以上
の方に盲導犬を無料で給付します。
なお、犬の飼育費などは各自負担です。所得制限があ
りますので、詳しくはお問い合わせください。

18歳以上の障害のある方が自動車運転免許を取得す
る場合に費用の一部を助成します。対象要件がありま
す。詳しくはお問い合わせください。

就労などのために18歳以上の身体障害者本人が運転
する自動車の操向装置および駆動装置を改造する場
合、費用の一部を助成します。対象要件があります。
詳しくはお問い合わせください。

下肢・体幹機能障害1 ～ 3級、視聴障害1・2級、内
部障害1 ～ 3級または愛の手帳1・2度で在宅の方に
外出支援として、1カ月につき500円券6枚と、100
円券5枚の福祉タクシー利用券を交付します。対象要
件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

重度の身体障害のある方が、車イスや寝台のまま乗車
できるリフト付きタクシーをご利用になれます。利用
日の1カ月前からの予約制です。詳しくはお問い合わ
せください。

自動車税または軽自動車税を減免された身体障害者手
帳、愛の手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方にガソ
リン代の一部として1カ月3,500円分のガソリン券
を交付します。ただし、福祉タクシー利用券の交付を
受けていない方に限ります。対象要件がありますので、

肢体不自由の方に〈マッサージ券の交付〉★

目の不自由な方に盲導犬を給付します

心身障害の方の自動車運転免許取得費の助成

身体障害の方所有の自動車改造費の助成

心身障害の方の外出を支援します
〈福祉タクシー利用券〉★

外出困難な重度身体障害の方に
〈リフト付きタクシー〉

心身障害の方の外出を支援します
〈ガソリン代助成〉★
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小児慢性特定疾病児童等の日常生活を容易にするた
め、次のような日常生活用具を給付します。

【対象】
・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
・児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律による用具の給付の対象と
ならない方

【用具の種類】
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用
具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、
頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外
線カットクリーム、ネブライザー（吸入器）、動脈血
中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）、ストー
マ装具（消化器系及び尿路系）、人工鼻
※ 購入後の助成はできません。必ず事前にご相談く

ださい。また、所得制限があり、かつ家族の所得
に応じて自己負担があります。

身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の中
等度難聴児に対して補聴器の購入費用の一部を助成し
ます。対象要件がありますので詳しくはお問い合わせ
ください。

聴覚障害の方が、健聴者との意志疎通を円滑にするた
め、手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者を派遣
します。利用には事前登録が必要です。FAXのほか
にメールでも依頼ができます。また、第一庁舎1階及
び赤羽会館6階に常駐する手話通訳者は区役所・赤羽
会館各窓口での通訳や生活相談を行います。

ケガなどにより一時的に車イスが必要になった方に原
則3カ月以内で車イスをお貸しします。

【必要なもの】 印鑑と北区在住が証明できるもの
（免許証、健康保険証など）
※ 車イスは台数に限りがあり、ご希望時にお貸しで

きないことがありますので、事前に電話で予約し
てください。

小児慢性特定疾病児童等の日常生活のために
（小児慢性特定疾病児童等日常生活用具）

補聴器の購入費用を助成します
〈中等度難聴児発達支援〉

聴覚障害の方に〈手話通訳者〉
手話通訳連絡所（第一庁舎1 階4番）

TEL 3908-8607　FAX 3908-6323

車イスをお貸しします
北区社会福祉協議会（岸町1-6-17）

TEL 3905-6653　FAX 3905-4653

車イスごと乗車できる電動リフト付きワゴン車をお貸
しします。

【対象】
高齢者や身体障害者の方で、車イスやストレッチャー
でないと移動が困難な方
詳しくはお問い合わせください。

【利用方法】
事前に会員登録が必要です（年会費2,000円）。また、
走行距離に応じてガソリン代相当分を負担していただ
きます。予約は、利用する日の1カ月前から受け付け
ます。

知的障害、精神障害の方が安心して地域で生活できる
よう、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サー
ビス、年金証書などの書類預かりなどの支援をします。
ご本人と社会福祉協議会とが契約をして、支援を行い
ます。
※ 契約後の支援は有料です。詳しくはお問い合わせ

ください。

知的障害、精神障害の方の一人ぐらしの世帯または対
象者のみの世帯で、意思の確認が可能な方が安心して
在宅で生活できるよう、定期及び定額の預貯金通帳、
年金証書などを金融機関の貸金庫に保管するサービス
を有料で行っています。
詳しくはお問い合わせください。

■�身体・知的・精神障害者のための施設�

ハンディキャブをお貸しします
北区社会福祉協議会

TEL 3905-6653　FAX 3905-4653

手続き支援

福祉サービス利用援助事業〈地域福祉権利擁護事業〉

北区社会福祉協議会 権利擁護センター「あんしん北」
（岸町1-6-17） 　　 TEL 3908-7280 FAX 3905-4653

財産保全サービス

施設

施設の通所や入所に関する相談に応じます
〈入所・通所相談〉

障害福祉課王子障害相談係
　　　　  　　 　TEL 3908-1358　FAX 3908-5344
障害福祉課赤羽障害相談係
　　　　　　　　TEL 3903-4161　FAX 3903-0991
滝野川地域障害者相談支援センター

TEL 4334-6548　FAX 4334-6549
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■ 福祉作業所 
就労が困難な知的障害の方で、単独で通所のできる方
に作業や、生活訓練を行い自立を支援する施設です。

■�福祉工房�
心身障害のために就業能力の限られている方に作業訓
練、生活訓練などを行い自立を支援する通所施設です。

■�福祉園�
障害程度の重い18歳以上の知的障害の方に対し、社
会生活能力の向上と自立に必要な作業、生活、健康づ
くり、計画相談等の支援を行う施設です。

15歳以上の知的障害の方に対して生活の場を提供す
ることにより、地域社会での自立生活を援助する施設
です。

障害のある方及びその家族・地域住民に対し、生活・
医療・対人関係等の相談、支援、交流の場や情報を提
供しています。

指定管理者導入施設

王子福祉作業所（王子2-19-20）
　　　　  　　 　TEL 3919-9575　FAX 3919-9576
赤羽西福祉作業所（赤羽西5-7-5）
　　　　　　　　TEL 3907-5801　FAX 3907-5801
たばた福祉作業所

（西ケ原1-19-12　滝野川健康支援センター 2階）
TEL 5907-5215　FAX 5907-5214

指定管理者導入施設

赤羽西福祉工房（赤羽西5-7-1）
TEL 3908-4111 FAX 3908-4072

指定管理者導入施設

あすなろ福祉園（王子6-4-6）
　　　　  　　 　TEL 3913-0188　FAX 3913-0189
若葉福祉園（赤羽西6-9-2）
　　　　　　　　TEL 5993-5556　FAX 5993-5558

知的障害の方のグループホーム〈神谷ホーム〉
指定管理者導入施設

障害福祉課王子障害相談係
　　　　  　　 　TEL 3908-1358　FAX 3908-5344
障害福祉課赤羽障害相談係
　　　　　　　　TEL 3903-4161　FAX 3903-0991
障害者福祉センター

TEL 3905-7111（代）　FAX 3905-7116

障害のある方の自立と社会生活を支援します
障害者地域活動支援室「支援センターきらきら」

（中十条1-2-18　障害者福祉センター内）
TEL 3905-7201・3905-7202　FAX 3905-7203

■�心身に障害のある児童のための施設 

●JR王子・東十条・十条駅下車 徒歩10分
区内に居住する身体障害、知的障害及び精神障害の方
の福祉の増進を図るための施設です。

【集会施設】
障害者福祉センターに登録している障害者団体に対し
て部屋の貸出を行っています。

【浴室】
家庭の風呂や一般浴場を利用することが困難な身体障
害の方に対し、浴室の貸出を行っています。なお、入
浴介助と送迎については利用者の負担となります。
障害者福祉センター事業係

TEL 3905-7121 FAX 3905-7116
【作業訓練室】
15歳以上で中軽度の障害の方を対象に各種趣味の講
座や、中軽度の知的障害の方にグループワーク・レク
リエーション活動を行い、自立・社会参加促進のため
の支援をしています。

【機能訓練室】
脳卒中などの後遺症、そのほか疾病や負傷などにより
心身の機能が低下していて、医療終了後も継続して訓
練を行うことが望ましいと思われる、原則として40
歳以上65歳未満の方を対象に通所による訓練を行い
ます。

〈訓練内容〉 高次脳機能障害訓練、作業療法的訓練、
言語療法的訓練

※ ご利用の際は、障害福祉サービス受給者証が必要
になります。詳しくは、各施設にお問い合わせく
ださい。

■�障害者福祉センター生活訓練室�
重度身体障害の方を対象とし、日々の通所を通して、
生活・健康の支援を行い、生活の質の向上と自立の促
進を図る施設です。
障害者福祉センター支援係

TEL3905-7113　FAX3905-7116

東京都北児童相談所 TEL 3913-5421

障害者福祉センター
障害者福祉センター（中十条1-2-18）

TEL 3905-7111（代）　FAX 3905-7116

室名（定員） 和室（20）、洋室（15）、録音・音楽室（20）、
ボランティア室（10）

開館日 毎日

休館日
年末年始（12 月 28 日～ 1 月 4 日）
機械設備保守点検などのため休館することが
あります。

貸出時間 午前 9 時～午後 9 時

心身に障害のある方の通所施設
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障害のある方の生活を支援することにより、障害者の
自立と社会参加の促進を目的として、様々な相談に応
じています。

（1）自立生活のための各種相談
（2）ピア・カウンセリング （3）各種情報の提供
（4）社会参加の支援 （5）専門機関等の紹介

就労の相談・訓練、就労の準備支援、職場の問題の相
談などに応じています。

現在北区にお住まいで社会的、経済的に不安定な立場
にある寡婦、未婚の女性の方などにお貸しする資金で
す。資金の種類により償還期間は3 ～ 20年以内、無
利子（平成27年度以前は年3％の資金有）、保証人が
1名必要です。詳しくはお問い合わせください。

離婚や配偶者などからの暴力による被害などの悩みを
抱えている女性や、保護、援助の必要な女性の相談に
婦人相談員が応じています。

男女共同参画に関する活動への支援、相談、情報提供、
情報収集その他男女共同参画を推進するための拠点施
設です。
※ 詳しくはP107をご覧ください。

障害のある方の社会参加、自立生活の支
援をします
障害者地域自立生活支援室

（中十条1-2-18　障害者福祉センター内）
TEL・FAX 3905-7226

障害のある方の就労を支援します
主に知的・身体障害の方
就労支援センター北　ドリームヴイ（上十条2-1-12）

　　　　  　　 　TEL・FAX 3906-7753
主に精神障害の方
就労支援センター北 わくわくかん（赤羽南2-6-6 B1）
　　　　　　　　TEL 3598-3337　FAX 3902-9996

 ◆ 女性
女性の自立のために女性福祉資金

生活福祉課生活支援係
TEL 3908-9046　FAX 3908-1241

女性のための相談
生活福祉課相談係

TEL 3908-1142　FAX 3908-7171

スペースゆう（北区男女共同参画活動拠点施設）
スペースゆう

 TEL 3913-0161　FAX 3913-0081

次の事業により、ひとり親家庭の父または母の就労・
自立を支援します。所得などの要件があります。
●自立支援教育訓練給付金
●高等職業訓練促進給付金
●高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金（ひとり

親家庭の子も対象となります）
●自立支援プログラム（就労計画書）策定

ひとり親（母子・父子）家庭の就業や生活設計、母子
生活支援施設入所（母子のみ）などに関する相談に母
子・父子自立支援員が応じています。

ひとり親家庭の、人に言えないグチや悩みなどを気軽
にお話しください。産業カウンセラー等の有資格者が
お話を伺い、支援制度などをご案内します。

生活上のさまざまな問題をかかえ、子（18歳未満）
の養育にお困りの母子世帯の生活と自立を支援する児
童福祉施設です。入所期間は原則2年間です。

 ◆ ひとり親家庭

生活福祉課相談係
TEL 3908-1142　FAX 3908-7171

ひとり親家庭の就労支援

ひとり親（母子・父子）家庭のための相談
生活福祉課相談係

TEL 3908-1142　FAX 3908-7171

子ども未来課 TEL 3908-1363

生活福祉課相談係
TEL 3908-1142　FAX 3908-7171

母子生活支援施設  指定管理者導入施設
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■�ひとり親家庭等の医療費の助成�

児童を養育している母子・父子家庭などの方に手当を
支給します。

※詳しくはP94をご覧ください。

厚生労働省が認定した「老齢基礎年金の満額支給」の
対象者となる中国残留邦人等とその特定配偶者の方
に、支援給付金及び配偶者支援金を支給します。収入
の基準がありますので、詳しくはお問い合わせくださ
い。

受給要件 助成内容 手続きに必要なもの
18 歳に達した日以後の 3 月
末日までの児童（20 歳未満
で身体障害者手帳 1 ～ 3 級、
愛の手帳 1 ～ 3 度程度の障
害のある方を含む）で、次の
いずれかに該当する児童を監
護している母子・父子家庭等

（1）父母が婚姻を解消した児童
（2）父または母が重度の障害

（おおむね身体障害者手
帳 1・2 級程度）を有す
る児童

（3）父または母の死亡・生死
不明・1 年以上遺棄され
ている・DV 保護命令を
受けている等

※「監護」とは、一般に児童
の生活に通常必要とされ
る管理・監督を行うこと。

健康保険の
適用される
診療や投薬
の自己負担
分を助成し
ます。

ただし、収入
によっては
一部自己負
担金が発生
します。

※入院時の
食 事 代 は
全 額 各 自
負 担 と な
ります。

● 印 鑑（ 朱 肉 で
押すもの）

●健康保険証（コ
ピーでも可）

●請求者及び児
童の戸籍全部
事項証明書（謄
本）

　（発行から 1 カ
月以内のもの）

※ほかに提出書
類が必要な場
合もあります。

※所得制限など
詳しくはお問
い合わせくだ
さい。

手当の支給
子ども未来課子育て給付係

TEL 3908-9096　FAX 3908-8310

児童扶養手当・児童育成手当

 ◆ 中国残留邦人等及び特定配偶者の方
支援給付金及び配偶者支援金

生活福祉課生活支援係
TEL 3908-9004　FAX 3908-1241

都内に6カ月以上お住まいで20歳未満（下のお子さ
んが20歳未満であれば20歳以上の上のお子さんも
可）のお子さんを扶養しているひとり親家庭の方にお
貸しする資金です。詳しくはお問い合わせください。

区内に3カ月以上お住まいの母子家庭で、災害、疾病
そのほかの理由で緊急に費用の支出をしなければなら
ないとき、借受後の償還が確実な方に5万円を限度に
お貸しします。
無利子で12カ月以内の均等償還、保証人は不要です。
詳しくはお問い合わせください。

母子・父子などのひとり親家庭等の方に医療証を発行
し、医療費の助成をします。ただし、請求者及び同居
の親族の所得制限があります。
詳しくはお問い合わせください。

【助成対象とならない方】
（1） 申請者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者

の前々年の所得が所定の限度額を超えているとき
（2） 生活保護法による保護を受けているとき
（3） 健康保険に加入していないとき
（4） 児童が児童福祉施設等（契約入居者を除く）に入

所するようになったとき（保育園・通所施設等を
除く）

（5） 児童が、児童福祉法に規定する里親等に委託され
ているとき

（6） 心身障害者医療費助成制度の助成を受けることが
できるとき

【受給要件、助成内容など】
下記の表をご覧ください。

母子福祉応急小口資金
生活福祉課生活支援係

TEL 3908-9046　FAX 3908-1241

ひとり親家庭等の医療費の助成
子ども未来課子育て給付係

TEL 3908-9096　FAX 3908-8310

ひとり親家庭の自立のために
母子及び父子福祉資金
生活福祉課生活支援係

TEL 3908-9046　FAX 3908-1241
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NPO・ボランティアぷらざでは、専門員が、ボランティ
ア活動やNPOに関する相談を受け付けています。「ボ
ランティア活動をしてみたい」「グループを作りたい」

「NPO法人になるにはどうしたらいい？」など、お気
軽にご相談ください。

【開館時間】 火～土曜　午前10 時～午後9 時
 日曜　　　午前10 時～午後5 時

【休館日】 月曜（月曜が祝日にあたる場合は、その翌
日も休み）、年末年始

ぷらっとほーむ滝野川東・桐ケ丘では、高齢者が中心
となって地域の介護予防を進める仲間づくりやボラン
ティア活動の相談・支援を行っています。詳しくはお
問い合わせください。

65歳以上の方が、ボランティア活動を通じて社会参
加や地域貢献を進め、より元気になることを目的とし
た制度です。いきいきサポーター受入施設でボラン
ティア活動を行った方に、スタンプが付与されます。
ポイントは希望により現金に交換できます（1 年で5 
千円が上限）。

【対象者】 65歳以上の方
【活動内容】 指定の区内特別養護老人ホームなどで行
う、話し相手、洗濯物の整理、レクリエーション支援
など

東京都北区NPO・ボランティアぷらざ（北とぴあ4階）
TEL 5390-1771　FAX 5390-1778指定管理者導入施設

 ◆ ボランティアなど
NPO・ボランティア活動に関するご相談は

地域でボランティア活動をしたい方に
ぷらっとほーむ滝野川東（滝野川1-46-7）

　　　　  　　 　TEL・FAX 5974-2540
ぷらっとほーむ桐ケ丘（桐ケ丘1-6-2-101）

　　　　　　　　TEL 3908-1277 FAX 3908-1557

指定管理者導入施設

指定管理者導入施設

高齢者いきいきサポーター制度
特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構

（東京都北区NPO・ボランティアぷらざ内・北とぴあ4階）
TEL 5390-1771　FAX 5390-1778

区内にお住まいの高齢の方、障害のある方などに家事
支援、外出付添、通院付添等について支援します。詳
しくはお問い合わせください。

【対象】
（1） おおむね65 歳以上の高齢者
（2） 心身に障害のある方
（3） 難病、病弱、ケガなどのため支援を必要とする方
（4） 周りに支援者がいない、妊娠期から小学校卒業ま

での子がいるひとり親家庭の養育者で、かつ
 ①心身の疲労や育児不安がある
 ②養育者または子が病気や怪我などがある
 のいずれかの理由のため、一時的な援助を必要と

する方
※ 要介護度、家族状況などにより利用できるサービ

スが異なります。
【利用料】
●家事支援、外出付添  1時間900円
 延長料金20 分までごとに300円
●障害者（児）の通所・通学送迎  40分700円
 1時間900円
 延長料金20分までごとに300円
※ サービス内容と利用時間により利用料が異なりま

す。詳しくはお問い合わせください。
※ 別途サービス利用年会費（1,500円）が必要です。
※ 介護保険要支援1 ～要介護5の認定を受け、北区

高齢者生活援助サービス事業を利用できる方は、
友愛ホームサービス年会費や利用料の減免制度を
利用できます。詳しくはお問い合わせください。

15歳以上で、区内在住在勤の方を対象に、聴覚障害
者に対する理解を深め、聴覚障害者の生活支援のため
にボランティア活動ができるよう、毎週月曜日に手話
の実技指導を行っています。

地域での自立生活を支援します
〈友愛ホームサービス〉
北区社会福祉協議会友愛ホームサービス担当

（岸町1-6-17）　　TEL 3907-9492　FAX 3905-4653

手話を学びたい方〈手話講習会〉
障害者福祉センター事業係

TEL 3905-7121　FAX 3905-7116
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子ども・出産
◆出産・育児　◆住宅　◆保育・児童

出産を迎える方に〈母子健康手帳〉
健康推進課健康係、各健康支援センター、各区民事務所
妊娠届出書を健康推進課健康係、各健康支援センター、
各区民事務所（P27、28）に提出しますと「母子健
康手帳」と「母と子の保健バッグ」、「子育て福袋」を
お渡しします。
バッグの中には、妊婦健康診査受診票、出生通知票、
はぴママ学級の案内などいろいろな保健サービスのお
知らせが入っています。妊娠届出書は、上記窓口に置
いてあります。
子育て応援団事業の一環としてお配りする福袋の中に
は、子育てガイドブック、子どもたちの育つ姿（家庭
版）、安心ママヘルパー事業しおりが入っています。
※ 本人確認書類（P32）・マイナンバーカードまたは

通知カードをお持ちの方はご持参ください。
※ 子育て福袋については、子ども未来課次世代育成

係へお問い合わせください。
※ 既に母子健康手帳をお持ちの方でも、北区に新た

に転入された場合は「母と子の保健バッグ」等を
お渡ししますので、健康推進課健康係または各健
康支援センターに必ずお届出ください。

※ 妊娠届出書を提出した方を対象に、はぴママたま
ご面接を実施しています。詳しくは各健康支援セ
ンターにお問い合わせください。

健康な赤ちゃんを産むために〈妊婦健康診査〉

「母と子の保健バッグ」の中に妊婦健康診査受診票が入っ
ています。都内委託医療機関において、問診・尿検査・
貧血検査・血圧測定・梅毒検査などを受診できます。な
お入院治療を必要とする妊婦高血圧症候群等の方には、

 ◆ 出産・育児
健康推進課健康係

TEL 3908-9016　FAX 3905-6500
健康推進課王子健康支援センター

TEL 3919-7588　FAX 3919-5163
健康推進課赤羽健康支援センター

TEL 3903-6481　FAX 3903-6486
健康推進課滝野川健康支援センター

TEL 3915-0184　FAX 3915-0171
子ども未来課次世代育成係

TEL 3908-9097　FAX 3908-6606
子ども未来課子育て給付係

TEL 3908-9096　FAX 3908-8310

健康推進課健康係、各健康支援センター

医療費助成の制度（所得制限あり）があります。

里帰り出産等により都内委託医療機関以外（国内のみ）
で妊婦健康診査を受診した際、妊婦健康診査受診票を
使用できなかった方に費用の一部を助成します（上限
あり）。

妊娠された方を対象に各健康支援センターで開講して
います。保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が妊娠・
出産・育児・歯科保健に関する話をします。

妊婦を対象に歯科健診・歯みがき指導を無料で行って
います。

乳幼児、妊産婦の健康や育児について保健師または助
産師が訪問し、相談、助言をしています。妊産婦のここ
ろの相談もしています。詳しくはお問い合わせください。

未熟児または医師が入院養育を必要と認めた新生児
が、指定養育医療機関に入院したとき、医療費を所得
により一部給付します。

【定期予防接種】
乳幼児や小中学生・高校生の定期予防接種については、
接種時期に合わせて予診票を個別郵送します。転入等
で必要な予診票をお持ちでない方は、ご連絡ください。

【任意予防接種】
おたふくかぜワクチンの接種費用の一部を助成します。

里帰り出産等の妊婦健康診査費用の助成金
健康推進課健康係

出産育児準備講座〈はぴママ学級〉
各健康支援センター

妊婦歯科健康診査
各健康支援センター

赤ちゃん・妊産婦についての訪問・相談
〈子育て応援団事業〉
各健康支援センター

未熟児のための養育医療
各健康支援センター

予防接種
健康係・各健康支援センター



94

子
ど
も
・
出
産

区内に保護者の住所があり、下表の受給要件にあてはまる児童を養育している方に、それぞれ手当を支給します。
（1）手当の支給は原則として申請の翌月分からとなります。
（2）児童育成手当は申請者の所得制限が、また児童扶養手当、特別児童扶養手当は申請者及び同居の親族の所

得制限があります。
※ 所得制限など詳しくはお問い合わせください。

■子どものための手当�����※手当額は変わることがあります。※手続きについて、他にも書類が必要な場合もあります。

※ 心身障害者の方の手当（心身障害者福祉手当、東京都重度心身障害者手当、障害児福祉手当、特別障害者手当）
についてはP102をご覧ください。

 なお、心身障害者福祉手当に該当する20歳未満の方は児童育成手当が優先します。併給はできません。

子ども未来課子育て給付係

子どものための手当

手当名 受給要件・月額 手続きに必要なもの
児
童
手
当

中学校修了前（15 歳に達した 3 月末日）の児童（公務員の
方は職場で申請してください）
●月額：5,000 ～ 15,000 円

●印鑑（朱肉で押すもの）
●請求者の預金口座のわかるもの
●請求者の健康保険証（コピー可）

児
童
育
成
手
当

育
成
手
当

18 歳に達した日以後の 3 月末日までの児童で次のいずれか
の状態にある児童

（1）父母が離婚（親権の有無は問わない）
（2）父または母の死亡・生死不明・1 年以上遺棄されている・

DV保護命令を受けている等
（3）父または母が重度の障害を有する
●月額：13,500 円

●印鑑（朱肉で押すもの）
●請求者の預金口座のわかるもの
●請求者及び児童の戸籍全部事項証明書（謄本）（発行日か

ら 1 カ月以内のもの）

障
害
手
当

20 歳未満で心身に障害があり、次のいずれかに該当する児
童

（1）「愛の手帳」1 ～ 3 度
（2）「身体障害者手帳」1、2 級
（3）脳性麻痺または進行性筋萎縮症等
●月額：15,500 円

●印鑑（朱肉で押すもの）
●請求者の預金口座のわかるもの
●身体障害者手帳、愛の手帳、診断書

児
童
扶
養
手
当

18 歳に達した日以後の 3 月末日までの児童（中度以上の障
害がある場合は 20 歳未満まで）で、次のいずれかの状態に
ある児童

（1）父母が離婚（親権の有無は問わない）
（2） 父または母の死亡・生死不明・1 年以上遺棄されている・

DV保護命令を受けている等
（3）父または母が重度の障害を有する
●月額：

・全部支給　42,500 円
・一部支給　所得に応じて 42,490 円～ 10,030 円
※児童数により加算あり

●印鑑（朱肉で押すもの）
●請求者の預金口座のわかるもの
●請求者及び児童の戸籍全部事項証明書（謄本）（発行日か

ら 1 カ月以内のもの）

特
別
児
童
扶
養
手
当

20 歳未満で心身に障害があり、次のいずれかに該当する児
童

（1）「愛の手帳」1 ～ 3 度程度
（2）「身体障害者手帳」1 ～ 3 級程度（4 級の一部を含む）
（3）上記（1）、（2）と同程度の疾病もしくは、身体・精神

障害
●月額：

・重度　51,700 円
・中度　34,430 円

●印鑑（朱肉で押すもの）
●請求者の預金通帳
●請求者及び児童の戸籍全部事項証明書（謄本）（発行日か

ら 1 カ月以内のもの）
●身体障害者手帳、愛の手帳、特別児童扶養手当用診断書

【医療証を使用できる範囲】
東京都内の病院など。都外で診療を受ける場合は、一
時自己負担分を立て替え、後日子育て給付係へ請求と
なります。

【助成内容】
健康保険が適用される診療や投薬の自己負担分を助成
します。

【申請に必要なもの】
印鑑（朱肉で押すもの）、子どもの保険証（出生の場
合は子どもが加入予定の保険証。コピー可）

医療証を発行して0歳から中学3年生（15歳に達し
た日以降の最初の3月31日）までの子どもの医療費
などの助成を行います。

【助成対象年齢と医療証の名称】
●0歳から6歳就学前まで … 乳幼児医療証（乳医療証）
●小学1年生から中学3年生（15歳に達した日以降の

最初の3月31日）まで … 子ども医療証（子医療証）

医療費を助成します 〈子ども医療費助成制度〉
子ども未来課子育て給付係
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で気軽に立ち寄ることができる簡易スペース「赤ちゃ
ん休けい室」を庁舎、区民施設（中央図書館、会館な
ど）、児童館を中心に設けています。

国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時
金として42万円が、世帯主に支給されます。
原則として、国保から出産育児一時金を直接病院等に
支払う仕組み（直接支払制度）になります。妊娠85
日以上の死産、流産も支給されます。国保以外の健康
保険に加入している方は、加入先の健康保険にお問い
合わせください。

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、
入院して出産することのできない妊産婦（世帯の住民
税が非課税など）の方は児童福祉法による助産施設を
利用できますのでご相談ください。

保育園は、保護者が就労や病気などのため保育を必要
とするときに、保護者に代わってお子さんを保育する
施設です。

【入園申請】
保育課入園相談係で受け付けます（郵送での申請はで
きません）。3月入園は行っていません。
4月入園については、毎年秋頃の北区ニュース等でお
知らせしています。
申請の締切日や必要書類など、詳しくは「保育利用案
内」をご覧ください。利用案内は、入園相談係及び区
内認可保育園等で配布しています。また、北区ホーム
ページからもダウンロードができます。

国保加入者が出産したとき〈出産育児一時金〉
国保年金課国保給付係  TEL 3908-1132

出産費用にお困りの方は
生活福祉課相談係  TEL 3908-1142　FAX 3908-7171

 ◆ 住宅
ファミリー世帯転居費用助成

まちづくり・住まい　P71参照

親元近居助成

 ◆ 保育・児童

まちづくり・住まい　P71参照

保育課入園相談係  TEL 3908-9129　FAX 3908-9283

認可保育園、地域型保育事業所、認定こ
ども園（保育部分）の入園申請

子ども未来課子育て給付係
【助成対象年齢】
15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達
した日以後の最初の3月31日まで

【助成内容】
入院時の医療費（保険適用分）の自己負担分

【申請に必要なもの（詳しくはお問い合わせください）】
印鑑（朱肉で押すもの）、子どもの保険証（コピー可）、
領収書（レシート不可）、保護者名義の預金口座のわ
かるもの

3 ～ 4カ月児及び3歳児の健康診査、1歳6カ月児及
び3歳児の歯科健診は、各健康支援センターで期日を
定めて実施しています。また、6カ月児、9カ月児、
1歳6カ月児健康診査は区が契約した医療機関で受診
できます。あわせて、子育てや、お子さんの発育・発
達に関する相談を受け付けています。また、定期的に
臨床心理士による子どもの発達相談も行っています。

講習会や相談を行っています。

赤ちゃんの成長・発達についての相談を実施していま
す。

歯科健診（4歳未満）や予防処置、歯のみがき方を指
導しています。
歯の講演会や出張健康教育を行っています。

病気や障害のある子どもを育てていくうえでの不安や
悩みなどについて相談を受け付けています。

育児中の保護者の方が外出中におむつ替えや授乳など

高校生等の入院医療費の助成

乳幼児の健康を守るために乳幼児健康診査
各健康支援センター

離乳食・子どもの食事
各健康支援センター

育児相談
各健康支援センター TEL 3908-9129

歯科相談
各健康支援センター

病気や障害のある子どものための相談
各健康支援センター（P44）・各障害相談係（P83）
子ども発達支援センターさくらんぼ園発達相談室（P83）

赤ちゃん休けい室
子ども未来課次世代育成係
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※ 申込・お問い合わせは直接各施設にお願いします。

●さくらキッズは生まれた日を含めて90日目から、
それ以外の保育所は58日目からお預かりします。

●いずれも一時預かり保育を実施しています。

区内在住で昼間お勤めなどで、お子さん（産休明け～
2歳児）の保育を必要とする場合、家庭福祉員の自宅
等で保育を行っています。
※ 申込・お問い合わせは、直接各家庭福祉員にお願

いします。

保護者の疾病・出産・看護（家族の入院）などにより、
緊急に保育を必要とするお子さんを一時的にお預かり
します。北区内に住所があり、健康で集団保育が可能
なお子さんをお預かりします。実施保育園は、定員に
空きのある区立保育園（指定管理者制度を導入してい
る保育園は除く）で、各園1日あたり1人です。各実
施保育園に直接、お問い合わせ・お申し込みください。
※ 里帰り出産の方は、区外在住でも利用できます。
※ 出産の場合は、入院中のみお預かりします。

保育課私立保育園係
TEL 3908-1333　FAX 3908-9283

0歳（産休明け）からのお子さんをお預
かりします〈認証保育所〉

施設名 定員（名） 所在地 電話番号
さくらキッズ 26 名 東田端 2-8-12 3800-6722
ぽけっとランド
王子 30 名 王子本町 1-1-18 5963-6201

メリーポピンズ
赤羽ルーム 27 名 赤羽 3-22-6-1 階 3902-3932

ほっぺるランド
滝野川 24 名 滝野川 7-21-14-1 

階 5961-3916

キッズパオ王子
あおぞら園 25 名 王子 4-16-5-1 階 5944-6306

ぽけっとランド
北赤羽 33 名 赤羽北 2-1-15-2 階 5963-3621

日生赤羽駅前
保育園ひびき 33 名 赤羽西 1-7-1-2 階 5963-8190

家庭的環境の中で保育します〈家庭福祉員〉
保育課私立保育園係

TEL 3908-1333　FAX 3908-9283

氏名 定員（名） 住所 電話番号
長井 直美 5 名 北区中十条 1-4-6 3907-2804
安部 良恵 4 名 北区上十条 5-41-14 3900-9299
松村 庸子 5 名 北区東十条 5-17-13 3902-3712
渡辺まり子 5 名 北区志茂 3-40-10 5939-6764
濱田 雪枝 5 名 北区上十条 2-26-4 3909-5845

急にお子さんの面倒を見られなくなった
とき〈緊急保育〉
保育課保育運営係

TEL 3908-9127　FAX 3908-9283

保護者が冠婚葬祭・地域活動の参加や休養を取るなど、
一時的にお子さんの保育を必要とする場合にお子さん
をお預かりします。実施保育園は、定員に空きのある
私立保育園及び一部の区立保育園（指定管理者制度を
導入している保育園）です。
（1）対象児童
 区内在住、小学校就学前までの集団保育が可能な

お子さんで認可保育園等に入園してない方
　　※ 各実施園の入園可能な年齢の範囲でお子さん

をお預かりします。
（2）実施日時
 月～土曜［祝日（振替休日を含む）、年末年始を

除く］
 午前8 時から午後6 時までの必要とする時間（園

により異なります）
※ キッズタウンうきま保育園及びキッズタウン

うきま夜間保育園の実施日時については直接
保育園にお問い合わせください。

（3）利用料金
 基本保育料　4時間まで  ……………… 2,000円
 追加保育料　1時間につき  ……………… 500円
 昼食・おやつ代（必要に応じて）  ……… 500円
（4）申込
 実施保育園へ直接お申し込みください。

保護者の就労などにより、休日に保育を必要とするお
子さんをお預かりします。
（1）実施日時
年末年始（12月29日～ 1月3日）を除く日曜、祝日

（振替休日を含む）
※ キッズタウンうきま保育園及びキッズタウンうき

ま夜間保育園は365日開園しています。
（2）対象児童・利用料金
各実施園にお問い合わせください。
（3）申込
実施保育園に直接お申し込みください。

お子さんを一時的にお預かりします
〈一時預かり保育〉

休日に保育が必要なお子さんを
お預かりします〈休日保育〉

東十条保育園（東十条3-2-14）
TEL 3913-0530　FAX 3913-0532

西ケ原東保育園（西ケ原3-19-11）
TEL 3918-8251　FAX 3918-8259

赤羽台保育園（赤羽台1-4-11-105）
TEL 3900-0189　FAX 3907-8690

キッズタウンうきま保育園　キッズタウンうきま夜間保育園
共通（浮間5-13-1）TEL 5914-1332　FAX 5914-1605
つちっこ保育園（志茂3-11-6）

TEL 3903-6160　FAX 3903-6301
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【ファミリー会員】
●登録方法
 「入会申込み兼登録書」をファミリー・サポート・

センター（育ち愛ほっと館内）に提出して、説明会
（予約制）参加後会員登録することが必要です。

●申請用紙
 育ち愛ほっと館、児童館、保育園、子ども未来課次

世代育成係に設置されている申込書（北区ホーム
ページからもダウンロードできます）に記入して、
申込先に直接または郵送でお申し込みください。申
込後、説明会があります。説明会は原則毎月第1・2・
3・5土曜の午後2時から3時・第4金曜の午前10
時30分から11時30分に行っています（要予約）。

【謝礼金など】
ファミリー会員はサポート会員に直接次の謝礼金を支
払います。交通費などの実費を支払うこともあります。

※ 保育園の送迎や出張保育の場合は、サポート会員
が自宅を出たときから帰宅するまでの活動時間で
謝礼金の計算をします。

※ この活動は会員同士の信頼関係に基づいて成り立
ちます。活動にあたっては時間を守る、活動によ
り知り得た個人情報をほかに漏らさないなどの
ルールを守ります。

【サポート会員】
サポート会員は3日間のサポート会員養成講座を修了
後、登録となります。詳しくは直接お問い合わせくだ
さい。

【申込先】
〒114-0002　王子2-7-34
育ち愛ほっと館内ファミリー・サポート・センター

保護者が入院や出張などの時に養育することが一時的
に困難となった場合、お子さんを児童養護施設「星美
ホーム」（赤羽台4-2-14　星美学園内）で夜間や泊ま
りがけで一時お預かりします。
（1）対象児童
 区内に住んでいる2歳から12歳（小学6年生）

までのお子さん
（2）利用料金及び利用可能日数
 （減免制度あり。養育中に生じた実費分は本人負担です）
 ・ショートステイ（全日または宿泊の利用）
 ……… 1日（泊）2,800円（食事付）年間7日

利用区分 謝礼金額
月～金曜　午前 7 時～午後 8 時 児童 1 人 1 時間あたり 800 円
土・日曜、祝日、年末年始（12
月 29 日～ 1 月 3 日） 児童 1 人 1 時間あたり 900 円月～金曜の午前 7 時～午後 8 時
以外の時間

子ども家庭支援センター（育ち愛ほっと館）
TEL 3914-9565　FAX 3912-9668

お子さんを夜でも預かります
〈子どもショートステイ・子どもトワイライトステイ〉

病中・病気の回復期にあるお子さんを
お預かりします〈病児・病後児保育（施設型）〉
保育課私立保育園係　TEL 3908-1333  FAX 3908-9283 
東京北医療センター病児病後児保育室

TEL 5963-3423
キッズタウン東十条保育園病後児保育室

TEL5902-7056
仕事などの事由により、病気の回復期にあるお子さん
や、当面症状の急変が認められないお子さんの世話が
できない保護者に代わってお預かりする制度です。
北区内の認可保育園、地域型保育事業所、認可外保育
施設、幼稚園および認定こども園のいずれかに在籍す
る満１歳から就学前までのお子さん、または、区内に
住所を有し他区市の保育園および幼稚園等のいずれか
に在籍する満１歳から就学前のお子さんをお預かりし
ます。

【実施施設】病児・病後児…東京北医療センター
　　　　　 病後児…キッズタウン東十条保育園  
※ 施設によって利用条件・利用方法が異なります。

【保育時間】月曜～金曜日の午前８時～午後６時の間
の保育が必要な時間［祝日（振替含む）年末年始を除
く］

【登録】事前に保育課での登録申し込みが必要です。
【利用申し込み】
実施施設へ直接お申し込みください。

保育課保育運営係 TEL3908-9127　FAX3908-9283
認可保育園、地域型保育事業所、認可外保育施設、幼
稚園および認定こども園のいずれかに在籍する区内在
住の６カ月から小学校就学前までのお子さんが病気に
なったとき、助成対象の民間のベビーシッター事業者
等が実施する病児・病後児保育（居宅訪問型）サービ
スを利用した際に、その利用費用の一部を助成します。

【助成内容】利用料金１時間につき、1,000円（上限）。
１日は10時間まで。一病気につき７日間まで。子ど
も一人の１年間の助成限度額、40,000円
※ 入会金、年会費、登録料、交通費等の諸経費その

他これらに準ずる費用は助成対象外です。
※ 区では事業者との仲介は行っておりません。

北区ファミリー・サポート・センター（育ち愛ほっと館）
TEL 3912-1909　FAX 3912-9668

子育て経験者などの育児のサポートができる区民を募
り、地域住民の協力、連携のもとに、保育園等への送
迎や一時的な保育などを行います。

民間の居宅訪問型≪病児・病後児保育≫
サービスを利用した際、一部助成します

あなたの育児をサポートします
ファミリー・サポート・センター事業

次ページへ続く
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 ・トワイライトステイ（午後1時から午後10時の利用）
 ……… 1回（日）800円（夕食付）年間30日
（3）申込
 利用したい日の7日前までに育ち愛ほっと館へ必

要書類を添え、お申し込みください（年間利用回
数に上限あり）。

産前産後のお母さんが、育児の不安を少しでも軽減で
きるようにヘルパーがご家庭を訪問し、家事支援、育
児支援の補助を行います。
（1）対象者
 区内に住所を有する産前（出産予定日）１カ月前

から生後6カ月になる前日までの母子のいる家庭
で、支援者がなく心身の疲労、育児不安がある方

（2）利用時間帯
 ・月～金　午前9時～午後5時
 ※土・日曜、祝日、12月29日～ 1月3日を除く
（3）利用回数、利用料
 ・産前は、5回・10時間まで、生後6カ月になる 

  前日までの期間に12回・24時間まで
 ・利用時間は、1日1回2時間まで
 ・利用料は4時間まで無料。4時間を超えたら原 

  則2時間2千円（減免制度あり）
（4）利用の流れ
 ・事前登録（注意：登録手続きに、10日程要し 

  ます。）
 〈提出期間〉利用日１カ月前から１週間前まで
 〈提出書類〉北区安心ママヘルパー事業利用登録

申請書用紙は、北区ホームページからダウンロー
ド可能

 〈提出方法〉FAX、郵送、窓口、電子申請（北区ホー
ムページ）いずれかで子ども家庭支援センターに
提出

 ・利用申込
 登録承認後、利用希望日の３日前までに指定委託

業者にお申し込みください。

育ち愛ほっと館は北区の子ども家庭支援センターとし
て、子育てに関する相談・情報提供の場である総合的
な子育て支援施設です。

【開館時間】午前9時30分～午後5時30分
【休館日】祝日・12/29 ～ 1/3

産前産後の母子を支援します
〈安心ママヘルパー事業〉
子ども家庭支援センター（育ち愛ほっと館）

TEL 3914-9565　FAX 3912-9668

子育てを応援します
〈子ども家庭支援センター（育ち愛ほっと館）〉

【相談事業】

休館日や夜間などで緊急を要する場合は、東京都児童
相談センター（TEL 5937-2330）または最寄りの警
察署へ連絡してください。

小学校入学前のお子さんの発達についての相談をお受
けし、専門相談員（医師・臨床心理士・言語聴覚士等）
による個別相談を行います。（予約制・無料）
障害児相談支援事業所として「障害児支援利用計画案」
の作成も行います。

【相談及び利用日時】 月～金曜　午前9時～午後5時

区内に在住、療育が必要と判断され、「通所受給者証」
の交付を受けた就学前の乳幼児に対し発達を促すため
の支援を行います。また、保護者に対しても育児につ
いての不安を和らげ、主体的に取り組めるように支援
を行う母子通所施設です。

児童に健全な遊びと創造の喜びを与え、よりよい環境
の中で、健やかに育てることを目的として設置してい
ます。

【利用時間】
午前9時30分～午後5時30分（日曜、第1月曜、祝日、
年末年始は休み）※一部第1月曜も開館しています。

【利用できる方】
0歳から18歳未満までの児童。ただし乳幼児は保護
者が同伴してください。利用は無料です。

【設備】
図書、粘土、ゲームなど児童を対象とした遊戯具。
※ 各児童館・児童室では「乳幼児クラブ」なども実

施していますので、詳しくはそれぞれの施設へお
問い合わせください。

児童虐待に関する相談・通告をお受けします
子ども家庭支援センター（育ち愛ほっと館）

TEL 3912-1894（児童虐待専用電話）

発達の遅れに関する相談と療育を行います
〈子ども発達支援センターさくらんぼ園〉
さくらんぼ園発達相談室

（中十条1-2-18障害者福祉センター 4階）
TEL 3905-7112

さくらんぼ園（児童発達支援事業所）（豊島4-16-38）
TEL 3913-8841

子どもに健全な楽しみを〈児童館・児童室〉
子ども未来課次世代育成係

TEL 3908-9097　FAX 3908-6606

「来所相談」
区職員や専門相談員（臨床心理士、管理栄
養士）が相談をお受けします（心理士相談
は要予約）。

【受付時間】午前 9 時 30 分～午後 5 時
「電話相談」

TEL3927-0874
（月～金）

子育てについての悩みや親子関係・友達関
係など、気軽に相談できます。

【受付時間】午前 9 時 30 分～午後 5 時
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保護者の子育てに関する不安を解消し子どもの健全育
成を支援するため、子育て相談を行っています。

【専門相談（心理）日時】
日時は各子育て相談センター館により異なります。

【子育て相談センター館】

※ 21カ所の各児童館・子どもセンターでは、子育て
アドバイザー及び区職員が相談をお受けしていま
す。詳しくは、最寄りの児童館・子どもセンター

（P100）へお問い合わせください。

満1歳を迎えるお子さんと保護者の方を児童館・児童
室・子どもセンターにお招きし、みんなで楽しくお誕
生日をお祝いします。プレゼントもあります。

【開催日】原則として毎月第4土曜
【時間】午前11時から30分程度（参加人数により終
了時間は前後することがあります）

【場所】お住まいの地域により異なります。詳しくは
招待状をご覧ください。

【招待状】お子さんの誕生月の中旬までに、地域の民
生委員・児童委員がお届けします。お誕生会当日は、
招待状をご持参ください。

地域での総合的な子育て支援を拡充するため、併設ま
たは近隣に設置されている区立児童館と区立保育園が
連携して、地域育て合い事業を実施します。対象は、
すべての保護者と子どもたちです。
各施設では、地域特性を活かしたさまざまな事業を実
施します。
（1）乳幼児と小中高生のふれあい交流事業
 子ども同士の出会いの場づくり、異年齢の交流を

図ります。
　

豊島児童館 TEL 3911-9520（専用電話）
赤羽児童館 TEL 3901-1460（専用電話）
田端児童館  TEL 3823-2860（専用電話）
桐ケ丘児童館 TEL 3900-8671（専用電話）
西が丘児童館 TEL 3906-6431（専用電話）
神谷子どもセンター TEL 3598-6771（専用電話）
浮間子ども・ティーンズセンター

TEL 3967-6623（専用電話）
滝野川北児童館 TEL 3918-5872（専用電話）

※平成31年3月末で閉館

みんなでお祝い輝きバースデー〈子育て応援団事業〉
子ども未来課次世代育成係 

TEL 3908-9097　FAX 3908-6606

児童館と保育園の連携事業〈地域育て合い事業〉
子ども未来課次世代育成係 

TEL 3908-9097　FAX 3908-6606

子どもセンターは、乳幼児親子が安心して1日過ごせ
る居場所です。年間を通した乳幼児クラブ活動や子育
てに関する相談事業など、乳幼児親子への支援を充実
します。
ティーンズセンターは、中高生世代の居場所です。専
用時間帯（午後5時30分～ 7時）や専用室を設けます。

【利用時間】
子どもセンターは児童館と同様です。ティーンズセン
ター併設館は、月～金は午後7時まで

【利用できる方】
子どもセンターは主に乳幼児と保護者。ティーンズセ
ンター（専用時間帯）は中高生世代。

【設備】
子どもセンターには乳幼児親子専用室を、ティーンズ
センターには中高生世代専用室を設けます。

区内の小学校に在学する児童、区内に在住し区外の小
学校に在学する児童で、保護者が就労などのために留
守になる家庭の児童が対象です。留守家庭の児童の安
全を図るとともに、異年齢集団の良さを活かし健全な
遊び、基本的生活習慣を身につけることを目的として
います。
●小学1年生～ 3年生

【育成時間】
月～金曜（一部の学童クラブは月～土曜）下校時～午
後6時（延長育成時間：午後6時～ 7時（土曜除く））

（学校休業日は午前8時15分から午後6時まで。（延
長育成時間：午後6時～ 7時））

【申込先】各学童クラブ
【育成料】月額5,000円
【延長育成料】月額2,000円
【おやつ代】月額1,500円
減額免除される制度があります。詳しくはお問い合わ
せください。
●小学4年生～ 6年生
学童クラブ特例利用として児童館や放課後子ども総合
プラン（わくわく☆ひろば）の一般登録または、児童
館で対応します。

放課後保護者が就労等で留守になる
家庭の児童は〈学童クラブ〉
子ども未来課次世代育成係 

TEL 3908-9361　FAX 3908-9335

子どもセンター・ティーンズセンター
子ども未来課次世代育成係 

TEL 3908-9097　FAX 3908-6606

子育てに関する悩みはなんでも
〈児童館等での子育て相談〉

次ページへ続く
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（2）一時保護
 緊急に保護を必要とする場合や、生活指導を行い

ながら子どもの行動を観察する必要のある場合に
一時保護します。

（3）施設等への入所
 事情により家庭で生活できない子どもを、一定の

期間、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、
知的障害児施設、肢体不自由児施設などの児童福
祉施設及び養育家庭で預かります。

■平日夜間、土・日曜、祝日の虐待など緊急連絡

■子どもに関する電話相談「よいこに電話相談」

相談日時・月～金曜 午前 9 時～午後 5 時

東京都児童相談センター（新宿区北新宿4-6-1）
  TEL 5937-2330

連絡時間 午後 5 時 45 分～翌朝午前 8 時 30 分

相談日時
・月～金曜　午前 9 時～午後 9 時
・土・日曜、祝日（年末・年始を除く）
  午前 9 時～午後 5 時

相談電話 TEL 3366-4
よ い こ に
152

児童館・子どもセンター

※滝野川北児童館は平成31年3月末で閉館

館名 所在地 電話番号
（FAX 兼）

1 滝野川東児童館 滝野川 1-46-7 3910-0886
2 赤羽児童館 赤羽南1-16-1-101 3901-1208
3 栄町子どもセンター 栄町 33-3 3911-5836
4 赤羽西児童館 赤羽西 4-42-9 3906-3642
5 赤羽北児童館 赤羽北 1-5-5 3906-1149
6 豊島児童館 豊島 7-17-1 3911-9481
7 桐ケ丘児童館 桐ケ丘 1-16-27-102 3906-7763
8 田端児童館 田端 3-24-14 3823-2720
9 滝野川北児童館 滝野川3-79-1-201 3915-6237
10 滝野川西児童館 滝野川 6-21-25 3916-3224
11 豊島東児童館 豊島 5-5-9-120 3913-8822
12 王子東児童館 王子 6-2-60 3913-8851
13 東十条東児童館 東十条 3-10-1 3912-3078
14 西が丘児童館 西が丘 2-4-1 3907-7394
15 袋児童館 赤羽北 3-7-2-101 3908-8561

16
浮間
子ども・ティーンズ
センター

浮間 1-8-2-101 3960-5301

17 十条台子どもセンター 中十条 1-2-18 3905-7120
18 八幡山子どもセンター 中十条 4-15-7 3905-0713
19 西ケ原子どもセンター 西ケ原 1-41-3 3949-1481
20 神谷子どもセンター 神谷 3-35-17 3902-3306
21 志茂子ども交流館 志茂 5-18-3 3902-4646

（2）在宅乳幼児支援事業
 在宅で子育てをしている保護者を支援します。
（3）子育てサークル支援事業
 子育てのためのネットワークづくり、親同士及び

子ども同士の出会いの場をつくります。
（4）まちぐるみの子育て支援事業
 異世代の交流、子育て支援の地域コミュニティづ

くりを推進します。
 実施場所は、次の児童館・保育園です。
 ①浮間　②赤羽北　③赤羽　④赤羽西　⑤西が丘　

⑥東十条東　⑦豊島　⑧栄町　⑨滝野川北　
 ⑩田端

※ 各実施場所の所在地および連絡先は、児童館・
子どもセンター一覧（P100）、保育園一覧

（P122・123）をご覧ください。

乳幼児を育てる親を対象として、親が自信を持って子
育てできるように、ノーバディズ・パーフェクト・プ
ログラム（カナダ生まれの親支援プログラム）を活用
して、親育ちサポート講座を開催します。

【場所】区内各児童館・子どもセンター（21カ所、右記）
【実施日】 各館で異なります。詳しくは北区ホームペー
ジをご覧ください。

子育てをひとりで悩んでいませんか？お子さんのこと
で心配ごとはありませんか？地域で気になる家庭はあ
りませんか？主任児童委員は、児童福祉に関する問題
を専門に担当する民生委員・児童委員です。また、法
律により秘密を守る義務があります。子育てのことや
生活上の悩みごとをお気軽にご相談ください。
担当の主任児童委員についてはお問い合わせください。

■�東京都北児童相談所��

児童相談所は、子どもの健やかな成長を願って、とも
に考え、問題を解決していく専門の相談機関で児童福
祉法に基づいて設置されています。18歳未満の子ど
もに関する相談であれば、本人、家族、学校の先生、
地域の方など、どなたからでもお受けします。
（1）専門家による相談
 児童福祉司（ソーシャルワーカー）、児童心理司、

医師などの専門スタッフが相談・サービスにあた
ります。

親育ちサポート事業
子ども未来課次世代育成係 

TEL 3908-9097　FAX 3908-6606

応援します　健やかな子育てを！　主任児童委員
健康福祉課健康福祉係 

TEL 3908-9041　FAX 3908-6666

児童相談所等（東京都）

（王子6-1-12）  TEL 3913-5421（代）
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◆幼稚園・こども園　◆小・中学校　◆進学　◆教育研究機関　◆教育相談

 ◆ 幼稚園・こども園
区立幼稚園の入園

学校支援課学校支援係
TEL 3908-9293　FAX 3906-8755

北区にお住まいの方を対象に4歳児からの2年保育を
行っています。
日常生活上のわずかな手助けがあれば、ほかの園児と
共に園生活を送ることができる障害のある幼児につい
ても、4歳児からの2年保育を行っています。
入園を希望される方は、各園または学校支援課学校支
援係にお問い合わせください。
毎年9月頃に北区ニュースなどでご案内しています。

平成29年4月、東京都北区立初の認定こども園「さ
くらだこども園」が開園しました（旧区立さくらだ幼
稚園）。
北区立認定こども園は、幼稚園と保育園の機能を併せ
もち、小学校入学前の教育と保育を一体的に行う施設
です。幼稚園機能（1号認定）は4歳、5歳の2年制で、
保育園機能（2号認定）は3歳～ 5歳の3年制です。
入園を希望される方は、こども園または学校支援課学
校支援係にお問い合わせください。毎年9月頃に北区
ニュースなどでご案内しています。

私立幼稚園に入園を希望される方は、各私立幼稚園に
直接、お申し込みください。幼稚園の教育時間は概ね
4時間程度ですが、教育時間外に自園児を対象とした

「預かり保育」を実施しています。

区立幼稚園 所在地 電話番号
じゅうじょうなかはら幼稚園 十条仲原 1-21-8 3906-1875

うめのき幼稚園 西が丘 2-21-15 3906-7643
ふくろ幼稚園 赤羽北 2-15-1-114 3905-0296

たきさん幼稚園 滝野川 1-12-27 3918-0321

区立認定こども園の入園
学校支援課学校支援係

TEL 3908-9293　FAX 3906-8755

さくらだこども園　所在地：王子5-2-6-103
  TEL 3914-8486

私立幼稚園の入園申込

私立幼稚園・私立の類似幼児施設へ通園させている保
護者の方に補助金と入園祝金が支給されます。ただし、
補助金については子ども・子育て支援新制度に移行し
た園は対象となりません。

【小学校】
入学する年の前年の10月中旬ごろに北区教育委員会
から就学時健康診断の通知書をお送りします。健康診
断は10月下旬から実施しますので、指定された小学
校で受診してください。就学通知書は12月上旬にお
送りする予定です。

【中学校】
11月中旬に就学通知書をお送りする予定です。なお、
中学校の就学時健康診断は実施していません。

【外国籍の方の入学手続き（小・中学校）】
区立学校への入学を希望される外国籍の方は、在留カー
ド等をお持ちのうえ、学校支援課学事係へお越しくだ
さい。お申し出により就学通知書を発行いたします。

【国立・都立・私立学校に入学する場合】
入学承諾書等をお持ちのうえ、学校支援課学事係に届
け出てください。区民事務所（P27・28）でも受け
付けています。

北区では、お子さんの就学する小・中学校を、住民基
本台帳の住所によって指定しています。
お子さんやご家庭の事情によっては、指定された学校
以外の北区立の小・中学校に就学すること（指定校変
更）や、北区外に居住している方が、北区立の小・中
学校へ就学すること（区域外就学）ができる場合もあ
ります。詳しくはお問い合わせください。

私立幼稚園等の保育料の補助
子育て施策担当課 TEL 3908-8143　FAX 3908-1341

 ◆ 小・中学校
小・中学校の入学手続と健康診断

入学手続きのこと 学校支援課学事係
TEL 3908-1541

健康診断のこと 学校支援課保健給食係
TEL 3908-9295

 就学する学校の変更
学校支援課学事係

TEL 3908-1541　FAX 3906-8755
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【貸付金額】
・国公立 1 ～ 3年生 ………………………年額10万円
・私立 1年生 …… 年額20万円または30万円の選択
　　　2・3年生 … 年額10万円または20万円の選択

【貸付期間】
進学または在学する学校における正規の修業期間

【募集時期】
例年10月上旬頃に北区ニュース及び北区ホームペー
ジに掲載します。

【審査】
世帯収入、学業成績などを総合的に審査の上、貸付の
可否を決定いたします。

【返済について】
無利子。貸付終了後1年据置。国公立学校進学者は5
年以内、私立学校進学者は10年以内に返済。

【その他の貸付金】
このほかにも、ひとり親家庭の方を対象としたもの〔生
活福祉課生活支援係 TEL 3908-9046〕や所得の少
ない世帯の方を対象としたもの〔北区社会福祉協議会
生活困窮者自立支援係TEL 3907-9494〕などもあり
ますので、詳しくはお問い合わせください。

課税所得または総収入が一定基準以下等の要件を満た
す世帯の子どもの進学を支援するため、学習塾等の受
講費用及び高校・大学受験費用を貸し付けます。

【貸付限度額】
①学習塾等受講料貸付金
・中学3年生 ……………………………………  20万円
・高校3年生等 …………………………………  20万円
②高校・大学受験料貸付金
・高校……………………………………  上限27,400円
・大学等…………………………………  上限80,000円
貸付については、原則連帯保証人が必要です。そのほ
かの貸付条件など詳しくはお問い合わせください。ご
相談はご予約優先となります。

【免除制度】
貸付金は対象の高校、大学等に入学した場合、申請に
より返済が免除されます。

高等学校を卒業していない方が、高等学校を卒業した
者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための
試験制度があります。詳しくはお問い合わせください。

塾代など進学に関わる資金が必要なとき
〜受験生チャレンジ支援貸付事業〜
北区社会福祉協議会（岸町1-6-17） 

TEL 3907-9494　FAX 5948-6041

 高等学校卒業程度認定試験
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課

TEL 5253-4111　内線2024・2643

公立の小・中学校に通学するお子さんの学習に必要な
費用を援助しています。詳しくは学校から配られる「就
学援助のお知らせ」をご覧ください。（北区外の公立小・
中学校に通学する場合はお問い合わせください。）

心身に障害のあるお子さんの就学または転学につい
て、不安や相談事がある場合

にお問い合わせください。

区立小・中学校の特別支援学級と、都立特別支援学校
（肢体・知的・視覚・聴覚・病弱）では、障害の種別
などに応じた教育をしています。詳しくはお問い合わ
せください。

就学義務の猶予または免除等のために義務教育が未修
了の方は、「中学校卒業程度認定試験」が受けられます。
詳しくはお問い合わせください。

経済的理由により高校などでの修学が困難な方に、奨
学資金をお貸しします。

【申込資格】
（1） 貸付日の6カ月前から引き続き北区内に住所を有

する方
（2） 高等学校（定時制を含む）、中等教育学校の後期

課程、高等専門学校、特別支援学校の高等部、3
年制以上の高等専修学校に進学または在学してい
る方（ただし、通信制を除く）

（3） 同種の奨学資金をほかから借り受けていない方
（4） 連帯保証人を2名立てられること（詳しくは北区

ホームページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい）

義務教育の費用にお困りの方〈就学援助〉
学校支援課学事係または各学校 

TEL 3908-1541　FAX 3906-8755

就学相談

教育総合相談センター就学相談担当  TEL 3908-1237

肢体不自由・知的・視覚・聴覚障害等の子どもの就学
〈小・中学校特別支援学級、特別支援学校（肢体・知的・視覚・聴覚）〉
教育総合相談センター
就学相談担当 　  　TEL 3908-1237 FAX 3908-1257
教育相談担当 　  　TEL 3908-1326

資格試験〈中学校卒業程度認定試験〉
東京都教育庁地域教育支援部義務教育課 

TEL 5320-6752

 ◆ 進学
学資（奨学金）が必要なとき〈奨学資金貸付制度〉

教育政策課 TEL 3908-9279
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東京都教育相談センター
東京都教育相談センター

（新宿区北新宿4-6-1東京都子供家庭総合センター 4階）
TEL 0120-53-8288（フリーダイヤル）

児童・生徒及び、保護者からの相談を受け付けます。
また、学校の先生方からの児童・生徒の指導に関する
相談も受け付けています。

【相談内容】
思春期教育相談、幼児・児童期教育相談、いじめ・体
罰等相談、高校進級・進路・就業相談、障害児教育相
談
東京都いじめ相談ホットライン（24時間対応）

TEL 0120-53-8288（フリーダイヤル）

お子さんの教育（学習、発達、性格、ことばときこえ、
不登校、いじめなど）のことで相談に応じています。
相談は無料で、個人のプライバシーは厳守します。
●教育全般に関する相談、いじめや体罰に関する相談
●不登校・集団不適応、そのほかの問題行動、学校及

び家庭生活に関する問題についての心理相談
【電話相談の受付】
月～金曜　午前8時30分～午後5時30分
※ 祝日・年末年始は除く

【来所相談の受付】
月～金曜　午前8時30分～午後5時30分
※ 祝日・年末年始は除く

（予約を原則とします）
適応指導教室
不登校となっている区立小・中学校のお子さんを対象
としています。

【申込み】
学校と相談のうえ、上記教育相談にご相談ください。

児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置され18歳
未満の子どもに関する相談であれば、本人、家族、学
校の先生、地域の方などどなたからもお受けします。
月～金曜　午前9時～午後5時
※ 平日夜間、土・日曜、祝日の午前9時から午後5

時まで、東京都児童相談センター TEL 5937-
2330 で、虐待などの緊急相談を受けています

（P100をご覧ください）。

 ◆ 教育相談

教育相談全般（滝野川分庁舎3階）　　TEL 3908-1326
いじめ110番　　　　　　　　　　　 TEL 3905-3110

お子さんの教育についての相談を受け付
けます〈教育総合相談センター〉

東京都北児童相談所
東京都北児童相談所（王子6-1-12） TEL 3913-5421

その他高等学校授業料に関する補助金等
私立高等学校等の学費負担を軽減する制度
東京都私学就学支援金センター 　　　TEL 5206-7925
都立高等学校の学費負担を軽減する制度
東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課  TEL5320-7862
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区民の知識及び教養を高める場を提供することで、教
育、文化の発展を図ることを目的として設立された施
設です。利用申込は各文化センターの窓口（午前9時
～午後7時）で受け付けます。

【各文化センター】

【施設利用時間】
午前9時～午後10時

（ただし、赤羽文化センターは午後9時まで）
【休館日】

中央公園・滝野川 月曜、祝日、年末年始（12 月 28 日
～ 1 月 4 日）

赤羽 第 3 火曜及び年末年始（12 月 28 日
～ 1 月 4 日）

このほか、臨時休館日があります。
【窓口申込期間】
（1）区内の官公署、そのほかこれに準ずるもの、社

会教育関係登録団体は、使用日の2カ月前の同日
から使用日まで

（2）区内の公益・福祉団体、10名以上でその半数以
上が区内に在住、在勤または在学の団体は使用日
の1カ月前の同日から使用日まで

●受付時間　午前9時～午後7時
【電話での利用予約受付期間及び時間】
利用希望の文化センターにお問い合わせください。

【使用料】 北区ホームページをご覧ください。
※ ピアノ・CDラジカセなど附帯設備の使用につい

ては別に使用料をいただきます。
※ 次の利用団体は施設使用料の5割が減額（附帯設

備を除く）されます。
（1）社会教育関係団体として教育委員会に登録され

た団体
（2）区内の公益・福祉団体が社会教育に関する事業

を行う場合

施設名 施設内容

中央公園文化センター
十条台 1-2-1（中央公園内）
TEL 3907-5661　FAX 3907-5666

学習室、和室、視聴覚室、
展示コーナー、美術室、
工芸室、多目的室、生
涯学習情報コーナー、
会議室、グループ室

赤羽文化センター
赤羽西1-6-1-301（パルロード2の3階）
TEL 3906-3911　FAX 3906-3915
TEL 3905-8271　予約専用

学習室、和室、視聴覚室、
和洋裁室、美術室、料
理室

滝野川文化センター
西ケ原 1-23-3（滝野川会館内）
TEL 5394-1230　FAX 5394-1231
TEL 3918-1052　予約専用

学習室、和室、視聴覚室、
和洋裁室、料理室

【インターネットによる施設状況の照会及び利用予約申込】
インターネットで施設空き状況の照会、施設利用の予
約申込が可能です。
https://yoyaku.city.kita.tokyo.jp/shisetsu/
reserve/gin_menu

【インターネットでの利用予約受付期間及び時間】
●窓口の申請可能日の2日後から利用希望日の8日前
 午前9時～午後11時30分
●施設状況の照会受付時間　24時間
なお、予約申込には社会教育関係団体の登録番号並び
にパスワード取得が必要になります。また、使用申請
書の提出、使用料の支払い及び使用承認書の交付は従
来どおり各センターの窓口で取り扱います。
※詳しくは各文化センターへお問い合わせください。

近年、私たちが日常生活を営むうえで、各種の情報や
知識の必要性が一段と重要視されています。区立図書
館はそうした需要にお応えするため、多数の資料（図
書、CDなど）を用意して区民の皆さんのご利用をお
待ちしています。

【利用方法】
■個人貸出
1人あたり図書・雑誌計30冊、CD・カセットテープ
は計10巻・DVD1巻まで。期間は2週間（DVDは
1週間）。初めての方は住所、氏名を確認できるもの（健
康保険証・運転免許証・学生証など）をお持ちになれ
ばその日から借りられます。
■団体貸出
北区内に団体の事業所などを有する、5名以上のグ
ループが登録できます。詳しくはお問い合わせくださ
い。

【休館日】
●月曜（中央図書館は第1・3・5月曜日）
●「館内整理日」
・3月及び12月を除く第4木曜（ただし、祝日にあた

るときは翌日）
・3月31日（ただし、土・日・月曜にあたるときは

直前の金曜）
●年末年始（12月29日～ 1月4日）
●特別整理期間

【図書館の蔵書検索システム】
北区ホームページからご利用いただけます。

 ◆ 図書館

文化・スポーツ
◆文化センター　◆図書館　◆博物館など　
◆スペースゆう（北区男女共同参画活動拠点施設）　◆地域振興室　◆区民施設
◆（公財）北区文化振興財団　◆公園内施設など　◆スポーツ

 ◆ 文化センター 指定管理者導入施設
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【図書館】

館名 所在地 電話番号（上）
FAX（下） 最寄り駅等 閉館時間

中央図書館
（赤レンガ図書館）十条台 1-2-5 5993-1125

5993-1044

・JR 十条駅南口下車徒歩 12 分
・JR 王子駅北口下車徒歩 15 分
・JR 東十条駅南口下車徒歩 12 分
・ JR 王子駅（北とぴあ前）→ Kバス（北区コミュ

ニティバス）中央図書館下車 
 午前 9 時
　　～午後 8 時
（日曜、祝は午後

5 時まで）滝野川図書館 西ケ原 1-23-3
滝野川会館地下 1 階

3910-9092
3576-3036

・JR 上中里駅・駒込駅北口下車徒歩 7 分
・地下鉄南北線西ケ原駅下車徒歩 6 分

赤羽図書館 赤羽南 1-13-1
赤羽会館 5 階

3901-1992
3901-8645 ・JR 赤羽駅東口下車徒歩 5 分

浮間図書館 浮間 1-8-2-102
都営住宅 1 階

3965-6531
3969-2338 ・JR 北赤羽駅浮間口下車徒歩 5 分

 午前 9 時
　　～午後 7 時
（土・日曜、祝は

午後 5 時まで）

赤羽西図書館 赤羽西 5-7-5
赤羽西福祉作業所 3 階

3907-5992
5993-6492 ・JR 赤羽駅西口→バス赤羽都営住宅下車徒歩 2 分

昭和町図書館 昭和町 3-10-7
昭和町区民センター 3 階

3893-5418
3810-8581

・都電荒川車庫前駅または梶原駅下車徒歩 3 分
・JR 尾久駅下車徒歩 7 分
・JR 王子駅前→バス昭和町 3 丁目下車徒歩 3 分

田端図書館 田端 3-16-2
田端区民センター 3 階

3828-5569
3828-7434 ・JR 田端駅北口下車徒歩 10 分

上十条図書館 上十条 3-3-9
上十条区民センター 3 階

3905-3533
3905-3534 ・JR 十条駅北口下車徒歩 7 分

赤羽北図書館 赤羽北 1-18-1-111 3907-6412
3907-6477 ・JR 北赤羽駅赤羽口下車徒歩 7 分

東田端図書館 田端新町 2-14-15 3810-4341
3810-4345 ・JR 田端駅北口下車徒歩 7 分

神谷図書館 神谷 3-35-17
神谷区民センター 1 階

5249-1200
5249-1203

・JR 東十条駅北口下車徒歩 12 分
・JR 王子駅、赤羽駅東口→バス神谷陸橋下車徒歩 5 分

滝野川西図書館 滝野川 6-21-25
滝野川西区民センター 5 階

3576-8800
3576-8804

・JR 板橋駅東口下車徒歩 10 分
・地下鉄三田線西巣鴨駅下車徒歩 2 分

豊島図書館 豊島 3-27-22
豊島区民センター 1 階

3927-3421
3927-3417 ・JR 王子駅前→バス豊島 4 丁目下車徒歩 3 分

東十条図書館 東十条 3-2-14
東十条区民センター 1 階

5390-6680
5390-6700 ・JR 東十条駅北口下車徒歩 3 分

中央図書館分室 豊島 1-14-12
王子区民センター 2 階

3912-8566
3912-8400 ・JR 王子駅北口徒歩 12 分

皆さんのまちあるきに観光ボランティアガイドが同行
し、北区の魅力を紹介しながら散策します。まちある
きをされる際にはぜひご利用ください。
利用できる方 2 名以上のグループ

利用できる日 通年（ただし 12/29 ～ 1/3、7/13 ～ 15、
8/13 ～ 15 を除く）

利用できる時間 おおむね午前 10 時から午後 4 時の間の 2
時間程度

利用料金 ガイド料金は無料。ただし入館料・拝観料
はガイド分を負担

利用方法 予約など、詳しくはお問い合わせください。

様々な歴史、文化、エンターテイメントを持つ北区を、
これまでにない独自の視点から捉え発信し、多くの人
に北区の魅力をPRしていきます。

観光協会フェイスブック
https://www.facebook.com/prkita/

観光協会インスタグラム
https://www.instagram.com/instaprkita/

観光情報の発信
一般社団法人東京北区観光協会（北とぴあ1階）

TEL 5390-1166　FAX 5390-1167
http://prkita.jp/

北区観光ボランティアガイド
産業振興課観光振興担当（北とぴあ11階）

TEL 5390-1234　FAX 5390-1141
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●JR田端駅北口下車　徒歩2分
※ 駐車・駐輪場は隣接の有料施設をご利用ください。
芥川龍之介をはじめ、田端に暮らした文士・芸術家
約100名の功績を通じて、「田端文士芸術家村」とい
う歴史を展示・散策会、講演会で紹介しています。

https://kitabunka.or.jp/tabata/

●JR赤羽駅西口下車　徒歩15分
●JR赤羽駅西口よりバス（王子駅前行）赤羽自然観

察公園前下車　徒歩4分
●JR王子駅よりバス（赤羽駅西口行）赤羽西四丁目

下車　徒歩3分
【体験館の概要】
浮間地区に所在した古民家「区指定有形文化財　旧松
澤家住宅」を赤羽自然観察公園内に移築復原した施設
です。
この施設は、古民家を文化財として保護していくとと
もに、歴史文化の学習施設として、民具の展示や生活
体験・年中行事などの体験事業を行っています

●JR 赤羽駅東口下車　徒歩20分
●地下鉄南北線赤羽岩淵駅（1番出口）または志茂駅（2

番出口）下車　徒歩15分
荒川に関するさまざまな学習、制作物の発表、情報交
換ができます。

http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage_index007.html

田端文士村記念館
田端文士村記念館（田端6-1-2）  TEL 5685-5171

開館時間 午前 10 時～午後 5 時（入館は午後 4 時 30 分まで）

休館日 月曜（月曜が祝日のときは火曜と水曜）、祝日の翌日
（祝日の翌日が土日のときは、翌週火曜）、年末年始

入館料 無料

北区ふるさと農家体験館（旧松澤家住宅）
北区ふるさと農家体験館

（赤羽西5-2-34　赤羽自然観察公園内）
TEL 5993-8361

飛鳥山博物館管理運営係　　　　　　 TEL 3916-1133

開館時間 午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
休館日 なし（通年開館）
入館料 無料

荒川知水資料館（愛称：amoa、アモア）
荒川知水資料館（愛称：amoa、アモア）（志茂5-41-1）

TEL 3902-2271

開館時間 平日午前 9 時 30 分、土日祝午前 10 時

閉館時間
午後 5 時

（土日祝の問合わせや案内対応は午後 4 時まで）
※入館は閉館時刻の 15 分前まで。

休館日 月曜（月曜が祝日のときはその翌日）
祝日の翌日、お盆、年末年始

入館料 無料

●JR王子駅南口より徒歩5分
●地下鉄南北線王子駅・西ケ原駅より徒歩7分
●都電荒川線飛鳥山停留場より徒歩4分
●都バス草64、王40系統飛鳥山停留所より徒歩5分
●北区コミュニティバス飛鳥山停留所より徒歩3分
地域の風土や歴史を、実物資料や復元模型、再現映像
などでわかりやすく紹介している常設展のほか、北区
にゆかりのある美術品・伝統工芸品の展示などを見る
ことができます。
さらに北区の歴史、文化に関する企画展や講座等を開
催しています。また、北区の歴史や文化財に関するお
問い合わせにお答えしています。

http://www.city.kita.tokyo.jp/hakubutsukan/

平成10年3月に飛鳥山公園内に3つの博物館が隣接
して設置され、博物館ゾーンが誕生。3館で連携・協
力しての事業開催や情報発信なども行っています。三
館共通券（720円）での入館・観覧もできます。
合同HP　http://www.asukayama.jp/

●JR東十条駅下車　徒歩10分
●JR赤羽駅下車　　徒歩13分
●JR十条駅下車　　徒歩13分
区民の皆さんが、都市における自然を見つめ直し、自
然環境に関する学習、情報の交換などを行っていただ
くための施設です。ここには、北区の四季を題材とし
たパネル、区内に生息する魚類などが展示されていま
す。とんぼ池、雑木林などからなる自然園も併設して
います。また、昆虫観察教室、植物画教室などの各種
教室を行っています。これらの教室への参加は北区
ニュース及び北区ホームページで、そのつど募集して
います。

 ◆ 博物館など

北区飛鳥山博物館（王子1-1-3　飛鳥山公園内） 
TEL 3916-1133　FAX 3916-5900

北区飛鳥山博物館

開館時間 午前 10 時～午後 5 時

休館日 月曜（月曜が祝日・振替休日の場合は開館し、その直
後の平日に休館）、年末年始（12 月 28 日～ 1 月 4 日）

常設
展観覧料

一般 300 円、障がい者 150 円、高齢者（65 歳以
上）150 円、小中高生 100 円

飛鳥山3つの博物館
（紙の博物館・渋沢史料館・北区飛鳥山博物館）

紙の博物館　　　　　　　　　　　　 TEL 3916-2320
渋沢史料館　　　　　　　　　　　    TEL 3910-0005

自然ふれあい情報館（十条仲原4-2-1 清水坂公園内）
TEL 3908-0804

 自然ふれあい情報館

開館時間 午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
休館日 月曜（ただし、祝日のときは翌日）、年末年始
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打ち合わせや印刷のできる活動コーナーや会議室を備
えていますのでご利用ください。

【活動コーナー】
情報コーナー掲示板、印刷機など
※ 一部の機器は実費をいただきます。

【 会 議 室 】
赤羽・西ケ原東地域振興室を除く17の地域振興室に
設置されています。会議室として設置していますので、
団体の打ち合わせや話し合いなどの会議目的でご利用
ください。

【利用方法】
■登録用件
次の（1）または（2）の団体で、構成員が3名以上で、
うち1名以上が区内在住、在勤、在学の方であり、か
つ成人者が含まれること。

（1） 区内の町会・自治会連合会、北区青少年地区委員
会、北区赤十字奉仕団などの公共的団体

（2） NPO・ボランティア活動〔非営利で、自主的・
自発的に行われる、あらゆる分野における多様な
活動（政治・宗教活動は除く）のうち、公共的な
ものをいいます。NPOは、法人格の有無を問い
ません〕を行う団体

　　登録申請書は各地域振興室にあります。手続きや使
用方法などは地域振興室にお問い合わせください。

■利用時間
午前9時～午後5時（活動コーナー・会議室の利用は、
事前予約することにより夜間の利用が可能です）
■休館日
年末年始（12月29日～ 1月3日）、土・日曜、祝日（活
動コーナー・会議室の利用は、事前予約することによ
り利用が可能です）

【地域振興室】

活動コーナー・会議室

施設名 所在地 電話番号
1 十条台地域振興室 中十条 1-2-18 3908-3521
2 王子地域振興室 豊島 1-14-12 3912-1521
3 豊島地域振興室 豊島 3-27-22 3912-1532
4 十条地域振興室 十条仲原 1-20-10 3908-3532
5 神谷地域振興室 神谷 3-35-17 3901-3505
6 赤羽西地域振興室 西が丘 1-5-2 3900-0049
7 志茂地域振興室 志茂 1-34-17 3901-3178
8 赤羽地域振興室 赤羽南 1-13-1 3901-1412
9 赤羽北地域振興室 赤羽北 2-25-8-201 3907-1800
10 滝野川西地域振興室 滝野川 6-21-25 3916-2246
11 滝野川東地域振興室 滝野川 1-46-7 3910-0131
12 西ケ原東地域振興室 西ケ原 1-23-3 3910-0142
13 昭和町地域振興室 昭和町 3-10-7 3893-5417
14 浮間地域振興室 浮間 2-10-2 3960-0047
15 桐ケ丘地域振興室 桐ケ丘 2-7-22 3907-2427
16 田端地域振興室 田端 3-16-2 3828-5560
17 東十条地域振興室 東十条 3-2-14 3912-8992
18 堀船地域振興室 堀船 2-16-11 3912-3531
19 東田端地域振興室 東田端 1-12-14 3800-6772

男女共同参画に関する活動への支援、相談、情報提供、
情報収集その他男女共同参画を推進するための拠点施
設です。

【利用時間】 午前9時～午後9時（火～土曜）
午前9時～午後5時（日曜）

【 休 館 日 】 月曜、祝日（月曜と祝日が重なる場合は
翌日も休館となります）、年末年始（12
月28日～ 1月4日）

【多目的室の利用】
男女共同参画を推進する団体が利用できます。

【申込方法（抽選）】
利用日の2カ月前の日が属する月の初日
※ 上記の抽選終了後は、随時窓口で受け付けます（電

話での予約受付はできません）。
【団体登録】
男女共同参画を推進し、スペースゆうに登録した団体
については、施設使用料が5割減額になります。
登録手続き等、詳しくはお問い合わせください。

【施設使用料】

※ ピアノなどの附帯設備の使用については、別途使
用料がかかります。また、登録団体でも5割減額
にはなりません。

【相談事業】（要予約）
●こころと生き方・DV相談
 対象：女性（男性相談はP44参照）

※ ご希望により保育・通訳もあります。詳しくはお
問い合わせください。TEL 3913-0163

●女性のための法律相談
詳しくはP44 をご覧ください。

【講座・講演会】
年間をとおして、男女共同参画社会を推進するために、
各分野にわたりテーマを設定し講座・講演会を実施し
ています。募集は随時、北区ニュース及び北区ホーム
ページでお知らせします。

地域振興室は、区民の皆さんが行うコミュニティ活動
を支援する事務所です。

 ◆ スペースゆう（北区男女共同参画活動拠点施設）
スペースゆう（北とぴあ5 階）

TEL 3913-0161　FAX 3913-0081

施設名 定員 午前 9 時～正午 午後 1 時～ 5 時 午後 6 時～ 9 時

5
階

多目的室 A 30 名 720 円 1,120 円 1,440 円
多目的室 B 30 名 720 円 1,120 円 1,440 円

火曜 毎週 午前 10 時～午後 4 時 50 分

水曜
第 1・5 午後 3 時～ 7 時 50 分
第 2・4 午後 1 時～ 5 時 50 分
第 3 午前 10 時～午後 7 時 50 分

金曜 第 1・3・5 午前 10 時～午後 3 時 50 分

土曜 第 1・3 午前 10 時～ 11 時 50 分
第 2・4 午前 10 時～午後 3 時 50 分

日曜 第 1・3 午前 10 時～午後 3 時 50 分

 ◆ 地域振興室
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【開館時間】 午前9時～午後10時
【 休 館 日 】 年末年始（12月29日～ 1月3日）
 なお、機械設備点検などのため月2回程

度休館します。
【受付場所】 各会館管理事務所
【受付時間】 午前9時～午後6時30分
※ 機械設備点検などのため受け付けできない日もあります。

【インターネットによる施設状況の照会・予約】
施設の空き情報の照会や予約がインターネットからも
できます。ただし、ご予約の場合一度利用者登録が必
要となります。詳しくは各会館にお問い合わせください。
※ 施設予約システム
https://yoyaku.city.kita.tokyo.jp/shisetsu/reserve/gin_menu

【施設使用料】
詳しくは、北区ホームページまたは各会館にお問い合
わせください。

【駐車場】
駐車台数が限られていますので、車でのご来館はなる
べくご遠慮ください。

〈 使 用 料 〉 30分150円（入庫30分未満無料）
〈利用時間〉 午前8時15分～午後10時

ふれあい館は、地域でのコミュニティ活動や高齢者の
方々の娯楽・教養の向上を目的に設けられた施設です。
ホールや和室などを備えていますので、各種会合や文
化活動の場としてご利用ください。

【開館時間】 午前9時～午後10時
【 休 館 日 】 年末年始（12月29日～ 1月3日）
【主な施設】
・集会コーナー　会合などに貸切利用（有料）ができます。
・高齢者福祉コーナー
 60歳以上の方が個人で利用（無料）できます。

【集会コーナーの申込受付開始】
利用日の3カ月前の同日から（区外の方は利用日の2
カ月前の同日から）受け付けます。

【集会コーナーの受付場所】
各ふれあい館事務室

【受付時間】 
午前9時～午後7時※電話受付は午前10時からです。

【施設使用料】
詳しくは北区ホームページまたは各ふれあい館にお問
い合わせください。
※ 区民の方と区民以外の方が使用する場合では使用

料が異なります。
※ 区民の方は申込時に住所確認ができるもの（保険

証等）が必要です。

滝野川会館
西ケ原 1-23-3　TEL 3910-1651
・JR 上中里駅下車徒歩 7 分
・JR 駒込駅北口下車徒歩 10 分
・地下鉄南北線西ケ原駅下車徒歩 7 分

赤羽会館
赤羽南 1-13-1　TEL 3901-8121
・JR 赤羽駅下車徒歩 5 分
・地下鉄南北線赤羽岩淵駅下車徒歩 10 分

ふれあい館

●JR・地下鉄南北線王子駅下車　徒歩2分
北とぴあは、北区の産業の発展と区民の文化の向上を
目的として建設された北区のシンボルとなる施設です。
大小8つのホール、各種会議室、研修室、音楽スタジ
オ、さらに消費生活センター（P70）、スペースゆう（北
区男女共同参画活動拠点施設）（P107）、NPO・ボラ
ンティアぷらざ（P92）が整った、産業と文化活動の
拠点です。
また、レストランなどのテナントも入っていて、17
階には展望ロビーもあります。

【開館時間】 午前8時30分～午後10時
【 休 館 日 】 年末年始（12月29日～ 1月3日）
※ ただし、上記のほか臨時休館日があります。詳し

くは北とぴあのホームページでお知らせします。

■�施設利用申込�
【受付場所】 北とぴあ1階　施設受付

TEL 5390-1105（申込受付専用）
【受付時間】 午前9時～午後8時
【施設利用料】 詳しくは、北区ホームページまたは施

設にお問い合わせください。
【インターネットによる施設状況の照会・予約】
施設の空き情報の照会や予約がインターネットからも
できます。ただし、ご予約の場合、一度利用者登録が
必要となります。詳しくは北とぴあ受付にお問い合わ
せください。
※ 施設予約システム
https://yoyaku.city.kita.tokyo.jp/shisetsu/reserve/gin_menu

■�駐車場（地下3階）�
地下駐車場の高さ制限は2.8mです。
駐車台数が限られていますので、車でのご来館はなる
べくご遠慮ください。

【利用料】

【入庫時間】 午前8時15分～午後10時
【出庫時間】 午前8時15分～午後11時

会館は、区民の皆さんの生活文化の向上と福祉の増進
のため設けられた施設です。各種会合と文化活動の拠
点として、また、地域での交流やふれあいの場として、
ホール・集会室・和室などをお気軽にご利用ください。

北
ほ く

とぴあ  指定管理者導入施設

 ◆ 区民施設

北とぴあ（王子1-11-1） 
TEL 5390-1100 ㈹　FAX 5390-1409

車種 駐車場利用料
大型車 30 分ごとに 600 円

その他 30 分ごとに 150 円
（入庫 30 分未満無料）

滝野川会館・赤羽会館 指定管理者導入施設
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元気ぷらざは、北清掃工場の地元還元施設として、区
民の皆さんの健康保持増進と、地域でのコミュニティ
活動や高齢者の方の娯楽・教養の向上を目的に設けら
れた施設です。レジャー型の温水プールのほか、ホー
ルや和室を備えていますので、各種会合や文化活動の
場としてご利用ください。また、志茂老人いこいの家
を併設しています。（P82）

【 所 在 地 】 志茂1-2-22
【交通案内】
・地下鉄南北線志茂駅下車　徒歩5分
・都営バス
 王子駅北口から赤羽駅東口行き、または北車庫行き
 北車庫前下車　徒歩5分
 赤羽駅東口から豊島五丁目団地行き
 北車庫入口下車　徒歩3分
・JR 赤羽駅南口下車　徒歩15分
※ 駐車場台数が少ないため、お車でのご来館はご遠

慮ください。
※ 駐車場は30分150円（入庫30分未満無料）

■�元気ぷらざ温水プール�
【利用時間】 午前9時～午後9時
 （午後8時30分まで入場できます）

【 休 館 日 】 原則として月2回（清掃日）・年末年始（12
月29日～ 1月3日）・機械設備保守点検日等

【利用料金】

※ 障害者減額制度を利用する場合は、大人料金の
50％を減額します。手帳（障害者手帳などの原本）
を受付にご提示ください。

※ 高齢者料金での利用は、年齢確認ができるものが
必要です。

※ 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。

※ 温水プール・シャワー・床暖房は北清掃工場の余
熱を利用しています。

【 定 員 】 380名（男女各190名）
※ 障害者用更衣室（ロッカー 6台）、プール専用車イ

スを用意してあります。障害のある方のご利用は
介助者の付き添いが必要な場合があります。

【 施 設 】
25メートルプール、流水プール、ウォータースライ
ダー、子どもプール、ジャグジー、採暖室

■�元気ぷらざ集会施設�
【使用申込】
利用希望日の3カ月前の初日（原則として1日）です。

元気ぷらざ  指定管理者導入施設

元気ぷらざ TEL 5249-2214

2 時間以内 超過料金（30 分毎）
子ども（3 歳～中学生） 100 円 20 円

大人 500 円 120 円
高齢者（65 歳以上） 250 円 60 円

■ 所在地 

コミュニティアリーナは、学校体育館を改修しスポー
ツ（バレーボール・バスケットボール・バドミントン）、
文化芸術（講演会・劇団練習・ダンス・コーラス）、
健康づくり（筋力アップ教室）など、多目的に利用で
きる場として設けられています。ぜひご利用ください。

【開館時間】 午前9時～午後9時
【 所 在 地 】
●豊島北コミュニティアリーナ
 〈所在地〉 豊島5-3-13　TEL 3913-8363
●新町コミュニティアリーナ
 〈所在地〉 田端新町2-27-17　TEL 3894-6201

【受付時間】午前9時～午後7時
※ 電話受付は午前10時からです。

【 使 用 料 】 詳しくは北区ホームページまたは各施設
にお問い合わせください。

【 休 館 日 】 
年末年始（12月29日～ 1月3日）
※ 区民の方と区民以外の方が使用する場合では使用

料が異なります。
※ 申込時に住所確認ができるものが必要です。

ふれあい館名 所在地 電話番号

浮間ふれあい館 浮間 2-10-2
（浮間区民センター内） 3965-5271

赤羽ふれあい館※ 赤羽 1-59-9 3903-0886

神谷ふれあい館 神谷 3-35-17
（神谷区民センター内） 5249-1201

赤羽北ふれあい館 赤羽北 2-25-8-201
（赤羽北区民センター内） 5963-6363

桐ケ丘ふれあい館※ 桐ケ丘 2-7-43 3905-0294
島下ふれあい館※ 赤羽西 6-10-12 3906-1572
稲付ふれあい館※ 赤羽西 3-19-5 3906-6788
西が丘ふれあい館※ 西が丘 1-47-15 5993-3491

東十条ふれあい館 東十条 3-2-14
（東十条区民センター内） 3912-9357

王子ふれあい館 豊島 1-14-12
（王子区民センター内） 3914-7675

豊島ふれあい館 豊島 3-27-22
（豊島区民センター内） 3927-3641

上十条ふれあい館 上十条 3-3-9
（上十条区民センター内） 3905-3531

十条台ふれあい館 中十条 1-2-18
（十条台区民センター内） 3905-7118

岸町ふれあい館 岸町 1-6-17 3909-0711
堀船ふれあい館 堀船 3-7-12 3912-6914

昭和町ふれあい館 昭和町 3-10-7
（昭和町区民センター内） 3810-0851

東田端ふれあい館※ 東田端 2-20-51 3809-5687

田端ふれあい館 田端 3-16-2
（田端区民センター内） 3822-1177

滝野川東ふれあい館 滝野川 1-46-7
（滝野川東区民センター内）5974-2266

滝野川西ふれあい館 滝野川 6-21-25
（滝野川西区民センター内）3916-1400

志茂ふれあい館 志茂 1-34-17
（なでしこ小学校内） 3901-3620

コミュニティアリーナ

指定管理者導入施設

※ 指定管理者導入施設

次ページへ続く
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申込受付開始日の午前9時までに来館した方を対象
に、抽選を行い決定します。抽選には、一つの催し物
につき代表者の方のみ参加できます。

【 休 館 日 】
原則として月2回（清掃日）・年末年始（12月29日
～ 1月3日）・機械設備保守点検日等

【使用料金】
詳しくは北区ホームページまたは施設にお問い合わせ
ください。
※ 区民以外の方が使用する場合は、申込方法と料金

が異なります。
※ 区民の方は申込時に住所確認できるものが必要です。

区民の皆さんが良好な自然環境の中でスポーツ・レク
リエーションを楽しむための施設です。皆さんのご利
用をお待ちしています。

【 所 在 地 】 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡2014-1
【施設利用】 宿泊室（和室15室・洋室3室）、研修室（3

室）、食堂、屋外バーベキューガーデン
【利用できる方】
・区民……… ①北区在住・在勤の方
　　　　　　②上記①の方と同行する2親等以内の親族
・上記以外の方
【交通のご案内】
・JR 高崎駅から上信電鉄に乗り換え、上州福島駅か

ら車（送迎バスは事前予約）で10分
・上信越自動車道・富岡ICから10分
【使用時間】
泊まる日の午後2時から、帰る日の午前10時まで

【利用料金（1泊2食付きの料金）・休憩時間（午前10時〜午後8時30分）】

※ 3歳未満は無料です。
（1）申込方法　 直接甘楽ふるさと館に電話でお申し込

みください。利用日の2カ月前（15
人以上の団体の場合は4カ月前）の1
日から予約を受け付けます。夏休み・
年末年始の期間については、抽選と
なります。申込期間など詳細は、直
接施設へお問い合わせください。

（2）受付時間　  午前9時～午後8時（休館日を除く）
（3）料金支払　 チェックアウト時に、現金でお支払

いください。
【団体助成制度】
東京都北区社会教育関係団体、北区内の町会・自治会
などが研修会、レクリエーション大会などで15人以
上宿泊するときに、子どものみ1人1泊につき700円

北区自然休暇村「甘
か ん ら

楽ふるさと館」
甘楽ふるさと館 TEL 0274-74-2660

区分
宿泊（1 泊） 休憩（日帰り入浴 1 回）

大人
小人

3 歳以上
中学生以下

大人
小人

3 歳以上
中学生以下

北区民 5,400 円 4,104 円 324 円 162 円
上記以外の方 7,020 円 5,940 円 540 円 324 円

を助成します（1回3泊まで）。利用日の10日前まで
に区民施設係で申請してください。
〈団体助成受付場所〉
地域振興課区民施設係　TEL 5390-0095
〈受付時間〉 午前9時～午後5時（平日）
〈持参するもの〉
・北区社会教育関係団体登録証
・団体の代表者印（シャチハタ不可）
・宿泊者名簿（利用者氏名、性別、年齢、住所が記載

されているもの）
【休館日】 不定期。詳しくは施設にお問い合わせください。
【甘楽町ホームページ（予約はできません）】
http://www.town.kanra.gunma.jp/

児童・生徒の利用期間を除いて、区民の保養施設とし
て、または研修、レクリエーションの場としてご利用
ください。

【所在地】 栃木県那須郡那須町大字湯本206
【交通のご案内】
・東北本線黒磯駅より東野バス（那須湯本行）で35分・

仲町下車　徒歩12分
 ※ 黒磯駅からしらかば荘の無料送迎あり（予約制）
・東北新幹線那須塩原駅より東野バス（那須湯本行）

で50分・仲町下車 徒歩12分
・王子駅よりJR高速バス（那須温泉行）那須温泉（終

点）下車
 ※ 那須温泉からしらかば荘の無料送迎あり（予約制）

【利用方法】
〈通常期〉
電話申込（先着順）
・区民（北区内在住及び在勤者）
 ………………………… 利用日の6カ月前の1日から
・区民以外……………… 利用日の5カ月前の1日から
・1室1人利用 ………… 利用日の1カ月前の1日から

和洋室は、身体障害者手帳等をお持ちの方を優
先します。お持ちでない方は、利用日の1カ月
前の1日から申し込みできます。

〈トップシーズン〉
専用はがきでの申し込み後に抽選となります。
※ 専用はがきは、生涯学習・学校地域連携課、各地域

振興室、赤羽・滝野川会館、桐ケ丘・滝野川体育館、
北運動場、北区役所第一庁舎区政資料室にあります。

・2/10及び10/10消印有効
・空き室申込は区民以外も可
・夏休み期間中は学校利用のためご利用できません。

校外施設

那須高原学園（北区しらかば荘）  指定管理者導入施設

那須高原学園（北区しらかば荘） フリーダイヤル0120-731-471

宿泊日 はがき受付期間 空き室申込（電話）
4/29 ～ 5/5 2/1 ～ 2/10 3/1 ～
12/29 ～ 1/3 10/1 ～ 10/10 11/1 ～
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区民の皆さんの文化芸術活動を応援する施設です。
オープンギャラリー（1日あたり500円）、スタジオ（1
時間あたり300 ～ 600円）などのレンタルスペース、
軽食を楽しめるカフェがありますので、区民の皆さん
の文化芸術の発信や交流の場としてお気軽にご利用く
ださい。

【利用時間】 午前９時～午後９時
【 休 館 日 】 毎週月曜日および年末年始

※ 月曜日が休日の場合は直後の休日でない日
【 駐 車 場 】 なし
※ レンタルスペース利用方法、利用料金や利用者登
録等については、ホームページをご覧になるか、お問
い合わせください。

【お問い合わせ】
文化芸術活動拠点ココキタ受付窓口  TEL 3913-8363
〒114-0003　豊島5-3-13
都バス「豊島五丁目団地行・宮城循環・西新井駅行」
豊島六丁目または豊島五丁目団地下車　徒歩3分
https://kitabunka.or.jp/cocokita/

水と緑ゆたかな都会のオアシス、「名主の滝公園」内
の茶室、集会室をご利用ください。

【所在地】 岸町1-15-25
【使用料（半日単位）】

※ 月曜、年末年始は休みです。
【利用時間】午前9時～正午、午後1時～ 4時
【申込受付】区民の方…使用日の3カ月前から受け付 

けます　
 区民以外…使用日の2カ月前から受け付

けます
 区民の方が申し込みをする場合は、住所

が確認できる書類等をご持参ください。
【 駐 車 場 】 なし

飛鳥山公園に、能舞台をイメージした桧造りの野外ステー
ジが設けられています。各種イベントにご利用ください。

【 所 在 地 】 王子1-1-3
【 使 用 料 】 午前9時～正午、午後1時～ 4時の半日単

位で4,930円（区民以外の方は7,390円）

文化芸術活動拠点（ココキタ）

 ◆ 公園内施設など
道路公園課公園河川係 TEL 3908-9275

名主の滝公園／茶室と集会室

室名 広さ 定員
使用料

区民 区民以外
茶室 3 帖、8 帖 10 名 1,230 円 1,840 円

※緑陰亭 10 帖 10 名 740 円 1,110 円
※洗心亭 10 帖 10 名 740 円 1,110 円

飛鳥山公園／飛鳥舞台

・休園日　 12月の第2火曜日から3日
 1月の第1火曜日から4日
 2月の第3火曜日から3日
 状況により変更する場合があります。詳し

くはお問い合わせください。
【利用料金（北区内在住及び在勤者1人あたり1泊2食付チェックアウト時精算）】

※ 3歳未満無料
※ 子ども料理もあります（現地問い合わせ）
※ 社会教育関係登録団体（8名以上）の研修や1月

10日から4月10日の連泊の2泊目（平日）から
は割引があります。

※ 入湯税（12歳以上）が1泊につき150円かかります。
※ 年末年始は特別料金のため加算
 大人1,030円・子ども510円
※ 区民以外の方の一般室ご利用の場合の加算
 大人1,030円・子ども510円

【インターネットによる施設状況の照会・予約】
施設の空き情報の照会や予約がインターネットからも
できます。
http://www.kitaku-shirakaba.jp/

北区における地域文化の振興を目的にさまざまな文化
事業を行っています。財団が主催、共催する事業など
のご案内は、エンジョイ北区（北区文化情報紙／隔月
発行）や北区ニュース（毎月20日号）、文化振興財
団ホームページに掲載されています。

【主な事業】
各種コンサート、歌舞伎、落語などの公演、北とぴあ
国際音楽祭、区民オーケストラ及び合唱団の育成、北
とぴあ演劇祭、まちかどコンサート、子ども文化教室（コ
コキタ）、王子カルチャーロードギャラリーの利用受付
https://kitabunka.or.jp/

主に北とぴあで開催する財団主催公演などを対象として、
チケットの優先予約や割引制度などの特典が受けられま
す。いつでも加入できますので、ぜひご利用ください。

【会費】 年額2,000円
【お問い合わせ】
ほくとぴあメンバーズ事務局　TEL 5390-1121
〒114-8503　王子1-11-1北とぴあ10階
※ 入会申込書は北とぴあ総合案内、区役所受付、区

政資料室、地域振興室にあります。

一般室
大人 1 人～ 5 人 5,140 円～ 7,710 円

子ども （3 歳～ 15 歳）4,420 円

団体室
大人 1 人～ 10 人 4,620 円

子ども （3 歳～ 15 歳）3,600 円

 ◆ （公財）北区文化振興財団
（北とぴあ10階）　　　　　　  総務係 TEL 5390-1223

事業係 TEL 5390-1221
FAX5390-1147

ほくとぴあメンバーズ（友の会）

次ページへ続く
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【所在地】 　　　志茂5-41
【駐車可能台数】 普通車38台
【使用料】 　　　普通車1回500円
【利用可能日】    土・日曜、祝日（12月29日～ 1月3日を除く）
【利用時間】　    午前5時45分～午後6時15分（4 ～ 9月）
　　　　　　　 午前6時45分～午後5時15分（10 ～ 3月）

【所在地】 　　　十条台1-2-1
【駐車可能台数】 普通車36台
【使用料】 　　　普通車30分150円（全日1,200円）
【利用可能日】    12月29日～ 1月3日を除く毎日
【利用時間】　    午前5時45分～午後10時30分（4 ～ 9月）
　　　　　　　 午前6時45分～午後10時30分（10 ～ 3月）

【所在地】 　　　西ケ原2-15
【駐車可能台数】 大型車4台、普通車23台
【使用料】 　　　大型車30分600円　普通車30分150円
【利用可能日】    12月29日～ 1月3日を除く毎日
【利用時間】　    午前8時30分～午後6時30分

利用施設、時間帯によって施設利用料金が異なります。
詳しくは北区ホームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。

団体利用をするためには、窓口で事前に団体登録手続
き後、予約が必要です。個人利用については公開日を
設けています。

【受付窓口】

【インターネットによる受付】
施設の空き情報の照会や予約がインターネットからも
できます。
※ 施設予約システム
https://yoyaku.city.kita.tokyo.jp/shisetsu/reserve/gin_menu

荒川岩淵関緑地駐車場（荒川知水資料館横）

 中央公園駐車場

飛鳥山公園駐車場

 ◆ スポーツ

体育施設

施設利用方法

【申込受付】 区民の方…使用日の3カ月前から受け付
けます　

 区民以外…使用日の2カ月前から受け付
けます

 区民の方が申し込みをする場合は、住所
が確認できる書類等をご持参ください。

【 駐 車 場 】  飛鳥山公園駐車場（次ページ参照）

大小2つの池には、それぞれキンギョ・フナが放流さ
れ、のんびり釣りを楽しめる公園です。

【 所 在 地 】 浮間5-4-19　JR浮間舟渡駅下車　徒歩13分
【 入 園 料 】 無料
【開園時間】 午前9時～午後5時

午前8時30分～午後6時（7・8月）
※ 年末年始は休園（12月26日～1月4日）

【釣り具使用料】 竿
さお

200円、エサ100円
【 そ の 他 】 釣り具を持参する方は、次のことを守っ

てください。
・竿は3m以内のものを使用してください。
・エサは生きエサを使用してください。

【 駐 車 場 】 なし

【所在地】 岩淵町23-45先
【利用時間】 午前9時～午後5時
【利用料金】 500円（1人1日）※中学生未満を除く
【申　込】 ㈱サンワックス　TEL 6331-4374
https://www.arakawaiwabuchi-bbq.jp/

【所在地】 赤羽西5-2-34
【 規 模 】 カマド10基（道具持込）
【 定 員 】 最大約60名
【 申 込 】 道路公園課公園河川係　TEL 3908-9275
【駐車場】 1グループ1台

【所在地】 　　　赤羽三丁目先
【駐車可能台数】 普通車240台、大型車も可能
【使用料】 　　　大型車1回2,000円　普通車1回500円
【利用可能日】    土・日曜、祝日（12月29日～ 1月3 日を除く）
【利用時間】 　   午前5時45分～午後6時15分（4 ～ 9月）
　　　　　　　 午前6時45分～午後5時15分（10 ～ 3月）

浮間つり堀公園

バーベキュー施設がある公園

荒川岩淵関緑地（荒川河川敷）

赤羽自然観察公園

駐車場がある公園

荒川赤羽緑地駐車場
（新荒川大橋野球場横のJR鉄橋下）

北とぴあ1階体育施設受付 TEL 5390-1140
桐ケ丘体育館 TEL 3908-2316
滝野川体育館 TEL 3940-1801
北運動場管理事務所 TEL 3902-5639
赤羽体育館 TEL 3901-3144
赤羽スポーツの森公園競技場 TEL 5948-9281
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【所在地】 赤羽台3-17-57
●JR 赤羽駅西口下車　徒歩15分
●国際興業バス法善寺交番下車　徒歩4分

【 規 模 】アリーナ（全面・半面）、柔道場、剣道場、
弓道場、テニスコート

【駐車場】
●普通車14台、軽自動車5台、障害者用1台
●30分150円　1日1,200円

【トレーニングルーム】
●当日券300円
●定期　1カ月2,400円 3カ月6,100円 6カ月11,100円
※ 65歳以上・障害者手帳等をお持ちの方は半額です。
※ 高校生以上が利用できます。

【指導公開日（指導員が希望者に技術指導します）】
（使用料：大人300円・中学生以下100円・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方150円）

※ 祝日はお休みになります。
【施設公開日（指導員はいません）】
（使用料：大人300円・中学生以下100円・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方150円）

種目 曜日
卓球 水（祝日を除く）

和弓・洋弓 毎日（貸切の場合を除く）
【休館日】
第3月曜（祝日の場合は翌日）、臨時休館日、年末年始

【所在地】 西ケ原2-1-6
●JR 上中里駅下車　徒歩5分
●地下鉄南北線西ケ原駅下車　徒歩5分

【 規 模 】アリーナ（全面・半面・1/3 面）、第一・第
二武道場、プレイルーム、第一・第二・第三
会議室、テニスコート、弓道場

【駐車場】
●普通車37台、軽自動車4台、障害者用1台
●30分150円　1日1,200円

【トレーニングルーム】
●当日券300円
●定期　1カ月2,400円　3カ月6,100円　6カ月11,100円
※ 65歳以上・障害者手帳等をお持ちの方は半額です。
※ 高校生以上が利用できます。

【指導公開日（指導員が希望者に技術指導します）】

屋内施設

桐ケ丘体育館  指定管理者導入施設

桐ケ丘体育館 TEL 3908-2316

種目 曜日
バドミントン 火

幼児小学生体操教室（事前申込制） 金
剣道 火・木
柔道 水・金

滝野川体育館  指定管理者導入施設

滝野川体育館 TEL 3940-1801

（使用料：大人300円・中学生以下100円・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方150円）
種目 曜日

エアロビクス 水
剣道 水

バレーボール 金
幼児小学生体操教室（抽選） 火

※ 祝日はお休みになります。
【施設公開日（指導員はいません）】
（使用料：大人300 円・中学生以下100 円・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方150円）

種目 曜日
柔道 火
卓球 金

バドミントン 水

和弓
火
木

毎日（貸切の場合を除く）
※ 祝日はお休みになります。

【休館日】
第3月曜（祝日の場合は翌日）、臨時休館日、年末年始

【所在地】 志茂3-46-16
●地下鉄南北線志茂駅（1番出口）下車　徒歩7分
●都営バス北車庫入口下車　徒歩3分
●JR 赤羽駅東口下車　徒歩17分

【 規 模 】 メインアリーナ、サブアリーナ、弓道場、ト
レーニングルーム、エクササイズスタジオ、
多目的ルーム、屋内ランニングコース、幼児
体育室、スポーツ情報コーナー、クラブルー
ム、ゲストギャラリー

【駐車場】
●駐車場43台（障害者用1台含む）　30分150円　1日1,200円
●駐輪場48台、バイク置場計10台（入口横、志茂東公園側各5台）

【トレーニングルーム】
●当日券　400円
●定期　1カ月3,200円　3カ月8,000円　6カ月14,000円
※ 65歳以上・障害者手帳等をお持ちの方は半額です。
※ 高校生以上が利用できます。

【一般公開日】
（使用料：大人300円・中学生以下100円・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方150円）

種目 曜日
卓球 月

バスケットボール 火
バドミントン 金

和弓 毎日（貸切の場合を除く）

【中高生公開日】
（使用料：100円）

赤羽体育館  指定管理者導入施設

赤羽体育館 TEL 3901-3140

種目 曜日
バスケットボール A 週 月
卓球・バドミントン 水
バスケットボール B 週 金

次ページへ続く
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【所在地】 十条台1-2-1（中央公園内）
※ 駐車場についてはP112を参照してください。
■�野球場・庭球場�

【 規 模 】 野球場2面・庭球場2面（砂入り人工芝）
【利用時間帯】

※ 野球場は、水曜、第2・4土曜の午後2時～ 6時（4
～ 9月）午後1時～ 5時（10 ～ 12月）と、第3
日曜及び5月5日の夜間を除く時間は、少年登録
チームの利用となります。

【休場日】 野球場 12月28日～ 3月末
　　　　 庭球場　年末年始
■�サイクリングロード�
長さ607m、幅2.5mのカラー舗装道路で貸し自転車
を38台用意してあります。

【利用対象】 中学生以下
【 使 用 料 】 無料
【利用時間】
・4月から9月まで………… 午前9時～午後4時30分
・10月から3月まで……………… 午前9時～午後4時
※ 天候の影響により、貸出を中止する場合があります。

【 休 場 日 】 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
【利用方法】 中央公園管理事務所で受け付けます。

【 所 在 地 】 赤羽3-29先（荒川河川敷）
【 規 模 】 一般用6面・少年用3面
※ 駐車場についてはP112を参照してください。

【利用時間】 午前6時～午後6時（4 ～ 9月）
　　　　　 午前7時～午後5時（10 ～ 3月）

【 休 場 日 】 年末年始

【 所 在 地 】 岩淵町41
【 規 模 】 庭球場5面（ハード）
【利用時間】 午前6時～午後6時（4 ～ 9月）
　　　　　 午前7時～午後5時（10 ～ 3月）
※ 庭球場は、11月15日から1月14日までの午後3

時から5時の時間帯は、日没の関係で午後3時か
ら4時の1時間貸出となります。

【 休 場 日 】 年末年始

屋外体育施設

中央公園運動場  指定管理者導入施設

赤羽スポーツの森公園競技場 TEL 5948-9281

区分 昼間 夜間
4 ～ 9 月 午前 6 時～午後 6 時 午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分

10 ～ 11 月
午前 7 時～午後 5 時

午後 6 時～午後 8 時
12 ～ 3 月

新荒川大橋野球場  指定管理者導入施設

北運動場管理事務所  TEL 3902-5639

新河岸川庭球場  指定管理者導入施設

北運動場管理事務所  TEL 3902-5639

※ 利用券購入時に学生証を提示してください。
※ A週とB週を交互に実施しています。詳細は、赤

羽体育館ホームページでご確認ください。
【休館日】
第3月曜日（祝日の場合は翌日）、臨時休館日、年末年始

【所在地】 神谷2-33-6
●JR 赤羽駅南口下車　徒歩15分
●都営バス北車庫前下車　徒歩5分
●地下鉄南北線志茂駅下車　徒歩10分

【施設公開日（指導員はいません）】
（使用料：大人300円・中学生以下100円・65歳以上150円）

※ 祝日はお休みになります。
【休館日】 第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

【 所 在 地 】 中十条1-5-6
●JR 東十条駅南口下車　徒歩10分
●国際興業バス南橋下車　徒歩1分

【 規 模 】 屋内プール（開閉式ドーム）
25m×13m（6コース）
水深0.25 ～ 1.25m可動床（通常は1.1m）

【開場時間】 午前9時～午後9時
【 休 場 日 】 第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始、

設備保守点検期間・清掃日など
【使用料（2時間まで）】
・大人 …………………………………………… 500円
・子ども（3歳～中学生）  ……………………… 100円
・65歳以上・障害者手帳等をお持ちの方 …… 250円
【超過料金（30分ごと）】
・大人 …………………………………………… 120円
・子ども（3歳～中学生）  ……………………… 20円
・65歳以上・障害者手帳等をお持ちの方  …… 60円
※ 3歳から未就学児のご利用は、幼児開放時間帯の

みとなります。

P109を参照してください。

　神谷体育館
北運動場管理事務所 TEL 3902-5639

種目 曜日
卓球 火

バドミントン 金

十条台小学校温水プール
（パノラマプール十条台） 指定管理者導入施設

十条台小学校温水プール（パノラマプール十条台）
TEL 5993-8337

元気ぷらざ（温水プール）
元気ぷらざ管理事務所 TEL 5249-2214

平成31年3月31日閉館予定
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【 所 在 地 】 浮間4-27-1（新河岸東公園内）
【 規 模 】 庭球場4面（砂入り人工芝）
【利用時間】 午前8時～午後6時（4 ～ 9月）
　　　　　 午前9時～午後5時（10 ～ 3月）
※ 庭球場は、11月15日から1月14日までの午後3

時から5時の時間帯は、日没の関係で午後3時か
ら4時の1時間貸出となります。

【 休 場 日 】 年末年始

【 所 在 地 】 赤羽北1-22-22先（荒川河川敷）
【 規 模 】 1面（70m×100m）
※ 駐車場についてはP112を参照してください。

【利用時間】 午前6時～午後6時（4 ～ 9月）
　　　　　 午前7時～午後5時（10 ～ 3月）

【 休 場 日 】 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

【 所 在 地 】 浮間4-27-1（新河岸東公園内）
【 規 模 】 野球場 ……… 少年2面
　   　　    サッカー場 … 少年1面（ フットサル2面として使用可能）
　   　　    フットサル場 …… 1面

【 駐 車 場 】 
●普通車20台、障害者用1台
●30分150円　1日1,200円

【利用時間】 午前8時～午後6時（4 ～ 9月）
　　　　　 午前9時～午後5時（10 ～ 3月）
※ 11月15日から1月14日までの午後3時から5時

の時間帯は、日没の関係で午後3時から4時の1
時間貸出となります。

【 種 目 】 少年野球、少年サッカー、フットサルなど
【 休 場 日 】 年末年始

【 所 在 地 】 神谷2-47-6（北運動公園内）
●JR 赤羽駅南口下車　徒歩12分
●地下鉄南北線志茂駅下車　徒歩7分
●都営バス北車庫前下車　徒歩4分

【 駐 車 場 】 
●普通車17台、障害者用1台
●30分150円　1日1,200円

【使用可能種目】 陸上競技、サッカー、グラウンドゴ
ルフ、ゲートボールなど

〈個人利用日（陸上）〉
毎週火・木曜　午後3時～午後9時（祝日を除く）

【 使 用 料 】 

浮間舟渡庭球場  指定管理者導入施設

新荒川大橋サッカー場  指定管理者導入施設

北運動場管理事務所 TEL 3902-5639

浮間子どもスポーツ広場  指定管理者導入施設

赤羽スポーツの森公園競技場 TEL 5948-9281

赤羽スポーツの森公園競技場 TEL 5948-9281

北運動場  指定管理者導入施設

北運動場管理事務所 TEL 3902-5639

大人300円、中学生以下100円、65歳以上・障害者
手帳等をお持ちの方 150円

【 休 場 日 】 第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

【所在地】 赤羽西5-2-27
●JR 赤羽駅北口下車　徒歩20分
●地下鉄都営三田線本蓮沼駅下車　徒歩15分
●国際興業バス赤羽自然観察公園下車　徒歩1分

【駐車場】
●普通車37台、大型車3台、障害者用1台
●（普通車）30分150円　1日1,200円
   （大型車）30分600円　1日4,800円

【使用可能種目】

〈個人利用日（サッカー）〉
毎週水曜　正午～午後9時（祝日を除く）

【使用料】大人300円、中学生以下100円、65歳以上・
障害者手帳等をお持ちの方 150円

〈ランニングステーション〉
休館日を除く毎日

【使用料】大人300円、中学生以下100円、65歳以上・
障害者手帳等をお持ちの方 150円

【休場日】 第3火曜（祝日の場合は翌日）、年末年始及
び特別清掃日

【開設期間】 7月中旬～ 8月下旬
【利用時間】 午前9時～午後6時
【使用料（2時間以内）】
大人（高校生以上）200円、子ども（中学生以下）100円、
65 歳以上・障害者手帳等をお持ちの方 100円
■夜間団体利用（王子・谷端プールのみ）

【利用時間】 午後6時30分～ 8時30分
【使用料】 4,620円（十条台小学校温水プールでの事
前予約・料金支払が必要です）

夏季屋外プールの利用期間終了後、プール槽にふたを
かけ、人工芝を敷いて、ゲートボール場として利用で

 赤羽スポーツの森公園競技場  指定管理者導入施設

赤羽スポーツの森公園競技場  TEL 5948-9281

グランド サッカー、フットサル、ゲートボール、
グラウンドゴルフなど

ふれあいホール 会議、集会、室内軽スポーツなど

区立プール  指定管理者導入施設

施設名 所在地
王子プール 王子 3-24-1（王子三丁目児童遊園内）
谷端プール 滝野川 7-42-1（南谷端公園内）

桐ケ丘プール 桐ケ丘 1-8-1（桐ケ丘中央公園内）

十条台小学校温水プール（パノラマプール十条台）
TEL 5993-8337

谷端プール多目的広場  指定管理者導入施設

北とぴあ1階体育施設受付 TEL 5390-1140
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〈武道場〉
剣道・空手・柔道・ダンスなど（シューズ制限あり）

【利用対象】 屋内施設登録の区内登録をしているチーム
【利用方法】 詳しくはお問い合わせください。

【対象校】
桐ケ丘中・十条富士見中・滝野川紅葉中・赤羽岩淵中・
滝野川第五小・滝野川第二小

【使用できる日】

【使用できる時間】 午後6時30分～ 8時30分
【種　　目】
・サッカー／ 桐ケ丘中・滝野川紅葉中・赤羽岩淵中
・テニス／滝野川第五小・滝野川第二小
・サッカー・テニス・ソフトボール／十条富士見中
【利用対象】
種目ごとに区内登録をしているチーム

【利用方法】
詳しくはお問い合わせください。

区立小・中学校の体育館・教室・校庭などを使用した
いときは事前に学校長の承諾が必要です。詳しくはお
問い合わせください。
※ 校庭の夜間利用については照明設備は使用できま

せん。

第 1・3 日曜の 午前 午前 9 時～正午
第 1・3 日曜の 午後 1 正午～午後 3 時

午後 2 午後 3 時～ 6 時

火・木・土曜の 夜間
午後 6 時 30 分～ 9 時 30 分

祝日の場合は、第 1・3 日曜の
午前・午後と同じ時間帯になります

校庭夜間開放
（予約に関すること）
北とぴあ1階体育施設受付　　　　　 TEL 5390-1140

（施設に関すること）
生涯学習・学校地域連携課　　　　　 TEL 3908-9323

桐ケ丘中 月・水・木・土・日曜

十条富士見中 月・火・木・金・土曜
（テニスのみ 12 ～ 3 月は休場）

滝野川紅葉中 月・水・木・土・日曜
赤羽岩淵中 月・水・木・土・日曜

滝野川第五小 月・火・木・金・土曜（12 ～ 3 月は休場）
滝野川第二小 月・火・水・金・土曜（12 ～ 3 月は休場）

学校設備使用
生涯学習・学校地域連携課 TEL 3908-9323

きる施設です。
【所在地】 滝野川7-42-1（南谷端公園内）
【規模】 ゲートボール2面
【公開日及び利用時間】

【所在地】上十条5-14-4
●JR十条駅下車　徒歩15分
※ 駐車場はございませんので、車での来場はご遠慮

ください。
【 規 模 】 体育館、第一スポーツ広場、第二スポーツ広場
【休場日】年末年始、第二日曜日の翌日（祝日の場合は翌日）

【所在地】 豊島5-3-13
●JR王子駅より都バスにて「豊島五丁目団地」下車

徒歩3分
※ 駐車場はございませんので、車での来場はご遠慮

ください。
【種　目】 少年野球・サッカー
【休場日】 年末年始

【対象校】
〈体育館〉
堀船小・十条富士見中・西浮間小・滝野川紅葉中・十
条台小・王子桜中・桐ケ丘中・明桜中・赤羽岩淵中・
教育総合相談センター・なでしこ小

〈武道場〉
滝野川紅葉中・赤羽岩淵中

【種　目】
〈体育館〉
バレーボール（1面、ただし練習は2面可）、バドミ
ントン（3面）、バスケットボール（1面）、卓球（6台）、
屋内フットサル（十条富士見中）、その他

区分 利用日及び時間
4 ～ 9 月

プール開設期間を除く 月・水・金曜　午前 6 時～正午

10 ～ 3 月 月・水・金曜　午前 7 時～ 11 時

 北ノ台スポーツ多目的広場
北運動場管理事務所 TEL 3902-5639

豊島北スポーツ多目的広場
北とぴあ1階体育施設受付 TEL 5390-1140

学校施設

地区体育館

（予約に関すること）
北とぴあ1階体育施設受付　　　　　 TEL 5390-1140

（施設に関すること）
生涯学習・学校地域連携課　　　　　 TEL 3908-9323

指定管理者導入施設
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情報公開・広報
◆情報公開　◆広報　◆区政へのご意見

情報公開制度とは、区民の皆さんの請求により、区が
保有している「区政情報」の写しの交付または閲覧・
視聴によって公開する制度です。公開請求の対象とな
る「区政情報」とは、区の職員が職務上作成し、また
は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記
録であって、職員が組織的に用いるものとして、区が
現に保有しているものです。

【請求方法】 所定の公開請求書を窓口に提出してください。
【費用負担】 公開の請求に係る事務手数料は無料です。

写しの交付については、実際に要した費
用を負担していただきます。

※ 請求対象である「区政情報」が、非公開情報（個
人に関するものなど）に該当する場合、公開請求
に応じられないことがあります。

個人情報保護制度とは、区が事務事業を行う際に取り扱
う個人情報について、その収集、保管などの原則を明確
にするとともに適正な管理を図るためのものです。さら
に、区が保管している自己に関する個人情報の開示など
を請求する区民の皆さんの権利を保障するものです。

【請求方法】 所定の開示等請求書を窓口に提出してく
ださい。その際、当該請求に係る自己情
報の本人であることを証するもの（運転
免許証など）の提示が必要です。

【費用負担】開示などの請求に係る事務手数料は無料
です。写しの交付については、実際に要
した費用を負担していただきます。

※ 請求対象である自己情報が、非開示情報（法令な
どで開示できないと定めがあるものなど）に該当
する場合、開示などの請求に応じられないことが
あります。

 ◆ 情報公開
情報公開制度

情報公開コーナー（総務課文書係）
TEL 3908-8624　FAX 3905-3423

個人情報保護制度
個人情報保護コーナー（総務課文書係）

TEL 3908-8624　FAX 3905-3423

 ◆ 広報
広報紙

『北区ニュース』（月3回（1日、10日、20日）発行）
広報課　　　　　 TEL 3908-1102　FAX 3905-3422

※ 点字版、声の広報を発行しているものもあります
ので、お問い合わせください。

区内の様々な出来事をはじめ、台風や地震などの緊急
時の情報をお伝えするために、SNSを使って情報発
信をしています。
フェイスブック／ツイッター／ YouTube北区公式
チャンネル

【視聴方法】 ※手話つき
①ケーブルテレビ　J:COMチャンネル東京北
　毎日9時・12時・20時・23時の4回放映（約15分）
②DVD の貸し出し　放送月の翌月から貸し出します。
※ 中央図書館または広報課で貸し出しています。

区政に関する資料などの閲覧・貸出などを行っていま
す。北区の刊行物などを販売（郵送可）しています。

区政に関する要望・意見・苦情など、皆さんからの声
を「区長へのはがき・封書」のほか、北区ホームペー
ジや電話・FAXでも受け付けています。

「区長へのはがき等」は区の施設に備え付けています。

任期は2年で、会議などで意見・要望を聞いたり、ア
ンケートをお願いする区政モニター制度です。また、
中学生及び高校生モニター、小学生との区政を話し合
う会の開催や、会議参加の不要な区政レポーター制度
もあります。
募集は、北区ニュースなどでお知らせします。

『きたくぎかいだより』
区議会事務局　　 TEL 3908-9948　FAX 3908-0600
北区教育広報紙『くおん』（年4回発行）
教育政策課　　　TEL 3908-9279　FAX 3908-1265

北区公式SNS
広報課 TEL 3908-1102　FAX 3905-3422

北区広報番組「住めば、北区東京。」
広報課 TEL 3908-1102　FAX 3905-3422

区政資料室
広報課（区役所第一庁舎1階）

TEL 3908-1111　内線2148

 ◆ 区政へのご意見
広報課 TEL 3908-1102　FAX 3905-3422

区長へのはがきなど

区政モニター
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監査委員は、区の事務事業が様々な法律や条例等に基
づき、適正かつ効率的に行われているかどうか、区民
の福祉増進のため、最小の経費で最大の効果を挙げて
いるか等の観点から監査を行うため、地方自治法に基
づき設置している機関です。
監査委員は識見を有する者2名と区議会議員選出2名
の計4名で構成しています。

区民は、区長や職員等について、違法もしくは不当な
公金の支出等があると認めるとき、または違法もしく
は不当に公金の賦課もしくは徴収等を怠る事実がある
と認めるときは、これらを証する書面を添えて、監査
委員に対し監査を求め、こうした行為の防止や是正な
ど、必要な措置を求めることができます。

選挙管理委員会は、地方自治法に基づき、選挙が公正
に行われるために、長から独立した機関として設置さ
れています。
各種選挙の管理及び執行、選挙啓発、政党及び政治団
体に関する事務などを行っています。
委員は議会の選挙により選ばれ、4名で構成されてい
ます。
任期は4年となっています。

北区で投票できる方は、北区の選挙人名簿に登録され、
選挙の要件を満たしている方です。選挙が行われると
きは、選挙のお知らせ（投票所入場整理券）を郵送し
ます。

監査事務局 TEL 3908-1197　FAX 3908-9052

監査委員

住民監査請求

 ◆ 選挙
選挙管理委員会事務局

TEL 3908-9054　FAX 3908-9064

選挙管理委員会

投票

18歳以上の日本国民の方で、住民基本台帳に登録さ
れ北区内に引き続き3カ月以上お住まいの方を登録し
ます。

【定時登録】
毎年3月、6月、9月、12月に定期的に登録します。

【選挙時登録】
選挙が行われる場合登録します。

投票日に仕事、冠婚葬祭、旅行や病気などで投票所へ
行って投票することができない方は、選挙の公（告）
示の翌日から投票日の前日まで、期日前投票所で投票
することができます。

【指定施設での不在者投票】
あらかじめ指定されている病院や老人ホームなどに入
院または入所中の方は、その施設で投票することがで
きます。

【郵便等による不在者投票】
身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定
以上の障害のある方、または介護保険の被保険者証を
お持ちの方で、要介護5に認定されている方は「郵便
等投票証明書」の交付を受けることにより、郵便等（郵
便と信書便）で投票することができます。

【北区外での不在者投票】
仕事などの用事で区外に滞在中の方は、北区から用紙
を取り寄せたうえで、滞在先などの選挙管理委員会で
不在者投票ができます。

【その他、特定国外不在者投票、洋上投票（国政選挙
のみ）、南極投票（国政選挙のみ）があります。】

外国にいても、国政選挙に限り投票できる制度があり
ます。海外へ転出される際はお問い合わせください。

選挙人名簿の登録

期日前投票

不在者投票

在外選挙制度

監査・選挙・議会
◆監査　◆選挙　◆議会

 ◆ 監査
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【本会議の傍聴】
会議当日の開会時刻の1時間前から区議会事務局で、
1人につき1枚の傍聴券の交付を受けてください（先
着順）。傍聴席の定員は70人です。

【委員会の傍聴】
委員会当日の開会時刻5分前から各委員会室で、傍聴
簿に所要事項を記入のうえ入室してください（先着
順）。傍聴席の定員は第一委員会室が20人、第二委
員会室が30人です。

【その他の会議の傍聴】
全員協議会は本会議と同様に傍聴することができま
す。正副委員長会と議会情報PR 委員会は委員会と同
様に傍聴することができます。
※ 手話通訳派遣も行っております。詳しくはホーム

ページをご覧いただくか、FAXでお問い合わせく
ださい。

議会では、広範多岐にわたる案件を専門的、合理的か
つ能率的に審議するため、次の委員会を設けています。

【各委員会の所管及び審査事項】

※予算、決算審査のため、別途特別委員会が設置されます。

本会議・委員会の会議録、資料等の公開
本会議の会議録や委員会の会議録・資料等を、冊子や
北区ホームページで公開しています。また、本会議の
録画映像を、J:COM東京北や北区ホームページで公
開しています。詳しくはお問い合わせください。

区議会の傍聴

委員会活動

常
任
委
員
会

企画総務
（定数 8 人）

政策経営部、総務部、危機管理室、会
計管理室、選挙管理委員会事務局及び
監査事務局に関する事項並びに他の常
任委員会の所管に属しない事項

区民生活
（定数 8 人）

地域振興部、区民部及び生活環境部に
関する事項

健康福祉
（定数 8 人） 健康福祉部に関する事項

文教子ども
（定数 8 人） 教育委員会事務局に関する事項

建設（定数 8 人）まちづくり部及び土木部に関する事項

特
別
委
員
会

地域開発
（定数 13 人）

1. 西ケ原地区まちづくりについて
2. 志茂地区まちづくりについて
3. 赤羽駅東口地区まちづくりについて
4. 赤羽西地区まちづくりについて
5. 田端地区土地区画整理事業について

防災対策
（定数 13 人）

1. 地震災害について
2. 風水害等について

十条まちづくり
（定数 14 人）

1. 十条駅付近立体交差化について
2. 十条駅周辺地区再開発について
3. 十条地区まちづくりについて

議会運営委員会
（定数 11 人）

1. 議会の運営に関する事項
2. 議会の会議規則、委員会に関する条

例等に関する事項
3. 議長の諮問に関する事項

※ 衆議院議員選挙のときは、最高裁判所裁判官国民
審査が行われます。

（平成30年10月1日現在）

北区議会議員の定数は条例により40人となっています。
区議会には年4回（2月、6月、9月、11月）開かれ
る定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。

請願・陳情は、区民の皆さんが議会に対し、施策の実
現を要望することができる制度です。議会では、これ
らを慎重に審査し、結果を提出者に通知します。
●あて名は区議会議長とし、区議会事務局に提出して

ください。請願・陳情書ともに形式は同じですが、
請願書には紹介議員の署名が必要です。

●受付は常時行っていますが、定例会の会期中に審査
を希望する場合は、事務手続の都合上、本会議初日
の4日前（土・日曜、祝日を除く）の午後5時まで
に提出してください。

●署名簿や資料がある場合には、請願・陳情書とあわ
せて提出してください。

●様式は、次の記入例を参考にしてください。

※ 陳情の場合、紹介議員は必要ありません。
※ 請願（陳情）者の住所及び氏名は公開されます。
※ 区外に住所を有する個人又は団体から提出された陳

情は、参考送付とし、委員会では審査いたしません。

選挙の種類 総定数 選挙区と定数

衆議院議員選挙
小選挙区 289 人 北区全域と

周辺区の一部 1 人

比例代表 176 人 東京都全域 17 人

参議院議員選挙
選挙区 148 人 東京都全域 12 人
比例代表 100 人 全国 100 人

都議会議員選挙 127 人 北区全域 3 人
都知事選挙 1 人 東京都全域 1 人
北区議会議員選挙 40 人 北区全域 40 人
北区長選挙 1 人 北区全域 1 人

選挙の種類と概要

 ◆ 議会
区議会事務局 TEL 3908-9948　FAX 3908-0600

区議会への請願・陳情
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区役所庁舎の電話は、ダイヤルインで直接担当係につ
ながります。（　）は組織の所在地または窓口番号を
示しています。

リサイクル清掃課（第二庁舎 3 階）
　リサイクル生活係 TEL 3908-8538
　計画事業係 TEL 3908-8539
環境課（第二庁舎 3 階）
　環境政策係 TEL 3908-8603
　地域美化担当 TEL 3908-8610
　環境規制調査係 TEL 3908-8611
　自然環境みどり係 TEL 3908-8618
北区清掃事務所（豊島 8-4-3）
　管理係 TEL 3913-3141
　作業第一係 TEL 3913-3141
　作業第二係（東田端 2-18-15 滝野川清掃庁舎） TEL 3800-9191

健康福祉課（第二庁舎 2 階）
　健康福祉係 TEL 3908-9015
　事業調整係 TEL 3908-9049
健康推進課
　健康係（第一庁舎 1 階 6 番） TEL 3908-9016
　健康づくり推進係（第一庁舎 1 階 5 番） TEL 3908-9068
　王子健康支援センター（北区保健所 1 階） TEL 3919-7588
　赤羽健康支援センター（赤羽会館 6 階） TEL 3903-6481
　滝野川健康支援センター（西ケ原 1-19-12） TEL 3915-0184
　健康増進センター（王子 5-2-5-101） TEL 5390-2220
地域医療連携推進担当課（第一庁舎１階８番）
　地域医療連携推進担当主査 TEL 3908-1134
生活福祉課（第三庁舎 1 ～ 2 階）
　庶務計画係 TEL 3908-1141
　生活支援係（第二庁舎 4 階） TEL 3908-9046
　保護給付係 TEL 3908-1106
　相談係 TEL 3908-1144
　医療介護係（第二庁舎 4 階） TEL 3908-1143
　王子東保護係 TEL 3908-1145
　王子西保護係 TEL 3908-1146
　王子南保護係 TEL 3908-1152
　王子中央保護係 TEL 3908-9276
　滝野川東保護係 TEL 3908-9084
　滝野川西保護係 TEL 3908-1150
北部地域保護担当課（第三庁舎 1 階）
　王子北保護係 TEL 3908-1156
　赤羽東保護係 TEL 3908-1147
　赤羽西保護係 TEL 3908-1148
　赤羽南保護係 TEL 3908-9280
　赤羽中央保護係 TEL 3908-1153

区民情報課（第三庁舎 3 階）
　区民情報主査 TEL 3908-8887
戸籍住民課（第二庁舎 1 階・2 階）
　戸籍住民係 TEL 3908-8735
　戸籍係 TEL 3908-8710
　王子区民事務所 TEL 3908-8745
税務課（第一庁舎 2 階 8 ～ 12 番）
　税務係 TEL 3908-1114
　課税第 1 ～ 4 係 TEL 3908-1113
収納推進課（第一庁舎 2 階 19 番）
　徴収計画係・整理第一係・整理第二係・滞納対策係 TEL 3908-1129
　収納係 TEL 3908-1124
国保年金課（第一庁舎 2 階 21 ～ 27 番）
　庶務係 TEL 3908-1130
　国保資格係 TEL 3908-1131
　国保給付係 TEL 3908-1132
　国保保険料係（納付相談） TEL 3908-1135
　高齢医療係 TEL 3908-9069
　国民年金係 TEL 3908-1139

ダイヤルガイド
◆区の主な組織と施設

平成 30 年 10 月 1 日現在

 ◆ 区の主な組織と施設

政策経営部

区民部

生活環境部

健康福祉部

地域振興課（北とぴあ 10 階）
　地域振興係 TEL 5390-0092
　区民施設係 TEL 5390-0095
　統計調査係（王子区民センター 5 階） TEL 3912-4391
文化施策担当課（北とぴあ 10 階）
　文化施策担当主査 TEL 5390-0093
産業振興課（北とぴあ 11 階）
　産業振興係 TEL 5390-1234
　経営支援係 TEL 5390-1237
　商工係 TEL 5390-1235
　消費生活センター TEL 5390-1239
スポーツ推進課（北とぴあ 10 階）
　スポーツ推進係 TEL 5390-1134
　スポーツ支援係 TEL 5390-1135
東京オリンピック・パラリンピック担当課（北とぴあ 10 階）
　東京オリンピック・パラリンピック担当主査 TEL 5390-1136

防災課（第一庁舎 2 階 13 ～ 14 番）
　防災計画係 TEL 3908-8184
　防災普及係 TEL 3908-8194
　防災センター（西ケ原 2-1-6） TEL 3940-1811
危機管理課（第一庁舎 2 階 16 番）
　危機管理主査 TEL 3908-1121

総務課（第一庁舎 3 階 3 ～ 5 番）
　総務係 TEL 3908-8623
　（国際） TEL 3908-9308
　文書係 TEL 3908-8624
　庁舎・車両管理係 TEL 3908-8628
職員課（第一庁舎 3 階 7 ～ 8 番）
　人事係 TEL 3908-8031
　（人材育成担当） TEL 3908-8039
　給与福利係（第一庁舎 6 階） TEL 3908-8044
契約管財課（第二庁舎 3 階）
　管財係 TEL 3908-8693
　契約係 TEL 3908-8695
　契約管財主査（検査担当） TEL 3908-8694
営繕課（第五庁舎）
　工務係 TEL 3908-8058
　営繕主査（技術管理・保全推進担当） TEL 3908-8061
　営繕主査（区民・福祉施設担当） TEL 3908-8074
　営繕主査（教育施設担当） TEL 3908-8123
　営繕主査（電気設備担当） TEL 3908-8124
　営繕主査（機械設備担当） TEL 3908-8135

企画課（第一庁舎 3 階 15 番）
　企画主査 TEL 3908-1104
財政課（第一庁舎 3 階 15 番）
　財政主査 TEL 3908-1105
広報課（第一庁舎 3 階 1 ～ 2 番）
　広報主査 TEL 3908-1102
　区民相談室 TEL 3908-1101
経営改革・公共施設再配置推進担当（第一庁舎 3 階 15 番）
　経営改革・公共施設再配置推進担当主査 TEL 3908-9334

総務部

危機管理室

地域振興部
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土木政策課（第一庁舎 3 階 22 番）
　企画調整係 TEL 3908-9238
　事業計画係 TEL 3908-9252
　整備係 TEL 3908-9259
　用地係 TEL 3908-9254
施設管理課（第一庁舎 3 階 17 ～ 21 番）
　管理・交通係 TEL 3908-9216
　占用係 TEL 3908-9220
　台帳係 TEL 3908-9230
　監察係 TEL 3908-9235
　自転車対策係 TEL 3908-9218
道路公園課（第一庁舎 3 階 10・11・16 番）
　工務係 TEL 3908-9213
　道路係 TEL 3908-9265
　公園河川係 TEL 3908-9275

十条まちづくり担当課（第一庁舎 7 階 6 番）
　十条まちづくり担当 TEL 3908-9162
　十条駅西口再開発相談事務所（上十条 2-27-19） TEL 3907-6722
王子まちづくり担当課（第一庁舎 7 階 6 番）
　王子まちづくり担当 TEL 3908-7186

都市計画課（第一庁舎 3 階 12 ～ 14 番）
　都市計画主査 TEL 3908-9152
まちづくり推進課（第一庁舎 7 階 5 番）
　まちづくり推進主査 TEL 3908-9154
住宅課（第一庁舎 7 階 1 ～ 4 番）
　住宅計画係 TEL 3908-9201
　建築調整担当 TEL 3908-9206
　住宅管理係 TEL 3908-9203
　区営・区民住宅受付担当 TEL 3908-1523
建築課（第一庁舎 7 階 7 ～ 11 番）
　建築指導係 TEL 3908-9166
　建築主査（建築指導） TEL 3908-9164
　構造設備係 TEL 3908-9184
　建築主査（構造設備） TEL 3908-9176
　細街路係 TEL 3908-9194
　建築主査（監察） TEL 3908-9196
　建築主査（建築防災） TEL 3908-1240

生活衛生課（東十条 2-7-3） TEL 3919-0376
　生活衛生係 TEL 3919-0431
　環境衛生 TEL 3919-0720
　食品衛生 TEL 3919-0726
　医薬衛生 TEL 3919-0727
保健予防課（東十条 2-7-3） TEL 3919-3101
　保健予防係 TEL 3919-3104
　結核感染症係 TEL 3919-3102

　赤羽北保護係 TEL 3908-1149
高齢福祉課（第一庁舎 1 階 9・10 番）
　高齢福祉係 TEL 3908-1158
　高齢相談係（王子高齢者あんしんセンター） TEL 3908-9083
　高齢者虐待防止センター TEL 3908-1112
長寿支援課（第一庁舎１階 14 番）
　長寿支援主査 TEL 3908-9017
障害福祉課
　障害福祉係（第一庁舎 1 階 4 番） TEL 3908-9085
　公害保健係（第二庁舎 2 階 11 番） TEL 3908-9019
　王子障害相談係（第一庁舎 1 階 1 ～ 3 番） TEL 3908-9081
　赤羽障害相談係（赤羽会館 6 階） TEL 3903-4161
介護保険課（第一庁舎 1 階 11 ～ 13 番）
　給付調整係 TEL 3908-1286・1119
　認定調査係 TEL 3908-1120
　介護保険料係 TEL 3908-1285
障害者福祉センター（中十条 1-2-18）
　庶務相談係 TEL 3905-7111
　支援係 TEL 3905-7113
　事業係 TEL 3905-7121

教育政策課（滝野川分庁舎 2 階 11 番）
　教育政策主査 TEL 3908-9279
学校改築施設管理課（滝野川分庁舎 2 階 1 ～ 3 番）
　学校改築施設管理主査 TEL 3908-9268
学校支援課（滝野川分庁舎 1 階 4 ～ 6 番）
　学校支援係 TEL 3908-9293
　学事係 TEL 3908-1541
　保健給食係 TEL 3908-9295
生涯学習・学校地域連携課（滝野川分庁舎 2 階 8 番）
　生涯学習・青少年健全育成 TEL 3908-9323
　学校地域連携 TEL 3908-8282
教育指導課（滝野川分庁舎 2 階 4 ～ 5 番）
　教職員係 TEL 3908-9286
　指導係 TEL 3908-9287
教育総合相談センター（滝野川分庁舎２階６～７番、３階１番）
　事務担当 TEL 3908-9269
　就学相談担当 TEL 3908-1237
　教育相談担当 TEL 3908-1326
飛鳥山博物館（王子 1-1-3 飛鳥山公園内）
　管理運営係 TEL 3916-1133
　事業係 TEL 3916-1133
　埋蔵文化財専用（土・日・祝を除く） TEL 3916-1815
中央図書館（十条台 1-2-5）
　管理係 TEL 5993-1125
　図書係 TEL 5993-1125
　事業係 TEL 5993-1125
学校適正配置担当課（滝野川分庁舎４階 1 番）
　学校適正配置担当主査 TEL 3908-9271

子ども未来課（滝野川分庁舎１階 1 ～ 2 番）
　次世代育成係 TEL 3908-9097
　子育て給付係（第一庁舎２階 6 番） TEL 3908-9096
　放課後子ども総合プラン推進担当 TEL 3908-9361
　子どもの未来応援担当 TEL 3908-9361
子育て施策担当課（滝野川分庁舎１階 3 番）
　子育て施策担当主査 TEL 3908-9095・8143
保育課（第一庁舎 2 階 1 ～ 3 番）
　保育運営係 TEL 3908-9127
　私立保育園係 TEL 3908-1333
　入園相談係 TEL 3908-9129
男女いきいき推進課（北とぴあ５階）
　男女いきいき推進主査 TEL 3913-0161
　スペースゆう（北区男女共同参画活動拠点施設） TEL 3913-0161
子ども家庭支援センター（王子 2-7-34）
　支援センター主査 TEL 3914-9565
　さくらんぼ園（豊島 4-16-38）　 TEL 3913-8841
　さくらんぼ園発達相談室（中十条 1-2-18） TEL 3905-7112
　育ち愛ほっと館 TEL 3914-9565

　庶務係 TEL 3908-9944
　議事調査係 TEL 3908-9948

会計課（第二庁舎 2 階 3 ～ 4 番）
　出納係 TEL 3908-9941
　審査係 TEL 3908-9942

北区保健所

会計管理室

教育振興部

子ども未来部

区議会事務局（第一庁舎4階）

監査事務局（滝野川分庁舎4階2番）

選挙管理委員会事務局（滝野川分庁舎3階2番）

まちづくり部

十条・王子まちづくり推進担当部

土木部

区民事務所 …………………………………………… P27・28
保健所…………………………………………………………P49

会館 …………………………………………………………P108
地域振興室…………………………………………………P107

区民センター・ふれあい館 ………………………………P108
元気ぷらざ …………………………………………………P109

　監査主査 TEL 3908-1197

　選挙主査 TEL 3908-9054
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防災センター
（地震の科学館） TEL 3940-1811 西ケ原 2-1-6

中央公園文化センター TEL 3907-5661 十条台 1-2-1
赤羽文化センター TEL 3906-3911 赤羽西 1-6-1-301
滝野川文化センター TEL 5394-1230 西ケ原 1-23-3
北区セレモニーホール TEL 5392-0021 浮間 1-13-6

王子小学校 TEL 5902-3358 王子 2-7-1
王子第一小学校 TEL 3919-9174 王子 5-14-18
王子第二小学校 TEL 3908-2460 王子本町 2-2-5
王子第三小学校 TEL 3907-2355 上十条 5-2-3
王子第五小学校 TEL 3907-2381 上十条 2-18-17
荒川小学校 TEL 3908-3949 中十条 3-1-6
豊川小学校 TEL 3913-4111 豊島 3-10-23
堀船小学校 TEL 3912-2868 堀船 2-11-9
柳田小学校 TEL 3911-5409 豊島 2-11-20
東十条小学校 TEL 3913-6648 東十条 3-14-23
十条台小学校 TEL 3908-3300 中十条 1-5-6
としま若葉小学校 TEL 3912-1458 豊島 5-3-30
赤羽小学校 TEL 3901-8510 赤羽 1-24-6
岩淵小学校 TEL 3901-2950 岩淵町 6-6
なでしこ小学校 TEL 3901-2601 志茂１-34-17
第四岩淵小学校 TEL 3901-2501 赤羽 3-24-23
梅木小学校 TEL 3900-3393 西が丘 2-21-15
神谷小学校 TEL 3901-2724 神谷 2-30-5
稲田小学校 TEL 3902-2944 赤羽南 2-23-24
桐ケ丘郷小学校 TEL 3907-0878 桐ケ丘 1-10-23
袋小学校 TEL 3907-7483 赤羽北 2-15-3
八幡小学校 TEL 3900-8855 赤羽台 3-18-5
浮間小学校 TEL 3969-0491 浮間 3-4-27
西浮間小学校 TEL 5915-0133 浮間 2-7-1
赤羽台西小学校 TEL 3907-2475 赤羽台 2-1-34
西が丘小学校 TEL 3900-8866 十条仲原 4-5-17
滝野川小学校 TEL 3910-3703 西ケ原 1-18-10
滝野川第二小学校 TEL 3916-3278 滝野川 6-19-4

北とぴあ総合案内 TEL 5390-1100 王子 1-11-1　　 1 階
北とぴあ施設受付 TEL 5390-1105 〃　　　     　　1 階
北とぴあ体育施設受付 TEL 5390-1140 〃　　　     　　1 階
地域振興課 TEL 5390-0092 〃　　　     　 10 階
文化施策担当課 TEL 5390-0093 〃　　　     　 10 階
産業振興課 TEL 5390-1234 〃　　　     　 11 階
消費生活センター TEL 5390-1239 〃　　　     　 11 階
消費生活相談室 TEL 5390-1142 〃　　　     　 11 階

（一財）東京広域勤労者
サービスセンター（北区営業所）TEL 5390-1242 〃　　　     　 11 階

（公財）北区文化振興財団 TEL 5390-1223 〃　　　     　 10 階
スポーツ推進課 TEL 5390-1134 〃　　　     　 10 階
東京オリンピック・
パラリンピック担当課 TEL 5390-1136 〃　　　     　 10 階

北区 NPO・ボランティアぷらざ TEL 5390-1771 〃　　　     　　4 階
男女いきいき推進課 TEL 3913-0161 〃　　　     　　5 階
スペースゆう

（北区男女共同参画活動拠点施設）TEL 3913-0161 〃　　　     　　5 階

( 一社 ) 東京北区観光協会 TEL 5390-1166 〃　　　     　　1 階

北区清掃事務所 TEL 3913-3141 豊島 8-4-3
（北区清掃事務所）
滝野川清掃庁舎 TEL 3800-9191 東田端 2-18-15

北清掃工場 TEL 3598-5341 志茂 1-2-36
粗大ごみ受付センター TEL 5296-7000

滝野川第三小学校 TEL 3910-2502 滝野川 1-12-27
滝野川第四小学校 TEL 3893-0041 東田端 2-5-23
滝野川第五小学校 TEL 3893-1200 昭和町 3-3-12
西ケ原小学校 TEL 3910-5204 西ケ原 4-19-21
谷端小学校 TEL 3916-1155 滝野川 7-12-17
田端小学校 TEL 3823-0014 田端 5-4-1
滝野川もみじ小学校 TEL 3949-5267 滝野川 3-72-1

王子 TEL 3911-3801 王子 6-1-15
赤羽 TEL 3901-5480 赤羽南 1-16-2-101
滝野川 TEL 3917-6045 滝野川 3-46-2
王子本町（指定管理者） TEL 3900-5098 王子本町 3-3-3-101
王子本町保育園分園

（指定管理者） TEL 3906-0616 王子本町 2-30-9

桐ケ丘（指定管理者） TEL 3907-2336 桐ケ丘 1-3-9-101
浮間 TEL 3966-4488 浮間 1-9-3-101
赤羽台（指定管理者） TEL 3900-0189 赤羽台 1-4-11-105
西ケ原 TEL 3910-6930 西ケ原 4-44-10
上十条 TEL 3908-5587 上十条 3-24-8
志茂 TEL 3901-5888 志茂 3-41-5
田端 TEL 3828-7577 田端 3-24-14
栄町 TEL 3919-2030 栄町 33-3
東十条（指定管理者） TEL 3913-0530 東十条 3-2-14
赤羽西 TEL 3906-3641 赤羽西 4-42-9
赤羽北 TEL 3906-1148 赤羽北 1-5-5
豊島 TEL 3911-9480 豊島 7-17-8
王子北（指定管理者） TEL 3913-3577 王子 3-23-7-113
滝野川北 TEL 3915-6227 滝野川 3-79-1-101
滝野川北保育園つぼみ分園 TEL 5907-6220 滝野川 5-44-15
中里 TEL 3915-5157 中里 3-11-18
桐ケ丘南 TEL 3906-2090 赤羽西 5-5-7-101
滝野川西（指定管理者） TEL 3916-3225 滝野川 6-84-12
豊島東 TEL 3913-8403 豊島 5-6-12-101
豊島東保育園分園 TEL 3919-2731 豊島 5-5-9-101
豊島北 TEL 3919-0026 豊島 5-4-3-101
西ケ原東（指定管理者） TEL 3918-8251 西ケ原 3-19-11
東十条東 TEL 3912-3077 東十条 3-10-1
西が丘 TEL 3907-6472 西が丘 2-4-1
堀船南 TEL 3914-7954 堀船 2-22-1-101
堀船南保育園分園 TEL 3927-1531 堀船 3-16-11-105
桜田（指定管理者） TEL 3914-4099 王子 5-2-1-101
岩淵（指定管理者） TEL 3903-4995 赤羽 3-23-7
桜田北 TEL 3914-7510 王子 5-2-3-101
桜田北保育園分園 TEL 3913-6357 王子 5-2-6-101
袋 TEL 3905-1381 赤羽北 2-15-2-101
浮間東（指定管理者） TEL 3969-6277 浮間 3-34-1-101
志茂南 TEL 3901-5178 志茂 1-4-4
東田端（指定管理者） TEL 3893-1137 東田端 2-13-2-101
志茂北 TEL 3901-3023 志茂 5-21-2-101
上十条南（指定管理者） TEL 3905-1327 上十条 3-3-20

都立北特別支援学校 TEL 3906-2321 十条台 1-1-1
都立王子第二特別支援学校 TEL 3906-7601 十条台 1-8-47
都立王子特別支援学校 TEL 3909-8777 十条台 1-8-41

王子桜中学校 TEL 5902-3155 王子 2-7-1
十条富士見中学校 TEL 5924-2401 十条台 1-9-33
明桜中学校 TEL 5959-0031 王子 6-3-23
堀船中学校 TEL 3911-8817 堀船 2-23-20
稲付中学校 TEL 3900-2331 西が丘 1-12-14
赤羽岩淵中学校 TEL 5249-4071 赤羽 2-6-18
桐ケ丘中学校 TEL 5963-3811 桐ケ丘 2-6-11
神谷中学校 TEL 3902-2461 神谷 2-46-13
浮間中学校 TEL 3967-0226 浮間 4-29-30
田端中学校 TEL 3917-0416 田端 6-9-1
滝野川紅葉中学校 TEL 5907-5020 滝野川 5-55-8
飛鳥中学校 TEL 3910-6175 西ケ原 3-5-12

豊島北コミュニティアリーナ ……………………………P109
新町コミュニティアリーナ ………………………………P109
文化芸術活動拠点（ココキタ） …………………………P111

清掃事務所・清掃関連施設

その他センター・斎場

区立中学校

特別支援学校

認可保育園

区立幼稚園 …………………………………………………P101

北とぴあ

リサイクル活動拠点 ………………………………………P61

区立小学校
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桜田つぼみ TEL 3919-6252 王子 5-2-12
豊島つぼみ TEL 5902-7175 豊島 3-10-23
西ケ原南（指定管理者） TEL 3576-1023 西ケ原 4-51-28
浮間さくら草（指定管理者） TEL 5916-6030 浮間 1-1-2
神谷北つぼみ TEL 5249-4977 神谷 2-42-4
音無つぼみ TEL 5974-4131 滝野川 2-52-9
清水坂つぼみ TEL 3907-8526 中十条 4-16-27
王子隣保館（私） TEL 3912-3388 王子 2-19-21
日の基（私） TEL 3909-2223 桐ケ丘１-21-41
クラブ（私） TEL 3911-0324 豊島 3-4-15
テーオーシー（私） TEL 3900-3077 西が丘 3-16-15
聖母の騎士（私） TEL 3908-5905 中十条 1-28-13
ふくし（私） TEL 3911-6305 豊島 2-20-5
木の実（私） TEL 3911-5476 堀船 3-23-6
まごころ会（私） TEL 3911-5584 上中里 2-37-2
法善寺（私） TEL 3900-9606 赤羽台 3-24-2
神谷（私） TEL 3901-8338 神谷 2-36-8
豊川（私） TEL 3911-4661 王子 6-4-10
宮元（私） TEL 3916-1401 滝野川 3-77-8
キッズタウンうきま（私） TEL 5914-1332 浮間 5-13-1
キッズタウンうきま夜間（私）TEL 5914-1332 浮間 5-13-1
キッズタウン東十条（私） TEL 5902-7055 東十条 3-18-40
つちっこ（私） TEL 3903-6160 志茂 3-11-6
ポピンズナーサリー
スクール田端（私） TEL 5815-2131 田端 6-1-1

田端 ASUKA タワー 2F
ポピンズナーサリー
スクール王子（私） TEL 5902-5821 王子 1-23-5

ドラゴンビル 4F
明日香（私） TEL 5916-1088 浮間 4-1-3

はとぽっぽ（私） TEL 5980-7603 滝野川 6-21-19
滝野川パークタワー 2F

うぃず東十条（私） TEL 5939-6091 東十条 5-8-16
うぃず滝野川（私） TEL 5980-7377 滝野川 6-9-4
アスクうきま（私） TEL 5916-6571 浮間 4-14-9
グローバルキッズ
コトニア赤羽園（私） TEL 3905-5755 中十条 4-17-1

グローバルキッズ
王子園（私） TEL 5390-0326 堀船 1-1-2

ぽけっとランド赤羽（私） TEL 5939-4636 赤羽 2-57-9
田端聖華（私） TEL 5814-0800 田端 1-22-7
さくら（私） TEL 3800-6731 東田端 2-7-13
あおば保育園・西が丘（私） TEL 5948-8212 上十条 5-12-8
LIFE SCHOOL
桐ケ丘こどものもり（私） TEL 5948-8280 桐ケ丘 1-7-17

赤羽北のぞみ（私） TEL 3900-1208 赤羽北 3-6-10
さくらさくみらい浮間（私） TEL 5918-8902 浮間 2-23-17
にじいろ保育園王子（私） TEL 6903-2450 王子 5-1-40
キッズガーデン北区豊島（私）TEL 5390-0806 豊島 4-12-1
あい保育園王子（私） TEL 6903-0350 王子 1-27-8
ベネッセ王子神谷（私） TEL 5902-4520 王子 5-1-70
としま　みつばち（私） TEL 6903-3290 豊島 7-8-7
フレーベル西が丘みらい園（私）TEL 5948-8030 赤羽西 6-2-20
北赤羽せせらぎ（私） TEL 5948-8856 赤羽北 2-14-13
にじいろ保育園田端新町（私）TEL 5901-9070 田端新町 2-31-2
ちいはぐ・十条（小規模） TEL 3908-2323 上十条 2-13-1-103
ゆうひが丘保育園王子神谷

（小規模） TEL 6903-3237 豊島 8-25-3

西ケ原ひなた保育園（小規模）TEL 6903-4698 西ケ原 1-61-15-101
ベベ・ア・パリ保育園
東十条（小規模） TEL 6903-2482 東十条 4-5-18

サンライズキッズ保育園
（小規模）

TEL 
050-5807-2162 中十条 2-13-24

MIRATZ 田端新町保育園
（小規模） TEL 6807-8936 田端新町 3-7-9-1F

たばた絆保育園（小規模） TEL 6240-8938 田端新町1-8-15-101
ぬくもりのおうち保育
赤羽園（小規模） TEL 6903-8813 赤羽・2-10-2-2F

ぬくもりのおうち保育
滝野川園（小規模） TEL 5980-8531 滝野川・7-33-8

志茂つくし保育園（小規模） TEL 3903-5232 志茂 5-5-4-1F
ゆうひが丘保育園豊島

（小規模） TEL 6903-2072 豊島 1-34-1

浮間さくら保育園（小規模） TEL 6279-8741 浮間 4-32-20 松岡ビル 2F
うきま絆保育園（小規模） TEL 5918-9941 浮間 3-1-55-2F
サンベビー保育園（小規模） TEL 6903-3642 東十条 4-5-15

中央公園運動場 TEL 080-6883-4546 十条台 1-2-1
桐ケ丘体育館 TEL 3908-2316 赤羽台 3-17-57
滝野川体育館 TEL 3940-1801 西ケ原 2-1-6

（公財）東京都北区体育協会 TEL 3940-1848 西ケ原 2-1-6
赤羽体育館 TEL 3901-3140 志茂 3-46-16
北運動場 TEL 3902-5639 神谷 2-47-6
神谷体育館 TEL 3902-6631 神谷 2-33-6
十条台小学校温水プール TEL 5993-8337 中十条 1-5-6
新荒川大橋野球場 TEL 090-5333-5517 赤羽 3-29 先
浮間子どもスポーツ広場 TEL 3969-1145 浮間 4-27-1
谷端プール多目的広場 TEL 3916-7737 滝野川 7-42-1
新河岸川庭球場 TEL 3902-7381 岩淵町 41
北ノ台スポーツ多目的広場 TEL 3909-3121 上十条 5-14-4
赤羽スポーツの森公園競技場 TEL 5948-9281 赤羽西 5-2-27
浮間舟渡庭球場 TEL 3967-4751 浮間 4-27-1
豊島北スポーツ多目的広場 TEL 3913-8363 豊島 5-3-13
国立スポーツ科学センター TEL 5963-0200 西が丘 3-15-1
東京都障害者総合
スポーツセンター TEL 3907-5631 十条台 1-2-2

都立旧古河庭園 TEL 3910-0394 西ケ原 1-27-39
都立浮間公園 TEL 3969-9168 板橋区舟渡 2-15-1
飛鳥山公園 王子 1-1-3
名主の滝公園 岸町 1-15-25
浮間つり堀公園 TEL 3908-9275 浮間 5-4-19

甘楽ふるさと館 TEL 0274-74-2660 群馬県甘楽郡甘楽町
大字小幡 2014-1

那須高原学園
（北区しらかば荘）

フリーダイヤル
0120-731-471

栃木県那須郡那須町
大字湯本 206

ぷらっとほーむ滝野川東 TEL 5974-2540 滝野川 1-46-7
ぷらっとほーむ桐ケ丘 TEL 3908-1277 桐ケ丘 1-6-2-101

上中里つつじ荘 TEL 5390-6000 上中里 2-45-2
王子光照苑（民設） TEL 3927-9851 王子 3-3-1
清水坂あじさい荘 TEL 5924-2022 中十条 4-16-32
ウエルガーデン西が丘園（民設）TEL 5924-7711 西が丘 3-16-27

北区飛鳥山博物館 TEL 3916-1133 王子 1-1-3
（飛鳥山公園内）

自然ふれあい情報館 TEL 3908-0804 十条仲原 4-2-1
（清水坂公園内）

みどりと環境の情報館
（エコベルデ） TEL 3913-8340 豊島 5-6-1

（豊島五丁目遊び場内）

紙の博物館 TEL 3916-2320 王子 1-1-3
（飛鳥山公園内）

渋沢史料館 TEL 3910-0005 西ケ原 2-16-1
（飛鳥山公園内）

東京ゲーテ記念館 TEL 3918-0828 西ケ原 2-30-1
田端文士村記念館 TEL 5685-5171 田端 6-1-2
北区ふるさと農家体験館

（旧松澤家住宅） TEL 5993-8361 赤羽西 5-2-34
（赤羽自然観察公園内）

荒川知水資料館 TEL 3902-2271 志茂 5-41-1
お札と切手の博物館 TEL 5390-5194 王子 1-6-1

アルタベビー滝野川園
（小規模） TEL 6903-6618 滝野川 1-93-5

ぬくもりのおうち保育　
飛鳥山園（小規模） TEL 5980-7883 滝野川 1-63-6

藤和シティコープ飛鳥山公園
正光寺保育園板橋駅前園

（小規模） TEL 6903-7262 滝野川 7-2-14
滝野川 G1 ビル 2 階

ヤクルト西ヶ原保育園
（事業所内） TEL 3949-4330 西ケ原 4-47-4-1F

ヤクルト赤羽保育園
（事業所内） TEL 3901-5950 赤羽 1-36-1

お問い合わせ
は道路公園課
公園河川係へ

図書館・図書室 …………………………………P104・P105
博物館

スポーツ施設

公園・庭園

特別養護老人ホーム

ぷらっとほーむ

保養所等宿泊施設

老人いこいの家………………………………………………P82
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十条台 TEL 5948-5630 中十条 1-2-18
障害者福祉センター 3 階

王子光照苑 TEL 3927-8899 王子 3-3-1
豊島 TEL 6903-2712 王子 6-2-33-101
十条 TEL 5948-9981 上十条 3-1-25

東十条・神谷 TEL 6908-4711 東十条 3-2-3-101
東十条グリーンハイツ 1 階

西が丘園 TEL 5924-7715 西が丘 3-16-27

みずべの苑 TEL 5941-6722 志茂 3-13-5
信濃ビル 1 階

赤羽 TEL 3903-4167 赤羽南 1-13-1
赤羽会館 6 階

赤羽北 TEL 5948-5940
赤羽北 2-25-8
アクトピア北赤羽
六番館赤羽北区民セ
ンター 3 階

浮間 TEL 3558-3689 浮間 2-10-2
浮間区民センター 1 階

桐ケ丘やまぶき荘 TEL 5924-0152 桐ケ丘 1-16-26

滝野川西 TEL 5907-5816 滝野川 2-32-12
滝野川病院 5 階

飛鳥晴山苑 TEL 3940-9175 西ケ原 4-51-1

滝野川はくちょう TEL 3822-6080
田端 3-18-24

（介護老人保健施設
はくちょう内）

上中里つつじ荘 TEL 5390-6009 上中里 2-45-2
新町光陽苑 TEL 5855-1219 田端新町 2-27-16

障害者福祉センター TEL 3905-7111（代）中十条 1-2-18
あすなろ福祉園 TEL 3913-0188（代）王子 6-4-6
若葉福祉園 TEL 5993-5556（代）赤羽西 6-9-2
王子福祉作業所 TEL 3919-9575 王子 2-19-20
赤羽西福祉作業所 TEL 3907-5801 赤羽西 5-7-5
たばた福祉作業所 TEL 5907-5215 西ケ原 1-19-12
赤羽西福祉工房 TEL 3908-4111 赤羽西 5-7-1
就労・生活支援センター
飛鳥晴山苑 TEL 3940-9181 西ケ原 4-51-1

神谷ホーム
（知的障害者グループホーム）TEL 3598-3111 神谷 2-3-8

都立北療育医療センター TEL 3908-3001 十条台 1-2-3
児童養護施設　星美ホーム TEL 3906-2711 赤羽台 4-2-14
養護老人ホーム日の基青老閣 TEL 3907-1955 桐ケ丘 1-21-40

（公社）シルバー人材センター TEL 3908-8400（代）赤羽 1-1-38
北区社会福祉協議会 TEL 3906-2352 岸町 1-6-17
北区社会福祉事業団 TEL 5390-6005 上中里 2-45-2

滝野川地域障害者相談支援
センター TEL 4334-6548 西ケ原 4-51-1

（飛鳥晴山苑内）

太陽の都 TEL 3558-8881 浮間 2-1-13
東京北医療センター
介護老人保健施設さくらの杜 TEL 5963-4187 赤羽台 4-17-56

滝野川病院附属
介護老人保健施設 TEL 5907-6910 滝野川 2-32-12

4 階
リハビリパーク滝野川 TEL 5980-8965 滝野川 6-13-13
はくちょう TEL 3827-1020 田端 3-18-24

桐ケ丘やまぶき荘 TEL 5924-0150 桐ケ丘 1-16-26
みずべの苑（民設） TEL 3598-2111 志茂 3-6-5
うきま幸朋苑（民設） TEL 5914-1331 浮間 5-13-1
飛鳥晴山苑（民設） TEL 3940-9171 西ケ原 4-51-1
新町光陽苑（民設） TEL 5855-1185 田端新町 2-27-16
赤羽北さくら荘（民設） TEL 3900-3901 赤羽北 3-6-10
浮間こひつじ園（民設） TEL 5970-0050 浮間 2-12-22

東京都北児童相談所 TEL 3913-5421 王子 6-1-12
教育総合相談センター 滝野川分庁舎 3 階
　教育相談全般 TEL 3908-1326
　いじめ 110 番 TEL 3905-3110

ハローワーク王子
（王子公共職業安定所） TEL 5390-8609（代）王子 6-1-17

赤羽しごとコーナー TEL 3908-3244 赤羽 1-1-38
（赤羽区民事務所内）

ネスト赤羽 TEL 3598-0571 赤羽 1-59-9
中央・城北職業能力開発
センター赤羽校 TEL 3909-8333 西が丘 3-7-8

中央・城北職業能力開発
センター板橋校 TEL 3966-4131 板橋区舟渡 2-2-1

王子授産場 TEL 3912-9171 王子 2-19-20
桐ケ丘授産場 TEL 3900-0275 桐ケ丘 2-7-22
王子労働基準監督署 TEL 3902-6003（代）赤羽 2-8-5
王子税務署 TEL 3913-6211（代）王子 3-22-15
北都税事務所 TEL 3908-1171（代）中十条 1-7-8
北年金事務所

（旧北社会保険事務所） TEL 3905-1011（代）上十条 1-1-10

東京法務局北出張所（登記所）TEL 3912-2608 王子 6-2-66

王子公証役場 TEL 3911-6596 王子 1-14-1
山本屋ビル 3 階

赤羽公証役場 TEL 3902-2339 赤羽南 1-4-8
赤羽南商業ビル 6 階

東京簡易裁判所（本庁） TEL 3581-5411（代）

王子警察署 TEL 3911-0110（代）王子 3-22-3
赤羽警察署 TEL 3903-0110（代）神谷 3-10-1
滝野川警察署 TEL 3940-0110（代）西ケ原 2-4-1
王子消防署 TEL 3927-0119（代）王子 4-28-1
王子消防署十条出張所 TEL 3905-0119 中十条 1-7-10
王子消防署東十条出張所 TEL 3919-0119 東十条 3-6-6
赤羽消防署（仮庁舎） TEL 3902-0119（代）神谷 3-11-22
赤羽消防署志茂出張所 TEL 3901-0119 志茂 2-34-15
赤羽消防署浮間出張所 TEL 3966-0119 浮間 3-13-15
赤羽消防署西が丘出張所 TEL 3909-0119 西が丘 1-48-6
赤羽消防署赤羽台出張所 TEL 3907-0119 赤羽台 2-4-41
滝野川消防署 TEL 3916-0119（代）西ケ原 2-1-1
滝野川消防署三軒家出張所 TEL 3940-0119 滝野川 5-39-3
滝野川消防署田端出張所 TEL 3894-0119 田端新町 1-20-12

郵便局（株）王子郵便局 王子 6-2-28
　郵便（切手・はがき等の販売）TEL 3914-4225
　貯金 TEL 3914-4225
　保険 TEL 3914-4227
郵便事業（株）王子支店 王子 6-2-28
　郵便（集配・配達・再配達） TEL 3914-4221
郵便局（株）赤羽郵便局 赤羽南 1-12-10
　郵便（切手・はがき等の販売）　
　保険 TEL 3901-2790

郵便事業（株）赤羽支店 赤羽南 1-12-10
　郵便（集配・配達・再配達） TEL 3901-4468

（株）ゆうちょ銀行赤羽店 赤羽南 1-12-10
　貯金 TEL 3901-3200
東京ガスお客様センター TEL 0570-002211
　携帯・PHS TEL 3344-9100
水道局お客さまセンター
　引っ越し、契約変更 TEL 5326-1100
　料金、漏水、その他 TEL 5326-1101
東京電力
東京カスタマーセンター

フリーダイヤル
0120-995-005

自衛隊十条駐屯地 TEL 3908-512（代）十条台 1-5-70
独立行政法人国立印刷局
東京工場 TEL 5567-1102 西ケ原 2-3-15

介護老人保健施設

相談所・研究所

労働・税務・法務・年金

警察署・消防署

郵便局・ガス・水道・電気

その他

高齢者あんしんセンター（委託型） ………………………P78

※平成 31年 4月 1日より
滝野川 6-21-25 滝野川西
区民センターへ移転予定

地域障害者相談支援センター

障害者福祉センター・福祉園等

その他の福祉施設

社団法人・社会福祉法人
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駅
JR 赤羽駅

お問い合わせは
JR 東日本テレホンセ
ンターへ
TEL 050-2016-1600

赤羽 1-1-1
JR 尾久駅 昭和町 1-2-16
JR 王子駅 王子 1-3-23
JR 上中里駅 上中里 1-47-32
JR 十条駅 上十条 1-12-10
JR 東十条駅 東十条 3-18-51
JR 田端駅 東田端 1-17-1
JR 板橋駅 板橋区板橋 1-15-1
JR 駒込駅 豊島区駒込 2-1-1
JR 北赤羽駅 赤羽北 2-26-1
JR 浮間舟渡駅 浮間 4-32-20
南北線駒込駅 TEL 5976-9636 豊島区駒込 2-1-40
南北線西ケ原駅 TEL 5394-2682 西ケ原 2-3-8
南北線王子駅 TEL 5390-3071 王子 1-10-18
南北線王子神谷駅 TEL 5390-3073 王子 5-2-11
南北線志茂駅 TEL 5249-1620 志茂 2-1-18
南北線赤羽岩淵駅 TEL 5249-0460 赤羽 1-52-8
東京都交通局北
自動車営業所 TEL 3903-6136 神谷 3-10-6

国際興業バス
赤羽営業所 TEL 3900-1211 西が丘 3-16-30

東京都交通局
荒川電車営業所 TEL 3893-7451 荒川区西尾久 8-33-7

都営交通
お客様センター TEL 3816-5700
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