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　北区における新型コロナウイルスのワクチン接種は、令和３年４月に住民接種が始まってから半年あまりが経過し、区民の約7割の方

が２回目の接種を完了しています。区はこれまで、北区医師会をはじめとする地域医療の協力のもと、安全・安心な住民接種に取り組ん

できました。このたび、全面的に協力していただいている北区医師会の増田会長と花川区長が対談し、これまでの新型コロナウイルスワ

クチン接種の振り返りと、今後の新型コロナウイルス対策について意見交換を行いました。

体質的な問題でワクチンが打てな

い方もいらっしゃいますから、接種

していない方に対する差別はあっ

てはならないと思います。

感染者数は数カ月おきに大きな波があり、予断を許さない状

況が続いています。今後の新型コロナウイルス対策について、

区としても万全の体制で取り組んで参りますが、医師の立場か

ら区民の皆さんへお伝えしたいことはありますか？

年末年始にかけて予想される第6波のピークを低く抑えるのに

重要なことは、まだワクチンを接種していない方の接種を進め

ることだと思います。今後は、ワクチン接種済者が区民の半数

以上を占め、感染しても無症状の方も多く重症化のリスクも低

くなるので、行動制限の目安を新規感染者数から入院の必要

な中等症以上の患者数にシフトするのが適当と考えています。

また、自宅療養で重症化する方を減らすためには、総感染者数

の抑制はもちろん大事ですが、早期の診断に続く抗体カクテル

療法など、ハイリスクの方の重症化予防に有効な治療法の確

立が重要で、その治療の流れも北区独自で用意しています。

北区では区民の皆さんが安全・安心に接種していただくために、

すべての接種を医療機関で行っています。ここまで接種を進める

には、相当なご苦労があったかと思いますが、これまでを振り返っ

てどのようにお考えでしょうか？

感染が広まり、診療中でも皆さんのワクチンのニーズが高まって

いることを感じました。重症化を防ぐ手段としてワクチンは驚く

ほど有効で、できるだけ早く、多くの方に接種を進めていくこと

を最優先に考えてきました。

区としても、国からの情報伝達やワクチン供給が安定しない等、

難しい局面は多々ありましたが、北区医師会の全面的な協力の

もと、現在の接種体制が築けています。

多くの医療機関にワクチン接種の協力をしてもらえることとな

り、「ワクチン接種センター」「基本型接種施設」「サテライト型接

種施設」の接種体制は十分機能したと考えます。

ワクチンは新型コロナウイルスの発症や重症化予防効果がある

ため、区民の皆さんに接種をお勧めしています。一方、ワクチン

接種は任意のため、ワクチンを接種しない選択も尊重すべきで

あると考えています。

新型コロナウイルスワクチン接種の振り返り

今後の新型コロナウイルス対策について

【対談】今後の新型コロナウイルス対策
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　北区のワクチン接種状況と新型コロナウイルス陽性者数のグラフを以下のとおり、お示しします。

　左下の表では、北区では約77％以上の方が1回目の接種を終えていることを示しています。また、右下のグラフでは、年代別のワクチン接種率と新型コロナウイルス

陽性者数をそれぞれ比較しています。

北区のワクチン接種について

ワクチン接種後の副反応について 新型コロナウイルス感染症の後遺症について

ワクチン接種後の副反応と、新型コロナウイルス感染後の後遺症について

各年代の接種状況（10月12日現在）（数値は国のワクチン接種記録システムより計上） 年代別　ワクチン接種率（１０月１２日現在）と陽性者数（7/1～10/11）

※接種対象者は、総務省ホームページ「令和3年1月1日時点 【総計】令和3年住民基本台帳年齢階級別

人口」より抽出しています。

※北区に住民登録していない方は除きます。

　一般的にワクチンは、接種することで免疫が作られ、発症や重症化を防ぐ効果がありま

すが、免疫ができる過程でさまざまな生体反応が現れることがあります。新型コロナワク

チンの副反応については、以下の内容が確認されていますが、大部分は数日以内に回復し

ています。

　注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等がみられる

ことがあります。

　また、稀な頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生したことが報告され

ています。

　副反応の症状は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、大部分は数日以内

に回復していきます。

　発熱や全身倦怠感、頭痛等は1回目よりも2回目の接種後の方が、症状の発現頻度が高

くなる傾向にあります。

　下の図は、ファイザー製ワクチンの1回目接種・2回目接種ごとに副反応が続いた日数を

示しています。

　1回目より2回目の方が副反応は出やすいですが、日にちが経過するごとに症状が治ま

ることが分かります。

　新型コロナウイルスに感染した人の中には、回復後にも後遺症としてさまざまな症状

がみられる場合があります。この後遺症は20代・30代の方に発症する割合が高く、どの

年代でも、発症する場合があります。

　主な症状として、嗅覚異常、倦怠感、味覚異常、発熱・微熱、せき、呼吸困難感、抜け毛な

どのさまざまな症状があります。

副反応の症状について

後遺症の症状について

接種後の症状の経過・頻度

ファイザー製ワクチンの副反応について

後遺症に関する相談者の年代

コロナ陽性判明から相談日までの日数

　新型コロナウイルスワクチンは、国内外の数万人のデータから、発症予防効果など接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さんに

接種をお勧めしています。また、新型コロナウイルスに感染した方の中には、嗅覚や味覚障害、倦怠感、記憶障害などの長引く症状（いわゆる後遺症）に苦しんでいる

方がいるのが現状です。

　接種は強制ではなく、最終的には、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

　左の図は、後遺症に関する相談

者数の割合を年代ごとに示してい

ます。

　６３％が４０代以下の方となって

おり、若い年代の方々にも後遺症

は残り、症状に悩んでいる状況が

分かります。

引用：東京都福祉保健局ホームページ

新型コロナウイルス感染症　後遺症リーフレット

引用：厚生労働省ホームページ　新型コロナワクチンの副反応について

　上の図は、コロナ陽性判明後、後遺症に関してどれくらいの日数が経過した後に相談が

あったかを示しています。

　昨年の新型コロナウイルス陽性者数は、今年と比較すると少ない割合でしたが、陽性が

判明してから数カ月が経過しても後遺症に悩んでいる方がいることが分かります。

以下は令和３年１０月１2日現在の情報であり、内容は見直される場合があります。

新型コロナウイルスワクチン接種担当課

発熱： 　 37.5～38℃　　38℃以上　全身倦怠感及び頭痛の発現頻度は、「軽度」、「中

等度」、「高度」の合計を示しています。

新型コロナウイルス

ワクチン接種担当課
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　区へのワクチン供給は、すでに接種対象の8割以上の方が接種できる数量が納入されており、現時点でファイザー製ワクチンの追加供給の見込みはありません。

　このことから、区では10月接種の予約受付分などで在庫がなくなり次第、ファイザー製ワクチンの新規の予約受付を終了する予定です。現在空いている予約受付分

については、北区のコールセンターか予約受付サイトからご予約ください。

予約不要のワクチン接種会場について

３回目のワクチン接種に関して

北区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

p０１２０（８０１）２２２
※英語・中国語・韓国語など10カ国語に対応

［受付時間］

平日：午前9時～午後7時

土・日曜、祝日：午前9時～午後5時

　新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種した方でも、引き続き感染予防対策が必要です。

感染症対策に引き続きご協力お願いします

北区のワクチン接種の予約や北区ワクチン接種に関するお問い合わせ ワクチンの効果や副反応など一般的なお問い合わせ

マスク・手洗いを忘れずに 家庭内での感染予防

路上飲みは控えましょう

家の中でも感染の可能性はありま

す。対策を徹底しましょう。

屋外であっても、マスクを外したり大声で話したりすると

感染リスクが高まります。

北区の今後のワクチン接種について
以下は令和３年１０月１2日現在の情報であり、内容は見直される場合があります。

新型コロナウイルスワクチン接種担当課

　北区では、ワクチン接種を希望する方の利便性向上のため、医療機関の協力のもと、事前予約不要で接種できる会場を設けました。なお、今後も引き続き、事前予約不要でワクチンを接種で

きる医療機関の調整を進めていきます。

花と森の東京病院（西ケ原２－３－６）

※15歳未満の方が接種される場合、保護者の同伴が必要

です。15歳から18歳の方は保護者同伴もしくは、保護者

の身分証明書のコピー・緊急連絡先を持参ください。

　また、新型コロナウイルスに感染し完治した方の接種

は、完治後3カ月以降の接種となります。

【ワクチンの種類】

10月19日（火）まで:ファイザー製ワクチン

10月25日（月）以降:モデルナ製ワクチン

※2回目に接種するワクチンは、1回目と同じ種類のワクチンです。

【当日の持ち物】

・接種券（切り離さず台紙ごとお持ちください）

・予診票（記入済みのもの）

・本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）

【受付日時】

10月11日（月）から当面の間

※10月20日（水）～24日（日）は受付不可

平日：午前8時45分～11時30分

　　  午後1時15分～4時30分

【対象】

12歳以上の方

【当日受付可能な医療機関】

　国は2回目のワクチン接種を終えた方を対象に、国内外の感染動向やワクチン効果の持続期間、科学的知見や諸外国の対応状況等を鑑み、３回目の追加接種を行う方針を示しました。

　区は国の方針に基づき３回目の追加接種の準備を進めています。追加接種の開始時期は、諸外国の動向や現時点で得られている科学的知見から、２回目の接種完了時期から概ね８カ月以上後

と示されています。今後の情報につきましては、北区ニュースや北区ホームページ等でお知らせします。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

p0120（761）770
受付時間：午前9時～午後9時（土・日曜、祝日も開設）

防災・危機管理課

【接種可能人数】

1日150人程度
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一部の施設の休館及びサービスの利用の休止や区の事業・イベントを中止・延期等する場合があります。
詳しくは、各施設・担当課・実施機関のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

言葉により脅かす、無視する、きょうだい間

で差別的な扱いをする、子どもの目の前で

家族に対して暴力をふるう（DV）　など

□いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り

　声がする

□不自然な傷や打撲のあとがある

□衣類やからだがいつも汚れている

□落ち着きがなく乱暴である

□表情が乏しい、活気がない

□夜遅くまで一人で家の外にいる

□地域などと交流が少なく孤立している

□小さい子どもを家においたまま外出している

□子育てに関して拒否的・無関心である

□強い不安や悩みを抱えている

□子どものけがについて不自然な説明をする

子どもについて

保護者について

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、

ポルノグラフィの被写体にする　など

乳幼児を家に残して外出する、食事を与え

ない、ひどく不潔なままにする、自動車の中

に放置する、重い病気になっても病院に連

れて行かない、他の人が子どもに暴力を振

るうことなどを放置する　など

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶ

る、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外

にしめだす　など

身
体
的

虐
待

心
理
的

虐
待

ネ
グ
レ
ク
ト

性
的

虐
待

子どもへの虐待とは・・・
子どもや保護者のこんな
サインに気づいてください？

　児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。通告は匿名で行うことも可能です。通告内容に関する秘密は守られます。

［その他の電話相談窓口］

北区子ども家庭支援センター

o（3912）1894（虐待専用）
東京都北児童相談所　

o（3913）5421　
※いずれも土・日曜、祝日、年末
年始を除く　
午前9時～午後5時

24時間365日

オレンジリボン

キャンペーンへの

ご理解をお願いします

　平成16年9月に栃木県小山市で幼い兄弟が虐待

の末に死亡した事件を契機に始まった運動です。オレ

ンジ色のリボンには「子どもへの虐待をなくす社会」

を目指したメッセージが込められています。

　児童虐待防止啓発リーフレット等を配布します。

①11月8日（月）　午後4時30分～5時30分（啓発物

品がなくなり次第終了）

h十条銀座商店街　

[協力]王子警察署、民生・児童委員、十条銀座商店街

連合会、北区社会福祉協議会、東京都北児童相談所

②11月10日（水）　午後4時～5時（啓発物品がなく

なり次第終了）

h赤羽スズラン通り商店街　

[協力]赤羽警察署、民生・児童委員、赤羽スズラン通

り商店街連合会、北区社会福祉協議会、東京都北児

童相談所

令和２年度の様子

※キャンペーンは新型コロナウイルス感染症対策に万全を期して

実施します。なお、感染状況によっては中止となることがあります。

　　　　

子育てナビ

安心ママパパヘルパー

ショートステイ・トワイライトステイ

保護者の傷病、出産、介護、冠婚葬祭、仕事などで、一時

的にお子さん（2歳から小学校6年生まで）を養育すること

ができないときに、下記の施設でお預かりします。

［預かり施設］

児童養護施設星美ホーム（赤羽台4－2－14）

子育てや保育に関する情報をお届けする窓口です。保育

サービスを分かりやすく紹介します。気軽なお話から子育ての

不安が解消されることもありますので、ぜひご利用ください。

産前産後のお母さんの心身の疲労や育児不安を軽減でき

るよう、ヘルパーが家事支援や育児支援を行います。

親子で過ごせる場所です。ほっとしたいとき、子育てに困ったとき、

誰かと話したいときなど、気軽にお立ち寄りください。さまざまなイベ

ントを行っています。

o（ 6 9 0 3 ）0 5 1 1

（祝日、年末年始を除く

午前9時30分～

午後5時30分）

子子 育育 てて 支支 援援 ササ ーー ビビ スス

ああ そそ びび のの ひひ ろろ ばば

[休日・夜間・年末年始の連絡先] 
東京都児童相談センター　

o（5937）2330
または最寄りの警察署へ

～あなたの 1本の電話で救われる
子どもがいます～

11月は児童虐待防止

推進月間

11月は児童虐待防止

推進月間

子ども（0歳～18歳未満）と子育てに関する相談

なら、どなたでもご利用できます。内容についての

秘密は守られます。

［電話相談］o（ 3 9 2 7 ）0 8 7 4

（月～土曜　午前9時30分～ 午後5時）

※来所相談可（予約制）

総総 合合 相相 談談

子どもへの
接し方が
わからない

子育ての悩みを
相談できる人が
いない

子どもが言うことを
聞かないので
怒鳴ってしまう

東京都児童虐待防止

推進キャラクター

OSEKKAIくん

乳幼児ショートステイ

保護者が病気、出産、出張や育児疲れなどで、一時的に

お子さん（2歳未満）をみることができないときに、下記の

施設でお預かりします。

［預かり施設］日本赤十字社医療

センター附属乳児院（渋谷区広尾

4－1－1）

ファミリー・サポート・センター

育児のお手伝いをしてほしい方（ファミリー会員）と地域

で育児のお手伝いをしたい方（サポート会員）を結ぶ会員

制の育児支援ネットワークです。事前登録が必要です。

［育児支援の例］保育園の送迎、学童保育終了後の預かり

など　※詳しくはお問い合わせください。

［ファミリー・サポート・センター事務局］

o（3912）190 9

街頭オレンジリボンキャンペーン

[ファミリー・サポート・センター以外のサービス]

［申込先］北区子ども家庭支援センター

o（6903）051 1　



区分 会場 実施日 詳しくはこちら

北区医師会
医療電話相談

［時間］午後1時20分～

2時50分

m（5390）3131

北区保健所　m（ 3 9 1 9 ）3 1 0 1　n（ 3 9 1 9 ）5 1 6 3

HIV検査予約専用電話　m 0 8 0（ 3 5 1 9 ）2 7 6 6

1日
8日
15日
22日
29日

婦人科
内科
内科
外科
内科

3日
10日
17日
24日

休み
整形外科
小児科
皮膚科

5日
12日
19日
26日

眼科
耳鼻咽喉科
内科
内科

王子

赤羽

滝野川

滝野川

19日（金）

18日（木）

12日（金）

5日（金）

精神保健相談（予）

専門医相談（依存症等）（予）月 水 金

区分 対象 実施日 受付時間 結果日

ＨＩＶ検査（即日検査）（予）

ＨＩＶ検査（即日検査）（予）

一般（個人）

区内在住、在勤、
在学の方

9日（火）
16日（火）
30日（火）

8日（月）

一般（個人） 29日（月）
午後1時～1時45分

午前9時～午後3時
15日（月）以降
22日（月）以降
12月6日（月）以降

疑陽性の場合は
15日（月）
疑陽性の場合は
12月6日（月）

検査当日

※腸内細菌検査（検便）
(赤痢菌・チフス菌・O157など)

梅毒検査(即日検査）
(当日HIV検査を受ける
方で希望する方）

※容器の事前受け取りをおすすめしています。多人数の申込は、事前にお問い合わせください。
◎令和３年度は、新型コロナウイルス感染予防対策として保健所では肝炎検査を行わないことにな
りました。北区から委託を受けた医療機関で肝炎検査は行えますので、保健予防課結核感染症係
☎（ 3 9 1 9 ）3 1 0 2  に電話でお申込みください。
◎HIV検査・梅毒検査は新型コロナウイルス感染症予防対策として中止となる場合があります。

※相談・予約は各健康支援センターへお問い合わせください。

11

月
の

電
話
相
談

長生きするなら北区が一番

月の健康に関する事業月の健康に関する事業11

家族介護者教室

「お薬と上手につきあう為の話」 

北区高齢者いきいきサポーター

登録説明会

日テレ･東京ヴェルディベレーザ

北区民親子観戦DAY

親子の外遊びを応援！どんぐり遊び！

全国ひとり親世帯等調査にご協力

ください

①ひよこママのオンライン相談

②ひよこママのオンラインミニ講座＆

おしゃべりカフェ（Zoomを使用）

離婚前後の法律講座とそらまめ相談室

（ひとり親家庭等相談室）の土曜出張相談

子育てセミナー

「子育て体験発表会」

～あなたの子育て大丈夫？～

産前産後のママ仲間と話そう

Vol.3

子どものためのおはなし会子どものためのおはなし会

　この欄は、区の事業ではありません。
内容については、当事者間で責任を持っ
ていただきます。入会等、申込の際は十分
にご留意ください。区は関知しません。
［略号］（入）…入会金
［PR］…各サークルのPR文
※費用の記載がない場合は無料です。
a広報課（区役所第一庁舎３階１番）
☎（３９０８）１１０２

区民の伝言板

味の素フィールド西が丘で開催される、日

テレ･東京ヴェルディベレーザホームゲーム

に特別招待します。　※保護者の方の申込

（チケット有料）が必須となります。

第10節大宮アルディージャVENTUS戦

11月20日（土）　午後2時試合開始

※対象席種：バックB席

d区内在住、在学の中学生以下の方

g200名（申込順）

※1回の申込で中学生以下3名、大人2名ま

で申込可

i中学生以下無料、大人1,000円

l右記コードで申込

a東京ヴェルディ株式会社

o（ 3 5 1 2 ）1 9 6 9

kticket@verdy.co.jp

c①11月7日（日）　午前10時30分～午後

5時

②11月1日（月）・8日（月）・15日（月）・21日

（日）・22日（月）　午前10時30分～午後5時

h①桐ケ丘中央公園（桐ケ丘2－7）

②中央公園拡張部（十条台1－2－5）

※中央図書館横

※詳しくはホームページをご覧ください。

　　＝以下、①②共通＝

l当日、直接会場へ

a北区で子どもの遊ぶ場をつくる会

o 0 9 0（ 1 7 6 7 ）9 0 9 4

jhttps://kita-asobo.jimdofree.com/

子ども未来課次世代育成係

o（ 3 9 0 8 ）9 0 9 7

国が11月1日を調査実施日として、全国の

母子世帯、父子世帯及び父母のいない児童

のいる世帯（養育者世帯）の生活の実態を把

握し、福祉対策の充実を図るための基礎資

料を得ることを目的とし実施する統計法に基

づく一般統計調査です。

10月下旬より調査員証を携行する調査員

が被調査世帯を訪問して調査票を配付し、郵

送により調査票の回収を行います。

d平成27年国勢調査により設定した調査

区から無作為に抽出した母子世帯、父子世帯

や養育者世帯

a生活福祉課相談係　o（3908）1142

令和3年度北区地域づくり応援団事業

d①プレママ～生後4カ月まで

②プレママ～生後12カ月まで

c①②とも毎月第4土曜

e①お産前や育児のスタートにあわせ、ママ

の心配事などの相談、妊娠中の過ごし方、抱

き方寝かせ方、授乳の仕方、沐浴のコツ

②ミニ講座（赤ちゃんの過ごし方夏・冬、妊娠

編、お産編、産後編）とおしゃべりカフェ

i①1,500円（30分）　

②500円（90分）

l右記コードから仮予約

a（一社）はあとほっと　米本

o 0 8 0（ 9 6 8 5 ）5 8 5 4

jhttp://hearthotmama.club/

主催　北区教育委員会

d区内在住で、ひとり親家庭の保護者の方

（予定の方を含む）

ce11月20日（土）

①法律講座…午後1時30分～3時30分

②土曜出張相談…午後3時40分～5時

h①北とぴあ9階901会議室

②8階806会議室

g①20名・託児（就学前まで）6名

②4名（いずれも申込順）

l11月19日（金）までに電話

または専用ホームページで申込

abそらまめ相談室

o（ 3 9 0 8 ）1 3 6 3

後援　北区教育委員会

d子育てで悩んでいる方、関心がある方

c11月7日（日）　午後2時～3時45分

h北とぴあ14階スカイホール

e講話と質疑応答

f倫理研究所参事　鶴川文子氏

g100名（申込順）

※お子さん連れ可、保育無し

i300円　l電話申込

ab家庭倫理の会北区

山本　o 0 8 0 ( 1 0 7 9 ) 6 8 9 5

庄司　o 0 8 0 ( 5 6 5 2 ) 3 9 1 4

後援　北区教育委員会

d産前産後のママ、子連れママ

c11月8日（月）　午前10時～11時

hいろむすびcafe（中十条4－17－1コトニ

ア赤羽1階）

e産前産後のママを対象として、赤ちゃんの

月齢別におすすめのおもちゃ選びと読み聞

かせの絵本選びをテーマに、ママ同士の交流

を行います。

i1,500円（1ドリンク付き）

l11月5日（金）までに下記コードの申込

フォームまたはEメール（記入例参照。お子さ

んの氏名、お住いの地区も記入）で申込

abいろむすびcafé

o 0 8 0（ 4 7 9 9 ）3 1 7 1

kcafe@iromusubi.com

d区内在住の方、介護者または家族が区内

在住の方

c11月11日（木）　午後1時30分～2時30分

h赤羽文化センター第3学習室（赤羽西1－

6－1－301）

e在宅介護における薬剤師からのアドバイス

fウメザワ薬局管理薬剤師　梅澤隆枝氏

g15名（申込順）

l11月1日（月）午前10時から電話申込

ab西が丘園高齢者あんしんセンター

o（ 5 9 2 4 ）7 7 1 5

d区内在住で65歳以上の方

c11月19日（金）　午前10時～11時30分

h北区NPO・ボランティアぷらざ　交流コー

ナー（北とぴあ4階）

eいきいきサポーター受入施設でのボラン

ティア活動時間に応じて交付金（上限あり）

を申請できる制度についての説明後、希望者

は登録申請を行います。

［持参する物］介護保険被保険者証

g8名（申込順）

l10月20日（水）午前10時から電話申込

abNPO法人東京都北区市民活動推進機

構（北区NPO・ボランティアぷらざ内）（月

曜、祝日休館）　o（ 5 3 9 0 ）1 7 7 1

（予）…予約制

王子健康支援センター　　o（ 3 9 1 9 ）7 5 8 8　n（ 3 9 1 9 ）5 1 6 3

赤羽健康支援センター　　o（ 3 9 0 3 ）6 4 8 1　n（ 3 9 0 3 ）6 4 8 6

滝野川健康支援センター　o（ 3 9 1 5 ）0 1 8 4　n（ 3 9 1 5 ）0 1 7 1

申込はこちら

申込はこちら

詳しくはこちら

申込はこちら

区内各図書館で、赤ちゃん向け、幼児向けなどのおはなし会・紙芝居を行っています。

11月中に行われるおはなし会の日程など詳しくは下記コードまたは図書館ホーム

ページをご覧いただくか、お問い合わせください。

a各図書館

詳しくはこちら

●香音二胡の会　c毎月2回月曜　午後2時

～4時30分h赤羽文化センターi（入）2,000

円、1回3,000円［PR］楽しく二胡を奏でましょ

う。ボランティア演奏なども

a佐藤☎090（2215）6859

●北陶会　陶芸d20歳以上の方c毎月第1・3

火曜　午後1時30分～4時30分h滝野川文化

センターi（入）1,000円、1カ月3,500円［PR］世

界で1つのオリジナル陶器を作りませんか

a三好☎090（1736）1539

令和３年１０月２０日（５）j https://www.city.kita.tokyo.jp/

北区ニュースは、毎月3回発行しています。1日号と10日号は町会・自治会を通して配布、20日号は㈱読売IS☎（5916）7088がお届けします。



歳入歳出決算が認定されました歳入歳出決算が認定されました令和２年度令和２年度

特別区税
308億7,773万７千円

(16.1%)

特別区税
308億7,773万７千円

(16.1%)

特別区交付金
509億1,487万円

(26.5%)

特別区交付金
509億1,487万円

(26.5%)
国・都支出金

803億9,938万８千円
(41.9%)

国・都支出金
803億9,938万８千円

(41.9%)

a財政課　o（ 3 9 0 8 ）1 1 0 5

北区の会計を普通会計ベース（※）で性質別に見ると、特別定額給付金給付事

業等、さまざまな新型コロナウイルス感染症対策を講じたことなどにより、その他

経費（補助費等、物件費、繰出金など）の割合が大きく増加したことから、義務的

経費（人件費、扶助費、公債費）の割合は前年度から7.9ポイント低下し、42.8％と

なりました。

なお、実質的な義務的経費である、医療・介護保険等に係る特別会計への繰出

金を加えると、51.0％になります。

また、道路・公園などの土木施設や教育施設などの建設事業に係る経費である

投資的経費は、学校改築事業量の減により学校改築事業費が減となったことな

どから、前年度から3.4ポイント低下し、9.2％となりました。

※普通会計とは地方公共団体ごとに少しずつ異なる会計の項目を、統一的な基

準で分析できるよう再構成したものです。

令和2年度に行った主な事業を、北区基本計画2020と北区中期計画（令和2～4年度）に

基づき、「3つの優先課題」に沿ってお知らせします。

地震・風水害に強い安全・安心なまちづくりに全力

○大規模水害への対応強化……………………………………………………1,396万８千円

大規模水害避難行動計画策定に向け、ワークショップ等により、区民との意見交換を重ね

たほか、水害対策の基本的な考え方を台風シーズン到来前に情報発信

長生きするなら北区が一番

○いきがい活動センターの開設 ………………………………………… 2億2,218万8千円

人生100年時代に向けた新たな活動拠点として「いきがい活動センター」を設置

子育てするなら北区が一番

○妊娠期から子育て期の切れ目のない支援 …………………………………4,497万4千円

産後デイケア事業の対象施設数等の拡大と自己負担の引下げをはじめ、乳幼児を対象と

したショートステイ事業の開始や産前産後の母親をサポートする専門支援員を導入

その他

○応援サポーター基金の活用………………………………………………………… 50万円

集中豪雨や台風に備え、世帯ごとに避難計画を決めておく「マイ・タイムライン」の普及事

業を実施

国や都の財源なども活用し、区民や事業者等に対するさまざまな新型コロナウイルス感

染症対策に取り組みました。令和3年度も引き続き、新型コロナ対策に取り組みます。

令和2年度の主な新型コロナ対策事業

①新型コロナウイルス感染防止対策 …………………………………………………5.6億円

感染症対策物品等の購入、介護サービス事業者等への給付金の給付等

②検査体制・医療提供体制の整備 ………………………………………………… 26.4億円

PCR検査体制の整備、緊急的な医療機関への支援等

③区民生活への支援……………………………………………………………… 372.6億円

区独自の新生児臨時特別給付金などの給付、全国一律の特別定額給付金の給付等

④経済活動の支援…………………………………………………………………… 10.2億円

中小企業者への緊急資金融資あっせんなど事業継続の支援、指定管理者への施設利用

料等の減収補てん等

⑤学校臨時休校等に伴い生じる課題への対応………………………………………4.2億円

家庭学習の支援、修学旅行キャンセル料の負担等

⑥行政のデジタル化、キャッシュレス化など …………………………………………4.0億円

テレワーク環境の整備、ウェブ会議システムの導入等

合計 ……………………………………………………………………………… 423.0億円

※令和3年度への繰越事業分を含む見込額です。

歳入決算額は1,919億8,034万８千円、対前年度比359億696万円、23.0%の増となり、

過去最大の決算規模となりました。特別区交付金が45億9,341万８千円の減となった一方、

国・都支出金が特別定額給付金給付事業の実施などにより、410億9,713万３千円の大幅

な増となったことや、特別区税が6億5,892万3千円の増となったことなどによるものです。

歳出決算額についても1,850億9,374万円、対前年度比334億20万2千円、22.0％の増

となり、過去最大の決算規模となりました。特別定額給付金給付事業の実施により総務費が

大幅な増となったことや、保育所待機児童解消や子育て世帯等への臨時特別給付金事業の

実施等により福祉費が増となったことなどによるものです。

皆さんが納めた税金や国・東京都からの補助金・交付金などが区の収入としてどのくらい入り

（歳入）、それをどのように使ったか（歳出）を示すことを決算といいます。

地方自治法の規定により監査委員の審査を経たのち、9月13日から10月8日にかけて開かれ

た北区議会定例会において、令和2年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算が認定されま

した。

※端数処理により、合計が一致しない場合があります。

歳入総額 1,919億8,034万８千円　[収入率98.5％]

※収入率…予算総額に対する収入済額の割合

歳出総額（目的別） 1,850億9,374万円　[執行率95.0％]

歳出総額（性質別）普通会計ベース 1,835億2,142万６千円

※執行率…予算総額に対する支出済額の割合

福祉費
844億8,101万7千円

(45.6%)

福祉費
844億8,101万7千円

(45.6%)

総務費
528億7,897万1千円

(28.6%)

総務費
528億7,897万1千円

(28.6%)

一般会計決算の概要

新型コロナウイルス感染症対策 令和 2 年度の主な事業

ふるさと納税は、ふるさとや地域団体のさまざまな取り組みを応援する仕組みとして、創

設されました。しかし、ワンストップ特例制度の創設や、自治体間の返礼品競争による返礼品

目的の寄付の増加などにより、ここ数年、北区の特別区民税における減収額（令和3年度：約

ふるさと納税制度に歪みが生じているため、国に制度の見直しを求めています

特別区債
32億6,300万円

(1.7%) 教育費
160億5,288万２千円

(8.7%)

公債費
34億7,442万９千円

(1.9%)

土木費
132億4,426万４千円

(7.2%)

環境費
50億2,991万円

(2.7%)

衛生費
52億3,246万1千円

(2.8%)

繰入金
68億1,367万６千円

(3.6%)

地方消費税交付金
73億2,795万７千円

(3.8%)

公債費
33億8,996万６千円

(1.8%)
繰出金

149億7,969万３千円
(8.2%)

物件費
247億6,557万７千円

(13.5%)

補助費等
445億9,209万円

(24.3％)

その他
36億4,611万５千円

(2.0％)

監査報告から

地方自治法の規定により審査した結果、計算はすべて正確に行われ、過誤なく収支

は命令に符合していました。また、事務手続きは、法令に違反していないものと認め

られました。
東京都北区監査委員

その他
123億8,372万円

(6.4%)

その他
123億8,372万円

(6.4%)

その他
46億9,980万６千円

(2.5%)

その他
46億9,980万６千円

(2.5%)

普通会計決算の概要

人件費
252億7,246万４千円

(13.8%)

人件費
252億7,246万４千円

(13.8%)

投資的経費
169億1,750万６千円

（9.2％）

投資的経費
169億1,750万６千円

（9.2％）
義務的経費

786億2,044万５千円
（42.8％）

義務的経費
786億2,044万５千円

（42.8％）

その他経費
879億8,347万５千円

（48.0％）

その他経費
879億8,347万５千円

（48.0％）

扶助費
499億5,801万５千円

(27.2%)

扶助費
499億5,801万５千円

(27.2%)

13億円）は増加しています。ふるさと納税による減収額は、北区など特別区では、国からの

地方交付税による補填はないため、特別区民税は純減となります。このまま減収が続けば、

区民サービスの低下を引き起こしかねません。このため、国に制度の見直しを求めています。

令和３年１０月２０日（６） 区役所の交換台 o （3908）1111

記
号
の
見
方

北区ニュースは区の施設・駅広報スタンド・赤羽郵便局・王子郵便局・ファミリーマート（一部店舗を除く）・マルエツ田端・マルエツプチ上中里店
に置いてありますので、ご利用ください。



281円

272円

184円

75円

72円

28円

安全・安心、防災対策や区民施設の管理運営などに

高齢の方や障害のある方などのために

保育園や児童館の運営などに

小学校、中学校、幼稚園などの運営に

公園や道路の整備などまちづくりに

健康づくりや健康診断などに

国民健康保険事業会計

介護保険会計

後期高齢者医療会計

27円

19円

17円

16円

4円

5円

清掃事業や環境・リサイクル対策などに

特別区債の償還などに

商工業の振興などに

図書館、体育施設の運営などに

区議会の運営に

その他（基金の積立など）

350億5,732万2千円

334億2,239万3千円

90億250万4千円

会計

科目 金額 金額科目

収入済額 収入率 支出済額 執行率

98.6%

90.8%

99.4%

344億8,966万8千円

310億7,057万1千円

87億6,988万2千円

97.0%

84.4%

96.9%

北区の比率 

早期健全化基準 

財政再生基準

区分 実質公債費比率 将来負担比率

△3.0

25.0

35.0

連結実質赤字比率

－

16.25

30.00

実質赤字比率

令和元年度

6,996億円

354,222人

198万円

7,040億円

352,638人

200万円

令和２年度区分

－

11.25

20.00

－

350.0

（単位：％）

範囲と財務書類

貸借対照表

行政コスト計算書

純資産変動計算書

資金収支計算書

貸借対照表

行政コスト計算書

純資産変動計算書

資金収支計算書

貸借対照表

行政コスト計算書

純資産変動計算書

資金収支計算書

4つの財務書類

３つの範囲 一般会計等 全体 連結

【資産の部】

固定資産

有形固定資産

事業用資産

インフラ資産

物品

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

徴収不能引当金

【負債の部】

固定負債

地方債

長期未払金

退職手当引当金

損失補償等引当金

その他

流動負債

1 年以内償還予定地方債

未払金

未払費用

前受金

前受収益

賞与等引当金

預り金

その他

【純資産の部】

固定資産等形成分

余剰分（不足分）

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計703,953 703,953

668,518

620,656

374,139

245,571

946

158

73

85

47,704

153

2,632

31

45,291

29

△ 432

35,435

12,707

1,868

2,301

18,928

△ 370

40,447

24,736

－

15,327

－

384

7,456

3,060

－

4

－

128

1,287

2,669

309

47,903

689,748

△ 33,698

656,050

資産合計

北区の総人口

一人当たり資産額

令和元年度

474億円

354,222人

13.39万円

479億円

352,638人

13.58万円

令和２年度区分

負債合計

北区の総人口

一人当たり負債額

万円 区民一人当たりの資産額

250

200

150

100
R1 2 年度

＋２万円

万円 区民一人当たりの負債額

15

14

13

12
R1 2 年度

＋1,900円

国 保

国民年金

負債には…

・地方債（自治体の借金）

・引当金（退職手当、賞与等）

などが含まれます

資産には…

・土地、建物（庁舎、学校等）

・基金（財政調整基金等）

などが含まれます

ふるさと北区財政白書ふるさと北区財政白書

◆出産育児一時金の支給

北区国民健康保険に加入している方が出産（妊娠85日以上で死産、流産の場合を含む）

したとき、出産育児一時金として42万円を世帯主に支給します。

原則として、北区国民健康保険が出産育児一時金を病院などに直接支払います（直接支

払制度）。なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入し、資格を喪失してか

ら半年以内の出産については、前の健康保険から支給される場合があります。その場合は、

前の健康保険に申請をしてください。

出産費用が42万円に満たない場合は、差額分を世帯主に支給します。出産から2～3カ月

後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。

直接支払制度を利用しない場合は、出産費用の全額を病院などに支払った後に、出産育

児一時金の申請をしてください。

申請に必要なものはお問い合わせください。

◆葬祭費の支給

北区国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀代金を支払った方（領収書の宛

名の方）に、葬祭費として7万円を支給します。ただし、交通事故などで相手方から補償があ

る場合などは、北区国民健康保険から支給されないことがあります。

◆10月下旬にジェネリック医薬品個別差額通知を送付します

d北区国民健康保険の被保険者（18歳以上）で、生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬

品を服用しており、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担額が一定以上減

額になる可能性がある方。

　　＝以下、共通＝

a国保年金課国保給付係　o（ 3 9 0 8 ）1 1 3 2

◆国民年金保険料の免除等の期間がある方へ

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険

料を全額納めた方と比べ、65歳から受け取れる老齢基礎年金の受給額が少なくなります。

年金額を増やすために、免除等の期間の保険料については、10年以内であれば遡って納

めること（追納）ができます。

※追納の申し込みは年金事務所のみの対応となりますので、ご注意ください。

※詳しくはお問い合わせください。

a北年金事務所　　　　　o（ 3 9 0 5 ）1 0 1 1

a国保年金課国民年金係　o（ 3 9 0 8 ）1 1 4 0

財務書類のうち貸借対照表とは、区が行政サービスを提供するために保有している

資産と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを示すものです。

負債は、将来世代にどの程度の負担を残しているかを示しています。

北区では、区の財政状況を区民の皆さんへ分かりやすく説明するため、次の指標に着目して分析

を行っています。

▶　①資産形成度　②世代間公平性　③持続可能性（健全性）　④効率性　⑤弾力性　⑥自律性

以下では、①資産形成度、③持続可能性（健全性）についての分析を紹介します。

平成20年度から、地方財政健全化法に基づき、決算をもとに財政健全化判断比率を算出

して、監査委員の審査に付した後、区議会に報告し、区民の皆さんに公表することが義務付

けられました。

令和2年度決算に基づき算定した北区の比率は、審査の結果、いずれの比率も早期健全

化基準を下回っており、財政が健全であることが認められました。

※1,000円の使い方には、職員給与費として計122円がそれぞれの目的に含まれています。

北区では、国が定めた統一的な基準に基づき、３つの範囲で４つの財務書類を作成しています。

▶　「３つの範囲」　　　①一般会計等　②全体　　　　　　 ③連結

▶　「４つの財務書類」　①貸借対照表　②行政コスト計算書　③純資産変動計算書　④資金収支計算書

ここでは、令和２年度の全体財務書類のうち、貸借対照表の要旨と指標分析の一部を紹介します。

その他の財務書類や指標分析は、「ふるさと北区財政白書　令和２（2020）年度決算」でご覧になれます。

※実質赤字額または連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率または将来負担比率が算定

されない場合は「－」となります。

令和２年度北区決算にみる1,000円の使い方

財務書類から分かる区財政の状況

特別会計決算

財政健全化判断比率の公表

※ふるさと北区財政白書は、区政資料室（区役所第一庁舎１階）、図書館、地域振興室のほか、ホームページでご覧になれます。（北区ホームページ　　　　　　　　　　　　 で検索）

財務書類 指標分析

①資産形成度　－北区の資産はどのくらいあるのか－

令和２年度全体貸借対照表の要旨（令和3年3月31日現在） （単位：百万円）

※端数調整により、合計が一致しない場合があります。

区民一人当たりの資産額

※各年度3月31日現在の住民基本台帳人口により算出して
います。

資産合計：シルバーピア滝野川建設などによる増

北区人口：転出者の増などによる減

区民一人当たり資産額　200万円

③持続可能性（健全性）　
－北区の財政に持続可能性はあるのか（どのくらい借金があるか）－

区民一人当たりの負債額

※各年度3月31日現在の住民基本台帳人口により算出して
います。

負債合計：退職手当引当金の増などによる増

北区人口：転出者の増などによる減

区民一人当たり負債額　13.58万円

令和３年１０月２０日（７）j https://www.city.kita.tokyo.jp/



東田端一丁目商店会
田端新町仲通り商店会

田端駅通り商振組

田端高台通り商店会
田端銀座商振組
霜降銀座栄会
西ケ原商店街
滝三通り商店会
滝野川馬場商店会
滝野川八幡通り商店会

宮元商店会

御代の台仲通り商店会

滝野川市場通り商振組
滝野川さくら通り商栄会
滝野川銀座商店会
きつね塚商店会
森下通り商店会
王子銀座商振組
北とぴあ通り商店会
豊川学校通り商店会
豊島中央通り商振組
東豊名店街
神谷橋庚申通り商店会
東十条銀座商店街協同組合
東十条商振組
豊島一丁目築地通り商店会

豊島いなり通り商店会
十条銀座商振組
十条富士見銀座商振組
十条中央商振組
十条仲通り商店会
いちょう通り十条駅西口商店会
神谷銀座商友会
神谷商工睦会
桐ケ丘商業協同組合
志茂銀座商店会
志茂光栄会商店街
志茂七溜商店会
志茂平和通り商店街

志茂スズラン通り商店街

赤羽西口本通り商店会
赤羽西口駅前商店会
ビビオ店舗会

浮間庚申通り商店会

浮間中央駅前商店会
浮間本町商店会

浮間銀座商店会

赤羽スズラン通り商振組
赤羽中央街商振組
赤羽一番街商振組
アピレ会

蕎麦浅野屋
㈲島屋
谷田橋薬局
保健堂薬局
三島屋魚店
銀商会館
しーちゃんコミュニティーサロン

（元）足立屋ふとん店
大都建設工業（株）
山田屋加藤商店
八幡通り児童遊園
美好
はやせクリーニング店
川直商店
フクダヤ
商店街事務所（市場通り本陣）
ブティックRIZ（リズ）
セブンイレブン滝野川６丁目店
クリーニングダンディ
㈱UTNワイン&ダイニングオルレアン
商店街事務所
タゲンダイニングカフェ
善光寺別院前
商店街事務所
ミートグルメ半田
長谷部寝具店
商店街事務所
商店街事務所
高橋青果店

太洋製菓店ヤマザキ
商店街事務所
雄飛堂十条薬局
商店街事務所
インテリア栗田
大吉飯店
オギノ食品
堀青果店
桐ケ丘中央商店街中庭
上野商店
(元）白根米店
こくぼ煙草店
伊勢屋前
サイトウ質店
目黒宝石店
マエノ薬局本店

ビビオ正面入口

商店会事務所（旧）大家酒店
水塚酒店
やまびこ商店
栃木屋酒店
ファミリーマート浮間一丁目店
五十嵐電気商会
スズラン会館横ポケットパーク
商店街事務所前
商店街事務所前
赤羽アピレ特設会場

東田端1－7－7
田端新町3－4－11
田端2－1－17
田端2－7ー2
田端5－8－15
田端3－7－8
西ケ原1－62－8
西ケ原3－60－9
滝野川1－9－3
滝野川2－42－2
滝野川5－10－1
滝野川5－15－5
滝野川5－23－6
滝野川6－39－11
滝野川6－45－2
滝野川7－30－10
滝野川7－2－7
滝野川6－83－5
滝野川6－75－5
岸町1－1－11－2F
王子2－30－1
王子1－10－9
北区豊島3－4－9
北区豊島4－4－9
北区豊島5－5－6－118
北区豊島8－20－1
東十条3－10－15
東十条3－15－6
北区豊島1－21－12

北区豊島2－8－4
十条仲原1－4－8
十条仲原2－7－5
上十条1－16－6
上十条3－29－12
上十条2－7－12
神谷2－23－14
神谷2－29－2
桐ケ丘1－9
志茂4－6－16
志茂2－16－16
志茂4－11－10
志茂2－56－1
志茂2－40－3
志茂2－49－4
赤羽西1－2－10

赤羽西1－6－1

浮間3－9－8
浮間4－8－18
浮間4－14－24
浮間2－24－20
浮間1－7－6
浮間3－1－39
赤羽2－10－1
赤羽1－29－9
赤羽1－23－6
赤羽西1－5－1

商店街 販売所 所在地 商店街 販売所 所在地

②区民協働講座「クリスマスを花で飾ろう～玄関に飾るスワッグ、クリスマス
ハーバリウム、テーブルフラワー作り～」

④区民講座
　「スマホ・タブレットでオリジナルの動画を作成してみよう！」

d4歳以上で彫刻に興味のある方　※小学生までは保護者同伴　c11月27日（土）　午前10時～午後4時　※雨天時11月28日（日）

hココキタ（北区豊島5－3－13）、板橋駅前広場　e彫刻のまち北区で手のひら彫刻制作（アートメダル）とメンテナンスにチャレンジ！区内の著名な

彫刻を訪ね、美術館ではさわれない作品をさわろう。　f宮坂慎司（筑波大学）、黒川弘毅（武蔵野美術大学）、篠原聰（東海大学）

g10名（応募多数の場合は抽選）　i無料（交通費都バス210円及び希望者はアートメダルブロンズ鋳造費3,000円別途必要）

l11月11日（木）までに右記申込フォーム（https://forms.office.com/r/UxsZPfGgBD）から申込

ab東海大学松前記念館（篠原）

jhttps://kitabunka.or.jp/cocokita/event_information/　kinfo.kinenkan@tsc.u-tokai.ac.jp

d区内在住、在勤、在学の方（「世界遺産の魅力！」に初めて申込みされる方優先）

c11月18日（木）　午前10時30分～正午　e文化遺産と自然遺産が存在する南ヨー

ロッパの世界遺産から、基礎知識について学びます。

fNPO法人世界遺産アカデミー認定講師　秋田英光氏　g20名（抽選）

l往復はがき（記入例参照）で、11月10日（水）（必着）まで

d区内在住、在勤、在学の方　c11月25日～12月16日（12月9日

を除く）　毎週木曜　計3回　午前10時～11時55分　f
ゆき

幸フラワー

教授　林　一恵氏　［協力］フラワーサークル ボヌール

g13名（抽選）　i4,500円（教材費全回分）　lはがき、ファクス

（記入例参照）、電話または直接窓口で、11月17日（水）（必着）まで

dパソコンをお持ちの方で、インターネット環境のある方

c11月11日（木）　午後2時～4時　eミニセミナー「Zoomの基本操作

を練習しましょう！」　※参加方法は別途お知らせします。

f堀　愛弓氏　g10名（申込順）　i1,700円

l申込コードまたは直接窓口で申込後、参加費納入〔11月4日（木）締切〕をもって受付完了

d区内在住、在勤、在学でスマートフォンまたはタブレットをお持ちの方

c11月27日～12月18日　毎週土曜　計4回　午後2時～4時

e写真や動画を編集する技術を学びます。

fT‘s Service　徳光信繁氏　g12名（抽選）

lはがき、ファクス（記入例参照）、電話または直接窓口で、11月19日（金）（必着）まで
　　＝以下、①～④共通＝

ahb〒114－0033　十条台1－2－1　中央公園文化センター（月曜、祝日休館）　o（ 3 9 0 7 ）5 6 6 1　n（ 3 9 0 7 ）5 6 6 6

c11月17日（水）　午後6時半～9時（予定）

h北とぴあ2階さくらホール

e「渋沢栄一と明治維新」をテーマに、豪華ゲストが贈

る笑いと歴史のエンターテインメント。大河ドラマで話題

の渋沢栄一をもっと知りたい方、必見です。

［出演］仲八郎（東京ボーイズ）

［ゲスト］三遊亭好楽、ナイツ、マギー司郎

g650名（全席指定）　i4,000円

［販売場所］北とぴあ1階チケット売場、チケットぴあ

a大有企画　o（ 3 8 0 1 ）6 7 9 9

c11月20日（土）　午後5時30分～7時30分（予定）（午後5時開場）

h北とぴあ2階さくらホール

e日米の人形交流を通して「平和の心は子供から」と日本国際児童親善会を創立し、

青い目の人形と黒い目の市松人形の交換を行った渋沢翁。どのような人形交流だった

のか、そして人形たちは今どうしているのかを渋沢翁が生きた時代

背景と共に、芝居、踊り、歌の数々で伝える公演です。

i［前売り］3,500円　［当日］3,800円

［販売場所］北とぴあ1階チケット売場

a歌で伝える歴史文化の会　

o・n（ 3 9 0 6 ）1 9 8 4　kamsa@jcom.zaq.ne.jp

d区内在住の65歳以上（昭和32年4月1日以前

に生まれた）の方　※購入時に公的証明書〔運転

免許証・健康保険証・マイナンバーカード（個人番

号カード）など〕をご提示いただき、住所、年齢を確

認します〔証明書【コピー不可】の提示があれば、

代理人にも販売します。代理購入は2名分まで〕。

c11月6日（土）　午前10時から（完売次第終了）

※販売開始時刻前より整理券を配付する場合が

あります。

h右表のとおり

i1万円（1冊…500円券25枚綴り。1名1冊まで。

1万冊を販売）

〔商品券が利用できるお店（商品券取扱店）〕

約1,000店

（取扱店にはステッカーが貼ってあります）

※店名など詳しくは、北区商店街連合会事務局ま

でお問い合わせください。

［有効期限］令和5年3月31日

［注意事項］商品券は、商品の購入、サービスの提

供などに利用できます。また、おつりがある場合は

お渡しします。ただし、ビール券などの金券類、プ

リペイドカード等の換金性の高いものは購入でき

ません。

a北区商店街連合会事務局　o（5390）1200

　産業振興課商工係　　　　o（5390）1235
※上記販売所は、変更になる可能性があります。　〔略号〕商振組…商店街振興組合

販売所一覧

25％プレミアム付き「北区内共通商品券」を販売します。

1万円で1万2,500円分！　高齢者向け特別販売1万円で1万2,500円分！　高齢者向け特別販売

主催　「渋沢栄一と青い目の人形」文化交流実行委員会

共催　歌で伝える歴史文化の会

東京北区渋沢栄一プロジェクト推進助成対象事業

渋沢栄一と

　青い目の人形～Friendship Dolls～
主催　ナカハチ友の会

東京北区渋沢栄一プロジェクト推進助成対象事業

渋沢栄一翁祭り2
ナカハチ・オン・タイム＃16

中央公園文化センター講座

申込はこちら

①区民講座「世界遺産の魅力！～南ヨーロッパを旅するように探るPartⅠ～」 ③PC特別講座「お楽しみPCサロン」（オンライン開催）

共催　筑波大学つくばアートメダルプロジェクト・
　　　北区文化振興財団彫刻を触る☆体験ツアー　彫刻をつくってさわってみて楽しむ

申込はこちら

令和３年１０月２０日（８） 区役所の交換台 o （3908）1111



　区民の皆さんから、区政への意見・要望・

提案などをお聴かせいただくはがき・封書を

用意しています。お寄せいただいた声をでき

るだけ区政に反映させるよう、区長をはじめ

全職員が努力してまいります。どうぞご活用

ください。また、北区ホームページでも、区政

へのご意見、各課への問い合わせを受け付

けています。

［設置場所］区民相談室（区役所第一庁舎3

階2番）、区民センター、地域振興室、区民事

務所、図書館、北とぴあなど

a広報課広聴担当　o（ 3 9 0 8 ）1 1 0 2

●障害者福祉センター

c①11月3日（祝）　②11月23日（祝）

e施設内点検のため利用できません。

a障害者福祉センター　o（3905）7111

●赤羽文化センター臨時休館日

c①11月8日（月）　②11月16日（火）

e①予約システム停止日のため　

②施設保守点検・定期清掃日のため、施設の

利用及び利用申込の受付はできません。

a赤羽文化センター　o（3906）3911

［募集職種］技能Ⅵ（作業Ⅲ）　※清掃作業等

※詳しくは、北区ホームページをご覧ください。

l11月4日（木）（当日消印有効）まで

［一次選考日］11月23日（祝）

※募集案内及び申込書は、職員課（区役所第

一庁舎3階8番）、区民事務所、図書館等にあ

ります。北区ホームページか

らもダウンロードできます。

ab〒114－8508

（住所不要）職員課人事係

o（3908）8031

●保育従事者

d次の①②のいずれかに該当する方

①保育士資格を有し、都道府県知事の登録

を受けている方

②幼稚園教諭普通免許状を有する方で保育

園での勤務経験（アルバイトなどを含む）が

ある方（いずれも取得見込みを含む）

［報酬］月額23万6,520円（予定）

［募集人員］40名程度

［採用方法］書類審査及び面接

●栄養士従事者

d栄養士の資格を有する方（取得見込みを

含む）

［報酬］月額21万9,678円（予定）

［募集人員］10名程度

［採用方法］書類審査及び面接　

　　＝以下、共通＝

［勤務場所］区立保育園

［勤務期間］令和4年4月1日～令和5年3月

31日

［勤務日数］4週18日

l保育課（区役所第一庁舎2階3番）にあり

ます募集案内（北区ホームページからもダウ

ンロードできます）をご覧ください。

［締切］11月19日（金）（必着）まで

※詳しくは、北区ホームページをご覧ください。

ab〒114－8508（住所不要）保育課保育

運営係　o（3908）9127

　北区立小・中学校もしくは学校支援課で学

校給食の運営に関わる栄養士（パートタイム

会計年度任用職員）を募集します。

d学校栄養職員：栄養士免許を有し、栄養

士の実務経験が１年以上ある方

栄養指導員：栄養士免許を有し、学校給食に

関わる実務に精通している方

［勤務場所］学校栄養職員：区立小・中学校

栄養指導員：学校支援課　

※報酬額等、詳しくは、北区ホームページか

ら募集案内をご覧ください。

l北区ホームページから募集案内をご確認

のうえ、受付期間内に選考申込書と栄養士

免許証のコピーを提出してください。

［受付期間］10月20日（水）～11月12日

（金）（必着）まで

ab〒114－8546（住所不

要）学校支援課保健給食係

栄養士採用担当

o（3908）9295

①オフィス使用者

d創業間近または創業後3年以内の方

［募集数］1室　

［使用期間］令和6年3月末まで

②ｅスタートスペース使用者

d1年以内に創業予定または創業間もない方

［募集数］1ブース　

［使用期間］6カ月間（審査後3回まで更新可）

［募集部屋・使用料など］下表のとおり

　　＝以下、①②共通＝

※入居審査あり。詳しくはホームページをご

覧いただくか、お問い合わせください。

l11月18日（木）午後5時までに直接窓口

で申込

ahbネスト赤羽（赤羽1－59－9）

o ( 3 5 9 8 ) 0 5 7 1

jhttp://www.nest-akabane.com/

●富士見橋エコー広場館

c11月21日・28日　各日曜　午前10時～

午後1時（雨天中止）　

［出店数］10店（申込順）　

［出店料］500円（1.8m×1.8m）　

l電話申込（随時受付）　

ahb富士見橋エコー広場館（田端5－16

－1）「フリマ」係（水曜、祝日休館）

o（ 3 8 2 4 ）3 1 9 6

●北ノ台エコー広場館

c11月14日（日）　午前10時～午後1時

（雨天中止）　

［出店数］20店（抽選）

［出店料］1,000円（2m×3m）　

l往復はがき（記入例参照）または電話で、

11月1日（月）（必着）まで　

ahb〒114－0034　上十条5－14－4

北ノ台エコー広場館「フリマ」係（水曜、祝日

休館）　o（ 3 9 0 7 ）3 1 9 6

①オフィス使用料　※別途保証金、電気使用料金がかかります。

階 室番号 面積 使用料（月額） 共益費（月額）

1階 102 15.38㎡ 3万1,520円 1万450円

②eスタートスペース使用料

階 室番号 面積 使用料

1階 E7 約2㎡
4万3,200円（6カ月）を
使用登録時に前払い

◆休日納税相談窓口

◆11月1日（月）は特別区民税・都民税

（普通徴収分）第3期分の納期限です

◆北区食品ロス削減推進計画（案）のパブ

リックコメント実施結果がまとまりました

◆受験生チャレンジ支援貸付事業

◆オンライン法律相談を開始します

◆10月は骨髄バンク推進月間です

◆区長へのはがき・封書などを

　ご活用ください

◆令和3年度北区職員募集

◆令和4年度保育園会計年度任用職員募集

◆令和4年度会計年度任用職員

　（学校栄養職員・栄養指導員）の募集

◆北区創業支援施設ネスト赤羽

　使用者募集（令和4年1月入居）

◆フリーマーケット　出店者募集

令和３年１0月20日（９）j https://www.city.kita.tokyo.jp/

　特別区民税・都民税の納税に関する休日

相談を行います。納付が困難な事情がある

場合、納付の相談をお受けしています。

　なお、相談の際は困難な事情がわかる資

料などをお持ちください。

　平日では、相談に来ることができない方

は、この機会をご利用ください。

c11月7日（日） 午前9時～午後4時

ah収納推進課（区役所第一庁舎2階19番）

o（ 3 9 0 8 ）1 1 2 9

［案件名］北区食品ロス削減推進計画（案）

［閲覧期間］10月20日（水）～12月20日

（月）

［閲覧場所］リサイクル清掃課、北区清掃事務

所、滝野川清掃庁舎、エコー広場館、区政資

料室（区役所第一庁舎１階）、地域振興室、図

書館及び北区ホームページ

aリサイクル清掃課　o（390 8）85 3 8

　送付された納付書に、納期限までに収納

推進課（区役所第一庁舎2階19番）、区民事

務所（赤羽・滝野川）、金融機関、郵便局、コン

ビニエンスストアにお支払いください。

※1枚あたり30万円を超える納付書やバー

コードなしの納付書、汚れなどでバーコード

が読み取れない納付書は、コンビニエンスス

トアではお支払いできません。　

※お越しの際は、必ず納付書をご持参くださ

い。

※区民事務所の開庁日は、ホームページまた

は各区民事務所でご確認ください。

●スマートフォンからのお支払いができま

す（キャッシュレス決済）

　スマートフォンなどのアプリを利用した

キャッシュレス決済を開始しました。詳しくは

北区ホームページをご覧ください。

●口座振替（自動払込）が便利です

　納税通知書に同封のはがき（依頼書）で申

し込みができます。依頼書を記入後、個人情

報保護シールを貼り、そのままポストに入れ

てください。依頼書がない場合はご連絡くだ

さい。これから申し込む場合は、４期（令和4

年1月31日）分以降からとなります。12月10

日（金）までにお申し込みください。　

［振替日］各納期の末日（金融機関が休業日

の場合は翌営業日）　

※振替日前営業日までに預貯金残高をご確

認ください。口座振替済みのご確認は、預貯

金通帳でお願いします。

a収納推進課収納係　o（3908）1124

●納税に困難な事情がある場合は、お問い

合わせください。

a収納推進課　o（3908）1129　

d中学3年生、高校3年生などのお子さんを

扶養する方　

e受験料や学習塾などの受講費用を無利

子で貸付（高校・大学に入学した場合に、申

請することにより返済免除になることがあり

ます）　※新型コロナウイルスの影響で令和

3年の収入減少がみられる世帯への特例対

応もあります

l令和4年1月31日（月）までに電話予約

後、直接窓口で申込　

※10月から1月まで第3土曜（午前9時～正

午）予約者のみ相談受付可　

※対象者の条件や貸付限度額などについて

はホームページをご覧いただくか、お問い合

わせください。　

ab北区社会福祉協議

会生活困窮者自立支援係

福祉資金担当（岸町1－6－

17）

o（ 3 9 0 7 ）9 4 9 4

　11月1日（月）より、区民相談のうち「法律

相談」について、来所による対面相談が困難

な方に対して、オンラインまたは電話による

相談を開始します。利用方法など、詳しくは

北区ホームページをご覧ください。

a広報課広聴担当　

o（ 3 9 0 8 ）1 1 0 2

区民相談室　

o（ 3 9 0 8 ）1 1 0 1

［骨髄ドナー登録について］

　（公財）日本骨髄バンクでは、移植を待つ

患者さんのために提供希望者（ドナー）登録

をお願いしています。

※詳しくはホームページをご覧ください。

a（公財）日本骨髄バンク

o（ 5 2 8 0 ）1 7 8 9

jhttps://www.jmdp.or.jp

［北区骨髄移植ドナー支援制度］

d日本骨髄バンクが実施する事業で過去1

年以内に骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った

ドナーまたはドナーが勤務する国内の事業所

※ドナーの方は提供時点で区内に住所を有

していたこと、事業所は提供時点でドナーを

雇用していたことが必要です。

e骨髄などの提供のための検査や手術の

通院・入院日数に応じた助成金

［助成金］ドナー本人1日2万円、事業所1日1

万円　※いずれも上限7日分

a北区保健所保健予防課保健予防係　

o（ 3 9 1 9 ）3 1 0 4

　今後、新型コロナウイルス感染症の影響により、区の事業・イベントを中止・延期するこ
とがあります。最新情報は北区ホームページをご覧いただくか、それぞれの担当課・実施機
関へお問い合わせください。
　区の事業・イベントに参加をされる際は、事前の検温、マスクの着用や咳エチケット、
手洗い等の感染症予防対策にご協力をお願いします。　

はがき等

の記入例泉泉情報の情報の
北区北区

①講座・催し名

②郵便番号・住所

③氏名（ふりがな）

④年齢

⑤電話番号（FAX番号）

⑥その他必要事項

在勤・在学の方は勤務先・

学校名・学年を記入

◆往復はがきは、

返信面に住所・

氏名を記入

◆申込は原則１名

１通

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

10月20日公開予定



g10名（抽選）

l往復はがきまたはEメール（記入例参照。

当日連絡のつく電話番号も記入。保護者同

伴の場合は同伴者名も記入）で、11月25日

（木）（必着）まで

ahb〒114－0031　十条仲原4－2－1

清水坂公園内　自然ふれあい情報館〔月曜

（祝日の時は翌日）休館〕

o（ 3 9 0 8 ）0 8 0 4

kjyohokan@eco-plan.jp

d区内在住の4歳～就学前のお子さんと保

護者（2名1組）　※兄弟姉妹の同席不可　

c11月28日（日）　㋐午前9時30分～10

時30分　㋑午前11時～正午　

※㋐㋑同一内容　

e身近な植物を題材に、実体験を通して植

物の冬越しについて学びます。内容をまとめ

た「マイ絵本」も作ります。　

f東京家政大学環境教育学科教員など　

g各回8組（抽選）

l11月17日（水）までにEメール(記入例参

照。㋐㋑の別と希望順位、全員の氏名・ふり

がなも記入）で申込

ahb〒173－8602　板橋区加賀1－18

－1東京家政大学環境教育学科　宮本研究室

kkouza-kitaku@tokyo-kasei.ac.jp

c11月13日（土） 　午後1時30分～3時

h中央図書館3階ホール（十条台1－2－5）

e参加者同士で課題本についての感想を話

し合います。一人で読むのとはまた違った本

の読み方を楽しむ会です。小中高生の参加も

大歓迎です。今回の課題本は『秘密の花園』

（F・H・バーネット/作　猪熊葉子/訳）です。

［あらすじ］インドで両親を亡くした少女メ

リーは、イギリスのおじさんの大きな屋敷に

引き取られてきま

す。ある日、立ち入る

ことを禁じられてい

た廊下の奥から、子

どもの泣き声が聞こ

えて…。体と心を病

む少年と少女との出

会い、そして再生を

描いた、バーネットの

代表作です。

l当日、直接会場へ

a中央図書館事業係　

o（5993）1125

c令和4年1月23日（日）まで　

※休館日を除く　

e（仮称）芥川龍之介記念館開設準備に伴

う埋蔵文化財調査の中で、旧居跡地から発

見された2つの防空壕跡。渋沢栄一らが設立

した「耕牧舎」の牛乳瓶や芥川の主治医・下

島勲が開業した「樂天堂醫院」の薬瓶など、

出土品とその背景にある当時の人々の生活

についてご紹介します。

a田端文士村記念館（田端6－1－2）

o（ 5 6 8 5 ）5 1 7 1

c11月21日（日）　午後１時開演（0時30分

開場）　e開催中の企画展「愛とサヨナラの

物語～芥川龍之介・田端文士たちの一期一

会～」の担当研究員が、田端文士の愛と別れ

をテーマにお話します。　

g40名（抽選）

l往復はがき（記入例参照。2名の際は間柄

も記入）11月1日（月）（必着）まで　

※1通1名。ただし同居家族に限り1通で2名

まで

ahb〒114－0014　田端6－1－2田端

文士村記念館Ｋ係　

o（ 5 6 8 5 ）5 1 7 1

d障害(ご不便)のある方優先。一般の方も可

c11月14日(日)　①午前10時～正午　

②午後2時～4時　※①②同一内容　

［演目］「お喋り人形」(ジャンニ・ロダーリ著)、

「質草」(井上ひさし著)、「夏の少女」(唯川恵著)

［企画・運営］北区図書館活動区民の会

g20名(抽選)

l11月7日(日)午後5時までに電話または

申込書(図書館にあります。図書館ホーム

ページからもダウンロードできます）に記入

しファクスで申込　※抽選結果は、はがきま

たはファクスで通知します。

※日常付き添いを必要としている方は、付添

人1人のみ入場可。会場にヒアリングループ

があります。

ahb中央図書館図書係(十条台1－2－5)

o ( 5 9 9 3 ) 1 1 2 5 　n ( 5 9 9 3 ) 1 0 4 4

　

c10月22日（金）～令和4年4月10日（日）

午前10時～午後5時　※休館日を除く　

h北区飛鳥山博物館3階第2室（王子1－1－

3飛鳥山公園内）

e鍛金家・奥山峰石氏が織りなす美しい曲

線美と優雅な光沢を放つ至極の作品の数々、

工程などを紹介。今回は「八重椿」「春待」と

いった季節感のある作品を展示します。

l当日、直接会場へ

a北区文化振興財団　o（6338）5711

c11月19日（金）　午後4時開演（3時30分

開場）　c北とぴあ2階つつじホール　

e優れた音楽家を目指す東京藝術大学附

属音楽高校の生徒たちが企画・出演するコ

ンサートです。

l往復はがきまたはＥメール〔記入例参照。観

覧希望人数（1通2名まで　※未就学児不可）、

全員の氏名も記入、車イス席を希望する方は

その旨明記〕、Eメールは件名を「11/19輝く未

来の星N」として11月3日（祝）（必着）まで

ab〒114－0003　北区豊島5－3－13北

区文化振興財団ココキタ「輝く☆未来の星ア

カンサスコンサート」N係　o（6338）5711

kkcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo芥川龍之介（国立国会図

書館ウェブサイトより）

渋沢栄一（『滝野川町誌』

口絵より）

北区パープル

リボンシンボル

マーク

『秘密の花園』

Ｆ・Ｈ・バーネット/作

猪熊葉子/訳

堀内誠一/画

福音館書店

◆フリーマーケット　出店者募集

◆赤羽文化センター区民講座

　「赤羽西に伝わる江戸時代の物語

『お竹
に ょ ら い

如来』の講談と語り」

◆滝野川文化センター区民講座

◆DV理解基礎講座

　「見えないDV　いま私たちにできること

～ジェンダーと女性に対する暴力～」

◆ネイチャーガイドのおもしろ自然講座

　「ゆず香る秋の里山散歩

　～ゆずの散歩道ウォーキング～」

◆自然教室　「自然素材でクリスマ

スリースをつくろう」

◆北区環境大学　家族で体験学習！

　「植物の冬越し」

◆図書館で読書会

◆飛鳥山アートギャラリー

　「北区コレクション」展示リニューアル

人間国宝　奥山峰石作品展

◆輝く☆未来の星アカンサス

　コンサートご招待

◆田端文士村記念館特別展

　「芥川龍之介 旧居跡地に刻まれた

　記憶～出土品から辿る渋沢栄一

　との繋がり～」

◆土壌講座のお知らせ

◆田端文士村記念館ひととき講座

　「田端文士たちの愛と別れ～芥川

　龍之介、室生犀星、菊池寛etc.」

◆「見る」「聞く」ことのご不便な方も

　ご一緒に楽しめる

　バリアフリー朗読会（手話通訳あり）

令和３年１0月 20日（１０） 区役所の交換台 o （3908）1111

後援　北区

●赤羽公園（赤羽南1－14－17）

c11月28日（日）　午前10時～午後3時

（雨天中止）　

［出店数］40店（抽選）　

［出店料］1,500円

l往復はがき（記入例参照。搬入時の車使

用の有無、携帯電話をお持ちの方は番号も記

入）で、11月23日（祝）（当日消印有効）まで

ab〒154－0012　世田谷区駒沢2－14

－1－104　リサイクル推進友の会

o（ 3 4 1 2 ）6 8 5 7

（月～金曜　午前10時～午後4時）

d区内在住、在勤、在学の方

c11月27日（土）・28日（日）　計2回　午後

1時30分～3時　

h
ぜ ん と く じ

善徳寺（赤羽西6－15－21）　

f善徳寺住職　
おおたにほうげん

大谷豊彦氏、

講談師　
いちりゅうさいてい か

一龍斎貞花氏

g20名（抽選）　

i20円（保険料）

lはがき、ファクス

（記入例参照）または

直接窓口で、11月14

日（日）（必着）まで

ab〒115－0055

赤羽西1－6－1－301

赤羽文化センター

o（ 3 9 0 6 ）3 9 1 1 　

n（ 3 9 0 6 ）3 9 1 5

①気になる『実家の老い支度』

かんたん片づけポイント講座

～スッキリ片づけて家族円満！～

d区内在住、在勤で老い支度（生前整理）に

関心のある方　

c11月20日（土）　午後1時30分～3時30分

e実家の老い支度、片づけを簡単・円満に

進めるポイントについて実例を交えてお話し

ます。

f実家片づけアドバイザー　菅原康子氏

g25名（抽選）

②たきまるミーティング

『地域で楽しむ交流会！』～クリスマス＆自分

の色に出合う万華鏡づくり～

d区内在住、在勤、在学の方　

c11月27日、12月4日　各土曜　計2回

午後1時30分～3時30分　

f万華鏡作家　伊藤美津江氏　

g12名（抽選）

i2,500円程度（2作品分教材費）

　　＝以下、①②共通＝

lはがき、ファクス（記入例参照）、電話また

は直接窓口で、11月10日（水）（必着）まで

ahb〒114－0024　西ケ原1－23－3

滝野川文化センター（月曜、祝日休館）

o（ 5 3 9 4 ）1 2 3 0 　

n（ 5 3 9 4 ）1 2 3 1

d区内在住、在勤、在学の小学生以上の方

（小・中学生は保護者同伴）

c11月20日（土）　午前9時45分～午後3時

h東武生越線・東毛呂駅集合、東武生越線・

武州唐沢駅解散

f森林インストラクター　須藤正男氏ほか

3名　g30名（抽選）

i大人…2,000円、小・中学生…1,000円

（ガイド料・保険料含む、交通費別）

l往復はがき（記入例参照）で、11月5日

（金）（当日消印有効）まで

ab〒114－0024　西ケ原2－1－6　

滝野川体育館　o（ 3 9 4 0 ）1 8 0 1

令和3年度北区政策提案協働事業

d区内在住、在勤の方（親子歓迎）

c11月14日(日)　午前10時～正午（環境

学習支援者講習会参加の方は午前9時～正

午）　hみどりと環境の情報館（エコベル

デ）（北区豊島5－6－1）

e土壌つくりの実験及び観察

f東京家政大学　茂木もも子氏

g30名（申込順）

l10月31日（日）までにEメール（記入例参

照）または電話で申込

ab東京都北区環境教育を進める会　

広報　渡辺　o 0 9 0（ 7 2 6 2 ）7 7 2 3

knabecyanmiko@yahoo.co.jp

共催　北区子ども家庭支援センター

d区内在住、在勤、在学の方、関心のある方

c11月27日（土）　午後2時～4時　

eドメスティック・バイオレンス（DV)は、配

偶者や恋人など親密な関係でおこる暴力で

す。基礎知識と必要な支援を学びます。

fお茶の水女子大学名誉教授　
か い の う た み え

戒能民江氏

g30名（申込順）

l10月20日（水）午前9時からファクス、Ｅ

メール（記入例参照）、電話または直接窓口で

申込　※保育〔１歳以上未就学児。定員あり

（抽選）〕希望の方は、10月27日（水）までに

お子さんの氏名・生年月日・性別をご連絡く

ださい。結果については、10月29日（金）以

降にお知らせします。　※手話通訳を希望の

方は、11月2日（火）までに申込　

※当日、施設利用報告書の記入（氏名・連絡

先・検温等）のご協力をお願いします。

※詳しくはホームページをご覧いただくか、

お問い合わせください。

ahb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）

o（ 3 9 1 3 ）0 1 6 1　n（ 3 9 1 3 ）0 0 8 1

kdanjo-c@city.kita.lg.jp

d区内在住、在勤、在学の5歳以上の方（小

学3年生以下は保護者同伴）

c12月5日（日）　午前10時～11時30分

e草のツルを使ってリースを編み、木の実で

飾り付けをします。　

詳しくはこちら戒能民江氏

奥山峰石「打込象嵌花器《春待-2》」



トップアスリートのまち･北区

シニアらくらくシェイプビクス

スモールボール＆ストレッチ

ピラティス女性

60歳～85歳の方

18歳～75歳の方

18歳以上の方

11月10日～12月22日　毎週水曜　計７回

①午後6時40分～7時50分
②午後8時～9時10分

午後1時20分～2時20分

午後2時40分～4時 各25名

6,500円

7,300円（ボール代含む）

6,500円

赤羽体育館エクササイズスタジオ
（志茂3－46－16） 　　

教室名 日程 時間 場所 定員（抽選） 費用
（傷害保険料を含む）

対象
（区内在住、在勤の方）

喜多生活学校
コープみらい東京2ブロック委員会（北区）
東京ほくと医療生活協同組合健康づくり委員会
北区男女共同参画推進ネットワーク
北区婦人団体連絡協議会
北区リサイクラー活動機構
王子警察署
関東電気保安協会
東京ガス㈱東京東支店
北区防災ボランティア
第二ワーク・イン・あすか
北区リサイクル清掃課

＜講演＞悪質商法の手口を知ってトラブルを防ぎましょう！
ちょっと息抜き体操タイム
北区ピアニカアンサンブル
南京玉すだれ

午後2時から
午後2時40分から
午後3時から
午後3時15分から

牛乳パックから紙すきはがきを作る方法の紹介
コープデリのエコ活

「すこしお」とフレイル予防
私は、地球を汚している？
機能性表示食品とは？
エコーのように拡がれリサイクルの輪
特殊詐欺被害防止
電気を正しく安全に
ガスでもっと安心・安全・豊かな暮らし
避難指示で必ず避難
地域の方との交流・焼き菓子とジャムのお店
ごみの減量について　フードドライブ実施！

第1部 パネル展示＆販売コーナー　［時間］午前10時～午後1時 内容

第2部 おたのしみステージ 時間

◆赤羽文化ひろば11月のプログラム

新大正琴ミニコンサート

◆呼吸器健康教室

～呼吸器疾患の科学、最新情報を知ろう～

◆健康ヨガ教室

◆女性のための健康相談◆北とぴあ就職面接会　就職フェアin王子

◆女性再就職サポートプログラムin

北区「ブランクがあっても大丈夫！

働きたい！のはじめの一歩コース」

～私たちのくらしinきたく～を開催します

消費生活フェア2021

◆北区WEBセミナー④（リスク対応編・

　Zoom開催）「今だからこそ！現役看護

　師が伝える経営者に知ってほしい病気

　治療と仕事を両立できる会社づくり」

◆北管ネット秋期マンションセミナー

d中小企業経営者、人事労務担当者（区内

事業者優先）　c11月29日（月）　午後2時

～4時　fMA Station（株）代表取締役　

中嶋みどり氏　g50名（申込順）　

l11月22日（月）までにホームページの申

込フォーム、電話、ファクスまたはＥメールで

申込　※詳しくは北区ホームページをご覧

ください。

ab産業振興課経営支援係

o ( 5 3 9 0 ) 1 2 3 7 　

n ( 5 3 9 0 ) 1 1 4 1

kshien@city.kita.lg.jp

主催　赤羽文化センター利用団体連絡協議会

c11月27日（土）　午後2時～3時20分（午

後1時30分開場）　e哀愁ある大正琴の音

色とギター演奏でお楽しみください。ブルー

ライトヨコハマ、兄弟船、夢のタンゴ等、幅広

い楽曲を演奏します。　［参加団体］新大正

琴愛好会・新大正琴コスモス会

g50名（先着順）　l当日、直接会場へ

ah赤羽文化センター　赤羽西1－6－1－

301　o（ 3 9 0 6 ）3 9 1 1

主催　東京しごと財団　共催　北区

d54歳以下の女性で離職中の方　※原則

全回参加できる方　c12月6日（月）～12月

10日（金）　計5回　いずれも午前10時～

午後4時　h北とぴあ9階901会議室

e再就職の心構えや就職活動準備・パソコ

ン実習等　※詳しくはホームページをご覧く

ださい。　g15名（事前面接あり）　※保育

あり（1歳～就学前）

l電話またはホームページから申込

ab東京しごとセンター女性しごと応援テ

ラス　o（ 5 2 1 1 ）2 8 5 5

jhttps://www.tokyoshigoto.jp/jyosei/

主催　北区地域雇用問題連絡会議

c11月22日（月）　午後1時30分～4時30分

h北とぴあ13階飛鳥ホ－ル　e区内の企

業と直接面接できる就職面接会です（参加企

業12社予定）。当日は事前予約の上、ハロー

ワークの紹介状と履歴書などの応募書類が

必要になります。当日ご持参ください。

※参加企業の求人情報はハローワーク王子

の窓口及びホームページで公開予定です。

l11月19日（金）午後4時までに電話申込

abハローワーク王子企画調整部門

o（ 6 8 5 8 ）8 1 1 1

jhttps://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/

list/ouji.html

後援　北区

c11月3日（祝）　午後2時～4時

h東田端地域振興室2階会議室（東田端1－

12－14）　e「１００年マンションとコミュニ

ティ・気持ち良いマンションライフを！」管理組合

運営の事例を紹介します。

fマンション管理士　藤木勝憲氏

g40名（申込順）　l開催日当日までにファ

クス（記入例参照）、Eメールまたは電話で申込

abNPO法人北区マンション管理組合

ネットワーク事務局　担当小川

o（3893）9792 　n（3893）9793

jhttp://www.kitakan.in

kkitakannet@aol.com

d気管支ぜん息やCOPDなど呼吸器の病

気がある方、または心配な方

c11月5日（金）　午後2時30分～4時

h北とぴあ15階ペガサスホール

eぜん息・COPDなどの呼吸器疾患のメカニ

ズムと最新治療について、わかりやすくお話し

ます。　f昭和大学特任教授　田中一正氏

g80名（先着順）　l当日、直接会場へ

a障害福祉課公害保健係

o（3908）9019　n（3908）5340

d区内在住、在勤、在学の方

c11月24日（水）　午後7時～8時30分

h北とぴあ13階飛鳥ホール

eヨガのポーズで、筋持久力、柔軟性、バラ

ンス力を高めましょう。　f健康運動指導士

松丸　史氏　g28名(抽選) 　l往復はが

き、ファクスまたはEメール（記入例参照。参

加者全員の氏名・ふりがなも記入）で、11月

8日（月）（必着）まで　※１通につき2名まで

ab〒114―8508（住所不要）健康推進課

健康づくり推進係

o（3908）9068　n（3905）6500

kkenko-suishin@city.kita.lg.jp

　

①女性の産婦人科医師による個別相談

e妊活・月経前緊張症・更年期などの相談

に無料で応じます。　g5名（申込順）

②女性のからだケア体験コーナー

e助産師による正しい乳がん自己チェック

方法のお話。その他、産後の骨盤ゆがみ整え

トレーニング、お口の健康チェック、食生活

チェックなどの体験ができます。

　　＝以下、①②共通＝

d区内在住の女性　c11月24日（水）　

午後2時～4時　h赤羽会館7階（赤羽南1

－13－1）　l電話申込

ab健康推進課赤羽健康支援センター

o（ 3 9 0 3 ）6 4 8 1

主催　（公財）日本オリンピック委員会

共催　北区、板橋区、東京商工会議所 文京、北、荒川、豊島、板橋、足立、練馬支部

d北区・板橋区内の企業（個人参加不可）

c11月8日（月）　午後2時～5時

h味の素ナショナルトレーニングセンター（西が丘3－15－1）

※新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインでの実施、

または中止の可能性があります。

l電話申込

a東京オリンピック･パラリンピック担当課　o（ 5 3 9 0 ）1 1 3 6

主催　消費生活フェア実行委員会・北区

消費者団体や協賛団体が日常生活に役立つ情報（環境・防犯・防災・リサイクル・健康・

食・ガス・電気など）を発信します。ステージでは、悪質商法の手口やその対処方法を楽しく

お伝えします。おみやげ付クイズスタンプラリーは大人用と子ども用があり、ご家族で

楽しめます。第1部、第2部とも参加者にエコバッグをプレゼントします（なくなり次第

終了）。　※新型コロナウイルス感染症対策のため、第1部・第2部入替制で開催します。

c11月27日（土）

第1部「パネル展示＆販売コーナー」　午前10時～午後1時（受付は0時45分まで）

第2部「おたのしみステージ」　午後2時～3時30分（1時30分受付開始）

※詳しくは下表をご覧ください。

h北とぴあ13階飛鳥ホール　g第2部は50名（先着順）

l当日、直接会場へ

a消費生活センター　o（ 5 3 9 0 ）1 2 3 9

北区体育協会
スポーツ教室

申込はこちら

dchgi下表のとおり　lホームページまたは往復はがき（記入例参照。希望する時間帯、

緊急連絡先も記入）で、10月26日（火）（必着）まで

ab〒114－0024　西ケ原2－1－6滝野川体育館内　北区体育協会　o（ 3 9 4 0 ）1 8 4 8

jhttps://kitacity-taikyo.jp/

アスナビ（アスリート就職支援）説明会開催アスナビ（アスリート就職支援）説明会開催

※時間帯によっては混雑のため、投票までにお時間を要する場合があります。投票所

では、マスクの着用等咳エチケットや手指の消毒など新型コロナウイルス感染症対策

にご協力ください。

選挙の詳しい内容につきましては、北区ホーム

ページまたは「きたく選挙だより」をご覧ください。

a選挙管理委員会事務局

o ( 3 9 0 8 ) 9 0 5 4　n ( 3 9 0 8 ) 9 0 6 4

詳しくはこちら

日本オリンピック
委員会

ホームページ

詳しくはこちら

１０月３１日 午前７時～午後８時

衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査

投票日 投票時間日

令和３年１０月２０日（１１）j https://www.city.kita.tokyo.jp/



当財団では、新型コロナウイルス感染予防対策を講じて開催しています。

最新の情報は財団ホームページ（https://kitabunka.or.jp）でご確認ください。

北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール北とぴあ つつじホール

北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール

バロックトランペット ・コンソート・ジャパン 特別コンサート
華麗なるバロックトランペットの祭典

芸大とあそぼう in 北とぴあ
「カニオとサルエット ～その後のさるかに合戦」

レオナルド・ブラーボ&近藤久美子　タンゴデュオ
～ブエノスアイレスの街角～

Power of Voice～草原の歌・高原の歌～
モンゴル民謡＆スイスヨーデル　ジョイントコンサート

クラシックギターで奏でる
「J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲」全曲演奏会

第98回二期会オペラ研修所コンサート

What Price Confidence
～エルンスト・クルシェネク　没後30年によせて～

日程・場所 内容

北とぴあ国際音楽祭2021公演カレンダー

11月4日（木）
19：00

北とぴあ つつじホール

11月6日（土）
11：00/14：00

北とぴあ さくらホール

11月12日（金）
14：00

北とぴあ つつじホール

11月13日（土）
15：00

北とぴあ つつじホール

11月14日（日）
11：30/14：30

北とぴあ つつじホール

11月18日（木）
18：30

北とぴあ さくらホール

11月23日（祝）
17：00

北とぴあ つつじホール

モーツァルト、ベートーヴェン、フンメルを魅了した楽器
マンドリン・セレナーデ! with フォルテピアノ

クロード・ル・ジュヌのシャンソン
～フランス16世紀後半の美しき世俗歌～

ノスタルジア
～３台のフォルテピアノで辿る　ショパン愛と夢の軌跡～

フレッシュ名曲コンサート
新日本フィルハーモニー交響楽団 ～オペラ名曲選～

シューベルティアーデ 加耒徹バリトン・リサイタル
～ギターに大萩康司を迎えて～

ラモー作曲 アクト・ド・バレ《アナクレオン》

ラモー作曲 アクト・ド・バレ《アナクレオン》

日程・場所 内容

11月25日（木）
12：30/15：00

旧古河庭園・洋館

12月1日（水）
12：00/15：00

旧古河庭園・洋館

12月2日（木）
19:00

北とぴあ さくらホール

12月4日（土）
15：00

北とぴあ さくらホール

12月9日（木）
19：00

北とぴあ つつじホール

12月10日（金）
18:00

北とぴあ さくらホール

12月12日（日）
14：00

北とぴあ さくらホール

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●北区公式LINEから北区ホームページや北区ニュースがご覧になれます

2021

11月4日　～12月12日

　メニュー画面から北区ホームページをご覧になれるほか、防災情報・新型コロナ
ウイルス感染症情報を取得することができます。また、メニュー画面の「広報・シティ
プロモーション」から「北区ニュース」を読むことができます。ぜひ、ご活用ください。
※利用にはLINEアプリへの登録が必要です。
a広報課　o（ 3 9 0 8 ）1 1 0 2

北区HP

毎年北区の秋を彩るクラシックの音楽祭。今年は気軽に楽しめて華やかなバレエも見られる

フランス・バロック・オペラ、０歳から入場できるコンサート、ショパンが愛した３台の貴重なピアノ

で味わう格別のショパン、ギターで紡ぐバッハ・シューベルト・タンゴなど、さまざまなラインナップ

で皆さんのご来場をお待ちしています！

メイン公演 ラモー《アナクレオン》公演の見どころ・聴きどころ

主役アナクレオンは古代ギリシアの詩人。酒飲みとしても有名だった彼とお酒の神様バッカス、

そしてキューピッドでお馴染みの愛の神による、ちょっとコミカルな１幕もののオペラ。日本を代表するバリトン歌手の一人・与那城敬、

2019年ヘンデル《リナルド》で絶賛されたメゾソプラノの湯川亜也子らが歌うラモーの美しくも楽しい音楽が魅力の傑作です。フランス・

バロック音楽に欠かせないバレエ（バロックダンス）もたっぷりとご堪能いただけます！

さらには世界的なバロック・ヴァイオリン奏者・寺神戸亮が弾くヴァイオリンの名曲「フォーリア」も聴けるなんとも贅沢な公演です！

a北区文化振興財団　o（ 5 3 9 0 ）1 2 2 1（平日：午前9時～午後5時）

jhttps://kitabunka.or.jp/会期

木 日

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、公演の開催可否や出演者・内容の変更が生じる場合がございます。

料金、購入方法など詳しくは北とぴあ国際音楽祭
ホームページをご覧ください。

まもなく開幕！

（公財）北区文化振興財団　公演ピックアップ
問い合わせ　☎（５３９０）１２２１（平日　9：00～17:00）

プロコフィエフ《ロメオとジュリエット》組曲より
バーンスタイン《シンフォニック・ダンス》より〈フィナーレ〉　ほか

東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ
東京滝野川少年少女合唱団　ほか

親子で一緒に本格クラシックコンサート！

11：00/14：00
11/6 土

独自の世界で観客を魅了する
瀧川鯉八が、若手ユニット

「芸協カデンツァ」、「ルート９」の
勢いある面々を引き連れ登場！

桂 鷹治、笑福亭希光
昔昔亭昇、神田桜子（講談）
鏡味味千代（太神楽曲芸）

2022年の初笑いは
ほくとぴあ亭で！

芸大とあそぼう in 北とぴあ
カニオとサルエット
～その後のさるかに合戦

ほくとぴあ亭 新春特別編
～瀧川鯉八と
　ノリに乗った若手たち～

〈10/20一般発売〉

〈発売中〉

（Pコード：200-418）

0

6

詳しくはHPへ

北区民割引取扱い

北とぴあ１階チケット売場
　窓口のみ10：00～20：00

※臨時休館日は10：00～18：00
※年末年始・全館休館日は休業

チケットのお求め  発売初日は10：00～

ほくチケ（ほくとぴあチケットオンライン）
　https://p-ticket.jp/kitabunka

※要無料アカウント登録
※PC・スマホをお持ちの方のみ

※割引は一人４枚まで
※〈窓口〉保険証・免許証など北区在住を

確認できるものを要提示。
※〈オンライン〉事前に「北区民」登録が必

要です。承認までに1週間程度お時間を
いただきますのでご了承ください。

記号の見方

6

託児サービスあり…２歳以上の未就学児・有料
公演1週間前までに要予約

数字はその年齢以上からご入場いただけます

車イス席あり…問合せ先までお申し込みください

ほくチケ
チケットの購入はコチラ♪

新春初笑い！
三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉昇　三人会

瀧川鯉八

チケットぴあ イープラス

北とぴあ国際音楽祭2021 詳しくはHPへ

〈全席指定〉
１階席 2,000円
２階席 1,500円

➡
➡

［区民割引］
1,500円
1,000円

ショパン：ピアノ協奏曲第２番（室内楽版）、
雨だれの前奏曲、英雄ポロネーズ
リスト：愛の夢　ほか

ショパンが晩年の演奏会で弾いたものと
同型の貴重なピアノが登場！

19：00
12/2 木 小倉貴久子と巡るクラシックの旅Vol.4

ノスタルジア
～3台のフォルテピアノで辿る　ショパン愛と夢の軌跡～

〈発売中〉

（Pコード：200-263）

6

〈全席指定〉
一般 3,800円
ペア 7,000円
25歳以下 1,800円

➡
➡

［区民割引］
3,000円
5,500円

2022/

16：00
1/29 土

2022/

14：00
1/8 土

詳しくはHPへ

〈全席指定〉 1,600円

第98回二期会
オペラ研修所コンサート

詳しくはHPへ

東京ニューシティ管弦楽団

ニューイヤーコンサート

2022/

14：30
1/16 日

詳しくはHPへ

18：30
11/18 木 ほくとぴあメンバーズ会員募集中

年会費1,500円でうれしい５つの特典！

特典① チケットの割引販売

特典② チケットの先行販売

特典③ チケットの電話申込

特典④ 公演情報の送付

特典⑤
公演招待・出演者の
サイン色紙等プレゼント

入会方法など詳しくはHPへ

令和３年１０月２０日（１２）
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