
新型コロナウイルス感染症の関連情報は、2～ 6面へ

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、1人につき10万円の「特別定額給付金」が支給されます。感染
拡大防止のため、申請は郵送またはオンラインでお願いします。お知らせが届いたら、8月14日㈮までに手続きを
してください。▶問合せ：練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-1041（午前9時～午後7時）

4月27日現在、練馬区に住民登録のある方
※4月27日に生まれたお子さんも対象です。

8月14日（消印有効）まで

1人10万円（１回限り）

世帯主　※世帯主が代表してご家族の分を申請してください。

世帯主が指定する金融機関口座に振り込み
※ご家族の分もまとめて振り込まれます。
※申請から給付まで２週間程度かかります。
※後日、支給決定の通知をハガキでお送りします。

郵送またはオンライン申請
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新型コロナウイルス感染症　緊急経済対策

区役所
世帯主 ※マイナンバーカードの暗証番号が分からな

い場合は、区民事務所で暗証番号の再登録
が必要になり、申請に時間がかかります。
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▶日程（予定）：６月１日㈪～19日㈮　
※会議の日程や傍聴については、お問
い合わせください。

▶問合せ：議会事務局☎5984-4732

第二回区議会定例会を開催

　緊急事態宣言の延長を受け、内容の差
し替えなどを行ったため、5月11日号では
なく5月15日号として発行しています。



振り込み先の口座がないなど、特段の事情のある方は、練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-1041へお問い合わせください。

申請方法
　感染拡大防止のため、申請は郵送またはオンラインでお願いします。特段の事情のある方は、練馬区特別定額給付金コールセン
ター☎5984-1041にお問い合わせください。

4月28日以降、住所を変更した方へ
　郵便局に新住所へ転送するよう申し出た方には、お知らせが転送されます。申し出のない方や、6月になっても転送がされない方は、練馬区特
別定額給付金コールセンター☎5984-1041へお問い合わせください。

配偶者や親族からの暴力などを理由に避難している方へ
　4月30日までに手続きを行った方は、世帯主でなくても同伴者の分も含めて避難先の区市町村から給付金を受け取ることができます。5月以降も、
その申し出ができます。詳しくは、住民登録のある区市町村や、練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-1041へお問い合わせください。

施設に入所中のひとり暮らし高齢者の方、障害などのある方へ
　ひとり暮らし高齢者で入院や施設入所中の方など、自力で申請が難しい方は代理申請ができます。詳しくは、お問い合わせください。▶代理と
なれる方：申請者や受給対象者と同じ世帯員、法定代理人、親族、その他区が認める方（民生委員、施設職員、里親、民間支援団体、弁護士など）
▶問合せ：練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-1041 FAX 3993-1182

※子育て世帯への臨時特別給付金の詳細は5月21日号でお知らせします
　児童手当の対象者に1人1万円を給付する「子育て世帯への臨時特別給付金」については、区報5月21日号でお知らせします。6月下旬の給付に向
けて準備を進めています。▶問合せ：児童手当係☎5984-5824

郵　送
　５月15日㈮から順次、「特別定額給付金のお知らせ」を各家庭に送付します。同封の申請書に記入の上、区に返送してください。

1国の緊急経済対策への対応
(1)特別定額給付金　752億2087万円
(2)子育て世帯臨時特別給付金　7億4469万円
2区独自の緊急対策
(1)医療関連　8532万円
・医療提供体制を支援するため、医療従事者の宿泊施設の確保や設備整
備の補助を行う。

・PCR検査の体制を拡充するため、８日から「練馬区新型コロナウイル
スPCR検査検体採取センター」を開始する（6面参照）。
(2)産業関連　5億850万円
・区内中小企業者等を支援するため、区のコロナ対応特別貸付を実施し
ている。増加している融資相談に迅速に対応するため、職員を増員
し、相談体制を強化する。

・コロナ対応特別貸付について、11日から上限額を2000万円に引き上げるほ
か、返済期間を7年以内（貸付金額1000万円超の時は10年以内）、据置期間
を2年以内に延長し、利用しやすい融資条件として実施する（4・5面参照）。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を延期・中止する場合があります。 最新の情報は、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。

特別定額給付金に関する相談電話 最新の情報は区ホーム
ページをご覧ください。

二次元バーコード

◦練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-1041（午前9時～午後7時）
◦総務省コールセンター☎0120-260-020（午前9時～午後6時30分）

特別定額給付金　申請方法　　  紹介の などを

オンライン申請（マイナンバーカードをお持ちの方）
　マイナポータルの「ぴったりサービス」から振込先の情報を入力し、申請してください。
オンライン申請をした方にも申請書が届く場合がありますが、返送の必要はありません。　
※スマートフォンの機種により、利用できない場合があります。詳しくは、マイナポータ
ル（https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?category_id=3&site_domain=default）
をご覧ください。

二次元バーコード

〈添付書類〉
・運転免許証など本人確認書類の写し
・キャッシュカードや通帳の写し　など

※お急ぎの方は区ホームページから
申請書をダウンロードできます。

1世帯主宛てに
　お知らせが郵送で届く 2必要事項を記入 3申請書を返送 4区から口座に振り込み

(3)生活困窮者関連　5億5695万円
・離職や就業機会等の減少により経済的に困窮した方を支援するため、
住居確保給付金予算を増額する。

・ひとり親家庭の支援を充実するため、区独自の取り組みとして、児童
扶養手当受給世帯に臨時特別給付金を支給する(１世帯５万円)。ま
た、子育てと仕事の両立が困難な在宅勤務をしているひとり親家庭に
も対象を広げ、ホームヘルプサービス事業を実施する。
(4)マスク、消毒液の一括購入　4000万円
　子育て支援施設や福祉施設等でのウイルス感染拡大を防止するため、
マスクや手指消毒用エタノールを購入する。
(5)学校関連　4億8753万円
　児童生徒1人1台のタブレットパソコン導入計画を前倒しし、今年度中
に配備を完了するなど、ICT教育の環境を整備する。
(6)子育て関連　6709万円
　認可外保育施設や民間学童保育を支援するため、運営継続に要する補
助金を支給する。

具体的な対応策
■子どもの施設
・区立小中学校、区立幼稚園は引き続き臨時休業します。
・ぴよぴよ（子育ての広場）、児童館は引き続き休館します。
・保育所等保育施設、学童クラブは、これまでどおり感染防止対策を講
じた上で運営します。感染を最大限予防するため、保護者の皆様に登
園（室）の自粛を強くお願いします。

■高齢者・障害者の施設
・敬老館、はつらつセンターは引き続き休館します。
・デイサービスセンターや、福祉園・福祉作業所等の障害者福祉施設
は、これまでどおり感染防止対策を講じた上で運営を継続します。

■その他の区立施設
・練馬文化センター、美術館、図書館等の文化・生涯学習施設、スポー
ツ施設、地区区民館や地域集会所等の集会施設などは引き続き休館し
ます。

■イベント
・区が主催するイベントは、引き続き中止または延期します。

　なお、国・東京都の方針に変化が見られた際など、必要に応じて見直
しを行います。

区民の皆様へのお願い
・政府の専門家会議が示した「人との接触を8割減らす、10のポイン
ト」や「新しい生活様式の実践例」を実行し、人と人との接触を7～8
割減らすようご協力をお願いします。

・自分を守るため、大切な人を守るため、そして社会を守るため、自宅
でお過ごしください。食料品や医薬品などの生活必需品の購入や病院
への通院などは、外出自粛要請の対象外です。

・不要不急の帰省や旅行などは避けてください

　5月6日、令和２年第一回練馬区議会臨時会が開催され、「令和２年度一般会計補正
予算案」が可決されました。一般会計補正予算総額は777億1095万円です。主な内
容は以下の通りです。補正予算　成立が

　区は、国の緊急事態宣言、東京都の緊急事態措置の延長を受けて、方針
の期間を延長しました。緊急事態宣言の期限である5月31日㈰まで、以下の
通り対応します。練馬区　方針の

〈ご注意ください〉
　マイナンバーカードの暗
証番号が分からない場合
は、区民事務所で暗証番号
の再登録が必要になり、申
請に時間がかかります。

振り込め詐欺や個人情報の聞き取りにご注意を
　区や総務省などが現金自動預払機（ATM）の操作をお願いしたり、給付手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありませ
ん。不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、区や最寄りの警察署、警察相談電話（#9110）に連絡してください。
▶問合せ：消費者ホットライン☎188（局番なし3ケタ）、新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン☎0120-213-188

（5月6日現在）
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事業者の方への支援

個人番号カード交付の土曜窓口を休止します

区民の方への支援

貸付や融資などの手続きに必要な
証明書手数料が無料になります

経営相談

就学援助費の申請期限を延長します

自宅でできる!
「Zoom」を利用したオンライン経営相談を行っています

労働相談～事業者・従業員向け

　区は、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている区内
の中小企業を支援しています。詳しくは、お問い合わせいただくか、区ホー
ムページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため5月末まで休止します。　※
今後の状況により、受付時間などが変更になる場合があります。▶問合せ：
戸籍住民課庶務係☎5984-2791

　郵送または窓口で申請ができます。対象となる貸付や融資など詳しく
は、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。▶対象：
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、貸付や融資などの手続きを行
う方▶無料になる証明書：住民票の写し（広域交付住民票は除く）、印鑑登
録証明書、特別区民税・都民税課税（非課税）証明書、特別区民税・都民
税納税証明書　※住民票記載事項証明書も含む。▶問合せ：戸籍住民課庶
務係☎5984-2791

　新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などで生活にお
困りの方からの相談にお応えするほか、下記の制度の申請方法をご案内
します。

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、就学援助費の申請期限を
延長します。対象や申請方法など詳しくは、お問い合わせいただくか、
区ホームページにある案内をご覧ください。▶申請期限：郵送の場合…5
月31日（消印有効）、窓口の場合…5月29日㈮▶問合せ：学務課管理係☎
5984-5643

〈支給対象月を拡充します〉
　今年度に限り、家計が急変する原因が発生した月まで遡及して就学援
助費を支給します。詳しくは、お問い合わせください。

　中小企業診断士などの国家資格がある相談員がマンツーマンで経営な
どに関する悩みを伺います。

　売り上げの低下など、事業活動に影響を受けている企業からの経営に
関するさまざまな相談にビジネスマネジャーがお応えします。▶問合せ：
練馬ビジネスサポートセンター（ココネリ4階）☎6757-2020

　会社の労働条件・環境に影響を受けている事業者や従業員からの相談
に社会保険労務士がお応えします。

対象 日時 申込先・問合せ

事業者向け 火曜午後、金曜 練馬ビジネスサポートセンター
☎6757-2020

従業員向け
第１・２・３・５水曜、第４土曜
午前10時～正午・午後１時～４時 サンライフ練馬☎3970-0250

随時 勤労福祉会館☎3923-5511
※いずれの相談も要予約。

日時・定員 申込
▶日時：月～金曜9：00～17：00の間の50分間
▶定員：1日4名（先着順）

電話で練馬ビジネスサポートセン
ター☎6757-2020

〈土・日曜はこちら〉
▶日時：6/28㈰までの9：00～12：00・13：
00～16：00の間の50分間

専用ホームページ（https://peraichi.
com/landing_pages/view/neri
ma）から申し込んでください。

制度名 対象など

住居確保給付金

▶対象：次の①②のいずれかに当てはまる世帯　①離職や廃業
から2年以内②休業などにより減収し、離職などと同程度の状
況にある▶支給期間：原則3カ月以内（最長9カ月）▶限度額：月5
万3700円～8万3800円　※世帯人数によって限度額が異なり
ます。　※収入・資産要件があります。

緊急小口資金特例貸付 ▶対象：休業などにより収入が減少した世帯▶限度額：20万円

総合支援資金特例
貸付

▶対象：緊急小口資金を借りた方で、引き続き生活に困窮する
世帯▶貸付期間：原則3カ月以内▶限度額：月20万円（単身月15
万円）

　新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、原則として全ての予防接種
の接種期限を延長します。詳しくは、お問い合わせください。▶問合せ：
予防係☎5984-2484

対象

延長期間

　新型コロナウイルス感染症の流行により、期限内に接種できなかった方

　流行の終息後、2年以内（高齢者用肺炎球菌は1年）　※特定のワクチン
は接種年齢に上限があります。

予防接種の接種期限を延長します
　ごみ・資源を正しい方法で出していただくことは、区民の皆さまや収
集作業員の感染防止に有効です。ぜひ、ご協力をお願いします。▶問合せ：
清掃事業係☎5984-1059

マスクやティッシュなど びん・缶・ペットボトルなど

　マスクなどのごみに触れない
ように注意し、捨てた後はせっ
けんで手を洗いましょう。

　軽くすすいで水を切って出し
ましょう。
※�ビニール袋などは持ち帰って
ください。

新型コロナウイルスなどの感染症対策
ごみ・資源の出し方にご注意を

しっかり縛る！ 中身は空に！　新型コロナウイルス感染拡大の中、子どもたちに自宅で楽しんでも
らったり、医療関係の方などに感謝の思いを伝えるために企画しました。
YouTubeの練馬区文化振興協会公式チャンネル（https://
www.youtube.com/user/neribun）でご覧になれます。
▶問合せ：(公財)練馬区文化振興協会☎3993-3311

大谷康子さんの演奏が
Y

ユーチューブ

ouTubeでご覧になれます

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報などを紹介（5月8日現在）
対　象 種類 名　称 内　容 問　合　せ

家
計
支
援

月
々
の
固
定
費
で
お
困
り
の
方

離職などで経済的に困窮し、住
居を失った・失うかもしれない方 給付

住居確保給付金
5面の 参照 で紹介

家賃相当額を支給　※世帯人数などによ
り変動。　※収入・資産要件があります。

生活相談コールセンター（練馬区）☎5984-4703
練馬区社会福祉協議会生活サポートセンター
☎3993-9963

光熱費の支払いでお困りの方 期日
延長 電気・ガス・水道料金

支払期日の延長
契約している小売事業者

電話料金・携帯料金の支払いで
お困りの方

期日
延長 電話料金・携帯料金 契約している通信キャリア（通信事業者）

NTT・NTTドコモ・au・ソフトバンクなど

住民税・保険料などの支払いに
お困りの方

納付
猶予 住民税・軽自動車税

納付の猶予・分割納付

収納課納税案内センター☎5984-4547

納付
猶予 国民健康保険料 収納課こくほ整理係☎5984-4560

納付
猶予 後期高齢者医療保険料 国保年金課後期高齢者保険料係☎5984-4588

納付
猶予 介護保険料 介護保険課資格保険料係☎5984-4593

生
活
費
で
お
困
り
の
方

休業などにより収入が減少した方 貸付
緊急小口資金特例貸付
5面の 参照 で紹介

▶上限額：20万円（無利子・連帯保証人
不要） 生活相談コールセンター（練馬区）☎5984-4703

練馬区社会福祉協議会☎3991-5560/☎3992-
5600失業などにより収入が減少した方 貸付

総合支援資金特例貸付
5面の 参照 で紹介

▶上限額：2人以上世帯…月20万円、単
身世帯…月15万円（無利子・連帯保証人
不要）

一時的に必要な費用の調達が困
難な方 貸付 応急小口資金 ▶上限額：一般貸付20万円（無利子） 管轄の総合福祉事務所

区の福祉資金の償還が困難な方 期日
延長

応急小口資金、女性福祉資金、高
齢者および障害者入院資金、東京
都母子及び父子福祉資金

支払期日の延長　※連帯保証人なども含
めて、償還期日までに返済困難と認めら
れる場合。

生活福祉課管理係☎5984-1532

家計が急変し、支援の必要があ
る学生 給付 給付奨学金 返還義務のない奨学金の支給　※金額は

学校の種別や家計状況により異なります。
日本学生支援機構奨学金相談センター☎0570-
666-301　※申込手続きは各大学･専門学校など
の学生課や奨学金窓口にお問い合わせください。

給
付
金

4月27日現在、練馬区に住民登
録のある方 給付

特別定額給付金
1〜3面で紹介

▶給付額：1人につき10万円　※受給権
者は世帯主。

練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-
1041

4月分（3月分を含む）の児童手
当を受給している方　※特例給
付受給者を除く。

給付
子育て世帯への臨時特別給付金
5月21号で紹介 ▶給付額：児童1人につき1万円 子育て支援課児童手当係☎5984-5824

会
社
・
事
業
者
支
援

運
営
資
金
・
売
上
が
減
少
し
た
方

前年同月比50％以上減少した
方 給付 持続化給付金 ▶限度額：中小法人など200万円、個人

事業者など100万円
持続化給付金事業コールセンター（経済産業省）☎
0120-115-570

最近1カ月の売上高が前年また
は前々年の同期と比較して5％
以上減少した方

貸付
新型コロナウイルス感染症対策マル
経融資（日本政策金融公庫）
5面の 参照 で紹介

▶限度額：1,000万円▶利率：当初3年間
基準金利▲0.9％　※区が50%を補助。 東京商工会議所練馬支部☎3994-6521

貸付 新型コロナウイルス感染症特別貸
付

▶限度額：中小企業事業3億円、国民生活
事業6,000万円▶金利：融資後3年間基準
利率▲0.9％

日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル☎0120-
154-505

前年比売上または利益率が減少
した方 貸付

新型コロナウイルス感染症対応特
別貸付（区）
5面の 参照 で紹介

▶限度額：2,000万円▶利率：年2.0％（利
用者負担0.2％、区負担1.8％）　※信用
保証料は、全額区が負担。

経済課融資係☎5984-2673

事
業
所
の
休
業

な
ど
を
し
た
方

都の営業自粛要請に応じて、休
業などに全面的に協力いただけ
た方

給付 感染拡大防止協力金 ▶支給額：50万円（2店舗以上で休業など
に取り組む事業者は100万円） 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談

センター☎5388-0567
自主的に休業していただけた理
美容事業者の方 給付 東京都理美容事業者の自主休業に

係る給付金
▶支給額：15万円（2店舗以上有する事業
者は30万円）

従
業
員
に
休
業

し
て
も
ら
っ
た
方

小学校休業などで保護者である
従業員に有給休暇を取得させた方 給付 小学校休業等対応助成金 ▶支給額：賃金相当額（1日当たり8,330

円が上限）
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
（厚生労働省）☎0120-60-3999

従業員に休業手当を支払った方 給付 雇用調整助成金 ▶助成率：大企業2/3、中小企業4/5▶適
用期間：4/1㈬～6/30㈫ ハローワーク池袋☎3987-8609

職
場
環
境
を

整
備
し
た
方

衛生水準の維持向上に支障をき
たしている方 貸付 衛生環境激変対策特別貸付 ▶限度額：飲食店・喫茶店別枠1,000万

円▶金利：基準金利
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル☎0120-
154-505

テレワークを新規で導入する中
小企業事業主 給付 働き方改革推進支援助成金テレワ

ークコース
▶補助率：1/2または3/4▶上限額：150
万円

テレワーク相談センター（厚生労働省）☎0120-
91-6479

生活相談コールセンターを設置します
☎5984-4703（平日午前9時～午後5時　※祝休日を除く。）

参照

制度名 区の支援 内容 問合せ

新型コロナウ
イルス感染症
対策マル経融
資（日本政策
金融公庫）

融資開始から
3年度間の利
子の50%を補
助

▶対象：最近1カ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較して5%
以上減少した方▶限度額：1,000万
円▶貸付期間：運転資金7年以内（据
え置き期間3年を含む）、設備資金
10年以内（据え置き期間4年を含む）
▶利率：当初3年間基準金利▲0.9％　
※区が50%を補助。

東京商工会議所
練馬支部
（ココネリ4階）
☎3994-6521

新型コロナウ
イルス感染症
対応特別貸付
（区）

利子の90%と
信用保証料全
額を補助

▶対象：前年比売上または利益率が
減少した方▶限度額：2,000万円▶
貸付期間：運転資金7年以内（貸付金
額1,000万円超の時は10年以内、
据え置き期間2年を含む）▶利率：年
2.0％（利用者負担0.2％、区負担
1.8％）　※信用保証料は、全額区
が負担。

融資係
（ココネリ3階）
☎5984-2673

※いずれの相談も要予約。

特別融資 参照

4月の放射線量
測定結果

詳しい測定結果は、区ホームページをご覧ください。▶問合せ：環境規制係☎5984-4712
【測定点】区立12施設　【測定値】単位：マイクロシーベルト／時　【基準値】0.24マイクロシーベルト／時
●地表面から50cm　0.027～0.084　●地表面から5cm　0.027～0.083

休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科
内科・
小児科

▶受付時間：土曜午後6時～9時30分、日曜・祝休日午前10時～11時
30分、午後1時～4時30分、午後6時～9時30分　※練馬区夜間救急
こどもクリニックは平日午後8時～10時30分も対応しています。

練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404

  令和2年（2020年）5月15日令和2年（2020年）5月15日  4 5新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を延期・中止する場合があります。 最新の情報は、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。



℡起業家募集！ －街頭相談会随時開催中－
新規開業者の過半数が入会

　開業コスト削減出来ます 全日本不動産協会
公益社団法人 東京都本部練馬支部

03-3261-1010
広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

「熱が続いている」「咳
せき
がある」などの体調が悪い方、新型コロナウイルスに感染の疑いがある方

まずは「かかりつけ医」や「お近くの診療所」にご相談を！

●相談・受診などの流れ

●かかりつけ医
●お近くの診療所

検査機関で検査・判定③
判定

④
治療
療養

①
受診
相談
・

・

②
検査
（受診）

問合せ
PCR検査について…
保健予防課予防係☎5984-1017
PCR検査検体採取センターについて…
地域医療課管理係☎5984-4673

受診不要

検体提出・
判定依頼

新型コロナウイルスPCR検査
検体採取センターを開設

　地域のかかりつけ医が検査を必要と判断した場合に、
保健所を介さずにドライブスルー方式により検体を採取
します（完全予約制）。詳しくは、お問い合わせください。

コールセンター
☎5984-4761（平日9:00 〜 17:00）〈区〉
☎0570-550-571（土・日曜、祝休日9:00〜22:00）〈東京都〉

帰国者・接触者外来で
PCR 検査を実施

帰国者・接触者外来
（新型コロナ外来）

自宅で安静
医療機関を受診
※�症状が良くならない場合は、
かかりつけ医やコールセンタ
ーなどに再度相談。

練馬区PCR検査
検体採取センター
（光が丘第七小跡施設）
※ドライブスルー方式です。
※医療機関が予約します。
予約のない方は利用でき
ません。

※マスクをし、公共の交通
機関をできるだけ使わず
にお越しください。

練馬区保健所
（新型コロナ受診相談窓口）

電話相談

PCR検査不要

かかりつけ医などに相談
（電話・オンライン含む）

PCR検査が必要と
医師が判断した場合、予約

保健所へ

陰性 陰性

陰性であっても症状がある場合は、
症状が治まってから２・３日は自宅で安静

検査結果は
かかりつけ医から連絡

※陽性の方には保健所から連絡し、療養先の調整などを行います。

※症状の悪化など変化があった場合は、転院。

検査結果は
保健所から連絡

軽症 ホテルなどで療養 中等症・重症 病院に入院

専門的な助言が
必要な場合や
症状が重い場合など

肺炎もしくは
その疑い、
重篤な場合

受診が必要と判断した場合

医師がPCR検査が
必要と判断した場合

検体提出・判定依頼

検査
不要

陽性
コロナ
確定

陽性
コロナ
確定
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■ リラックスヨガ練馬春日町　毎
火・金曜午後2時～3時、毎土曜午前
10時30分～11時30分　春日町図書館
など　会費1回800円　事務局☎090-
8439-6756
■ フラダンスサークル　ハラカヒ
キ　初心者対象　第1・2・4木曜午後
6時15分～7時45分　サンライフ練馬　
月会費3,500円　小笹☎080-6549-
2948（要予約）

■ 抒情歌・シャンソンを歌う会（カ
ンツォーネ・映画音楽など）　①月
4回②月2回月曜午後1時30分～3時
30分　生涯学習センター分館　①②
とも入会金2,000円　月会費①4,500
円②3,000円　教材費月1,000円　初
回は無料体験可　岡本☎3922-7917
■ ウクレレサークル　プナレア　中
高年齢の初心者対象　月2回金曜午後
1時～3時　北大泉地区区民館　講師　
梁瀬喜久雄　月会費3,000円　初回は
無料体験可　年1回発表会あり　濱☎
080-5507-2845（要予約）
■ コール春日（愛唱歌など）　中高年
齢者対象　月2回木曜午前10時～正午　
練馬文化センターなど　入会金1,000
円　月会費3,000円　教材費月1,000
円　岩下☎3994-5020（要予約）

■中国語サロン　①初級者②中級者対象　
毎火曜①午後1時～2時②午後2時10分
～4時　光が丘地区区民館など　月会
費①4,000円②4,500円　教材費2,490
円　初回は無料体験可　須加☎090-
4414-6932（要予約。午後6時～9時）
■ スマホなんでも相談教室　毎水曜
午前9時～11時　石神井公園区民交流
センター　高等専門情報工学の教員な
どが指導　入会金2,000円　会費1回
500円　荒木☎3904-3437（要予約。
午前9時～午後9時）
■ マジック　上石神井マジックパー
ティー　初心者対象　第2・4土曜午後
2時30分～5時　上石神井南地域集会所　
講師　内倉恒治　入会金1,000円　月
会費1,000円　初めの1カ月は無料体験
可　一上☎090-4722-8569（要予約）

■ 詩吟（漢詩・短歌・新体詩など）　
富岳流日本吟詠会桜台教場　月3回
月曜午前10時～正午　桜台地域集会
所　月会費2,750円　初めの1カ月は
無料体験可　朝妻☎080-1283-0483
（要予約）
■明るい街造り運動（エアーマスク
の紹介、本まぐろの試食会）　築地
豊洲市場水産グループ　毎木曜～土
曜午前10時～午後4時　文化交流ひろ
ば　参加費1回1,000円　石井☎080-
5184-1374（要予約）
■ クラシックギター合奏・独奏　春
日ギタークラブ　月4回日曜午後1時
～5時　春日町南地区区民館など　月
会費1,000円　初回は無料体験可　小
西☎6875-8246（要予約）

⃝�この欄は、区民の方のサークル活動な
どを紹介しています。内容などの確認
は当事者間でお願いします。

⃝�掲載を希望する方は、区ホームページ
をご覧ください。

⃝�場所は施設の予約状況により変更にな
る場合があります。

区 民 の ひ ろ ば

リサイクル・マーケット
▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、6月2日（必着）までに
申込先へ　※700円以下の出店料が掛
かります。　※車での来場・搬入はご
遠慮ください。
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）
▶日時：6月7日㈰午前10時～午後0
時30分（雨天中止）▶申込先：〒177-
0035南田中4-7-10-301　リサイク
ル・タンポポ☎090-5423-8684（先
着80店。問い合わせは午後7時～9時）

ここで紹介する事業は､区が支援したり､
官公署などが実施したりするものです｡

情 報 あ ら か る と

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

　都は自転車のルール・マナーの普及啓発のために、東京都自転車安
全利用指導員制度を開始しました。
　事故が多発する交差点などに指導員を配置し、信号無視や一時不停
止などの違反行為を指導します。事故を未然に防止するとともに、違
反した方に対し交通ルールを説明し、マナーの向上につなげます。▶
区の担当：安全対策係▶問合せ：東京都交通安全課☎5388-3124

自転車の交通違反を指導します

お知らせ
ひとり親家庭向け
訪問型学習支援事業を実施

　自宅に学習支援員を派遣し、お子
さんの学習の支援と保護者の悩み相
談を行います。▶対象：区内在住の小
学4年～中学2年生のお子さんのいる
家庭で児童扶養手当を受給してい
る、または同様の所得水準であるひ
とり親家庭など▶日時：8月～来年3
月の月3回（1回2時間）▶定員：35世
帯（選考）▶区の担当：ひとり親家庭支
援係▶申込：電話で㈱トライグループ
☎6684-1087（日曜、祝休日を除く
午後1時～10時）

福祉・障害のある方へ
初心者向け障害者パソコン教室
▶日時：6月14日㈰1午前9時30分
～正午2午後1時30分～4時▶場
所：中村橋福祉ケアセンター▶定員：
12各4名（抽選）▶費用：1,000円
▶申込：電話またはファクスで①教
室名（12とA～Eの別も）②住所
③氏名（ふりがな）④障害名と手帳の
種類⑤電話番号またはファクス番号
（ある方のみ）を、5月25日㈪までに
中村橋福祉ケアセンター☎3926-
7211 FAX 3970-5676　※手話通
訳が必要な方は、その旨もお知らせ
ください。　※介助が必要な方は、
介助者を同伴してください。

コース 対象

Aパソコン入門
次のいずれかを
お持ちの方
・愛の手帳
・身体障害者手帳
・�精神障害者保健
福祉手帳

Bワード（文書作成など）

Cエクセル（表計算など）

D�タブレット（携帯端
末）相談・体験

E視覚障害
　（読み上げソフト）

身体障害者手帳
を持っている視
覚障害のある方

※�Aは以前受講した方、BCはパソコン
の基本操作・文字入力ができない方は
受講できません。

働く
スクールソーシャルワーカー

【会計年度任用職員】
▶対象：次の①②のいずれかに当て
はまる方　①社会福祉士・精神保健

福祉士・臨床心理士・公認心理師の
いずれかの資格がある②福祉または
教育に関する専門的な知識・経験が
ある▶期間：7月～来年3月▶日時：
月～金曜午前8時30分～午後5時15
分（月16日）▶場所：学校教育支援セ
ンター▶採用人数：1名（書類選考・
面接）▶報酬：月額24万97円　※交
通費支給。　※期末手当・社会保�
険あり。▶申込：学校教育支援セン
ターや区ホームページにある申込書
（写真貼付）を、5月27日（必着）まで
に学校教育支援センター☎6385-
9911

①短時間保育②保育③調理 
④用務【会計年度任用職員（サ
ポートスタッフ〈登録制〉）】
▶期間：来年3月まで（再任する場合
あり）▶勤務日：月～土曜（月20日
程度）▶時間：①朝…午前7時30分
から、夕…午後4時15分から（それ
ぞれ2～3時間程度）②～④原則と
して午前8時30分～午後5時15分
の間の4～7時間45分▶場所：区立
保育園▶報酬：①時給1,341円②時
給1,147円③④時給1,093円　※交
通費支給。　※勤務条件により期末
手当・社会保険あり。▶申込：保育
課（区役所本庁舎10階）や区ホーム
ページにある申込書を、保育課管理
係☎5984-5839

氷川台福祉園の1日外出行事
の介助者

　福祉園は、18歳以上の障害のある
方が通う施設です。年30回程度行
う1日外出行事（園外活動）で利用者
の介助をしていただく方を募集しま
す。▶対象：18歳以上の方▶日時：5
月～12月の平日午前9時15分～午後
3時15分　※詳しい日程は、お問い
合わせください。▶謝礼：1日6,000
円▶申込：電話またはファクスで①
園外活動行事の介助者②氏名（ふり
がな）③電話番号④ファクス番号（あ
る方のみ）を、氷川台福祉園☎3931-
0167 FAX 3931-2477

ボランティア
福祉有償運送運転者講習会

　障害のある方や高齢者の送迎を行
う有償運転ボランティアになるため
の講習会です。乗降介助の方法など
を学びます。▶対象：運転免許証を
お持ちの方▶日時：6月27日㈯午前8

時30分～午後7時▶場所：練馬区社
会福祉協議会（豊玉北5-14-6　新練
馬ビル5階）▶定員：12名（抽選）▶費
用：1万1500円（区内在住の方、区内
福祉有償運送団体所属の方は6,500
円）▶申込：電話またはファクスで申
込用紙を請求の上、6月17日㈬まで
に直接、練馬区社会福祉協議会☎
3992-5600 FAX 3994-1224　※申
込用紙は同ホームページ（https：//
www.neri-shakyo.com/）にも掲載
しています。

事業者向け
工業統計調査にご協力を
～製造業を営む皆さまへ

　製造業を営む事業所に、5月中旬
以降に調査員が伺います。ご協力を
お願いします。　※調査結果は、統
計の目的以外には使用しません。▶
問合せ：統計係☎5984-2459

有料広告を募集
消費者だより「ぷりずむ」

　申し込み方法など詳しくは、区
ホームページをご覧ください。▶掲
載位置：裏表紙▶広告サイズ：縦55
㎜×横185㎜▶料金：3万円▶刷色：2
色（色指定不可）▶発行月：7月▶発行
部数：2万部▶配布先：町会・自治会、
商店会、区立保育園・幼稚園、区立
施設など▶申込期限：5月29日㈮▶
問合せ：消費生活係☎5910-3089

お休みします
〈春日町図書館☎5241-1311〉…5月
25日㈪～29日㈮【館内整理のため】

子ども・教育
小中学校就学相談（特別支援教育）

　来年4月に小中学校の特別支援学
級（知的障害や発達障害などのある
お子さんが通う学級）などへの就学
を考えている方を対象に、就学相談
を行います。▶申込期間：6月～12月
▶申込：電話で就学相談係☎5984-
5664　※区ホームページからも申
し込めます。　※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、就学相談説
明会は中止します。

明るい選挙啓発ポスターを募集
　選挙について感じることを表現し
た絵や、みんなが選挙に行きたくな
るような絵をお送りください。応募
者全員に記念品を差し上げます。▶
対象：区内在住（在学）の小学生～高校
生▶申込：四つ切り（54.2㎝×38.2㎝）
または八つ切り（38.2㎝×27.1㎝）の
画用紙に描いた作品の裏右下に①住
所②氏名（ふりがな）③学校名・学年
④電話番号を記入の上、9月11日（必
着）までに持参または郵送で〒176-
8501区役所内選挙管理委員会事務
局（本庁舎16階）☎5984-1399

  令和2年（2020年）5月15日 7新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を延期・中止する場合があります。 最新の情報は、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。



広告 お申込みは
Webから

使わなくなったテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの
※正規の処理をしますので、リサイクル料金と収集運搬料金がかかります

練馬電機商会（株式会社サン・クリーン）
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-1-3　☎03-3994-1422　FAX03-3994-1357
 https://nerimadenkisyoukai.net家電リサイクル回収承ります

広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。　※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。広告

民生・児童委員は
地域の身近な相談相手

　皆さまと同じ地域に暮らし、地域の実情をよく知っている方が担ってい
ます。委員は、非常勤の地方公務員で、無償のボランティアとして活動し
ています。法律により秘密を守る義務があるので、安心して相談ができます。

高齢者や子育て世帯、障害
者などの相談を受けます

区の窓口や関係機関を紹介
し、適切な支援につなげます

ひとり暮らし高齢者への声
掛けや児童の登下校の見守
りなどを行います

　区内には、約570名の民生・児童委員（主任児童委員40名を含む）がい
ます。お住まいの地域を担当する民生・児童委員については、お問い合
わせください。

　民生・児童委員の中で、主に児童福祉に関することを担当しています。
子ども家庭支援センターや学校などと連携し、民生・児童委員と一体に
なって、児童虐待の防止のための見守りや育児不安などの相談を受けて
います。

総合福祉事務所管理係

〒176地域の方…練　馬☎5984-2768 〒177地域の方…石神井☎5393-2801

〒179地域の方…光が丘☎5997-7713 〒178地域の方…大　泉☎5905-5262

民生・児童委員とは？

誰に相談すればいいの？

ご存じですか？主任児童委員

このような活動をしています！
相談 情報提供見守り

問合せ 地域福祉係☎5984-2716

5 月12 日は民生・児童委員の日です

ねりま区報はさまざまな方法でご覧になれます！ 問合せ 広報係☎5984-2690
FAX 3993-1194

　朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に折り込んでお届けしているほか、駅の広報スタンドや金融機関、ファミリーマート、セブン-イレブン、
西友、区立施設にも置いています。

区報の送付サービス
　新聞未購読で、上記施設で区報の入手が困難な方に無料で
送付しています。希望する方は、区ホームページから申し込
むか、お問い合わせください。

デイジー版CDなどの区報の送付サービス
　視覚障害のある方には、区報の点字版、カセットテープ版、デイジー
版CDを無料で送付しています。希望する方は、お問い合わせください。

  このアイコンが
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アイフォン版 アンドロイド版
まずは上の二次元バーコードを
スマートフォンで読み取る

検索画面で「ねりま」と入力 「ねりま区報」を選択 「マイコンテンツ」に追加
※�登録すると発行日に通
知が届きます。

アプリを起動し、通知を許可

（ パソコンから閲覧できるブラウザ版もあります　　　）

1 3 4 5

　無料アプリ「カタログポケット」は日本語のほか、英・中・韓・タイ・ポルトガル・スペイン・イ
ンドネシア・ベトナム語に対応し、音声の読み上げ機能があるなど、とても便利です。「カタログポ
ケット」で、ねりま区報をさらに楽しんでみませんか。

カタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケットカタログポケット
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