6 令和3年（2021年）4月1日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、
届け出が必要です。▶問合せ：青少
年係☎5984-4691

お知らせ

調査項目

ね り ま 区 報 令 和2年 縮 刷 版
を発行
2年に発行したねりま区報をまと
めた冊子です。▶閲覧場所：図書館、
区民情報ひろば
（区役所西庁舎10
階） ※区民情報ひろばでは、1冊
1,300円で販売します。▶問合せ：
広報係☎5984-2690

元年度

2年度

成人向け雑誌・ビデ
オなどの自動販売機

6台

6台

レンタルビデオ店

6店

6店

6店

6店

コンビニエンスストア 237店

236店

成人向けビデオな
どが置いてある店

24時間営業の店

令和2年版練馬区統計書を発行
練馬区の人口・産業・教育・福祉
などの統計資料、各種統計調査の結
果を掲載しています。▶閲覧場所：
図書館、区民情報ひろば
（区役所西
庁舎10階） ※区ホームページでも
ご覧になれます。 ※区民情報ひろ
ばでは、1冊1,000円で販売します。
▶問合せ：統計係☎5984-2459

男女共同参画情報紙
「MOVE」49号を発行
▶配布場所：区内各駅の広報スタン
ド、区民事務所
（練馬を除く）
、地区
区民館、図書館、男女共同参画セン
ターえーる、人権・男女共同参画課
（区役所東庁舎5階）
など▶問合せ：人
権・男女共同参画課☎5984-4518

生活習慣病に関する講座を
企画・運営する団体を募集
生活習慣病の予防や改善に関する
講座などを企画・運営する団体を募
集します。▶実施期間：5月〜来年2
月▶募集団体数：6団体
（書類選考）
▶委託料：1講座につき2万5000円
まで▶申込：国保年金課
（区役所本庁
舎3階）や区ホームページにある募
集の手引きをご覧の上、講座実施日
の1カ月前までに国保年金課保健事
業担当係☎5984-4551

成人向け雑誌自動販売機など
の調査結果がまとまりました
青少年にとってよりよい環境をつ
くるため、区内の成人向け雑誌自動
販売機などの実態調査を、青少年育
成地区委員会の協力を得て行ってい
ます。令和2年度の調査結果は、次
の通りです。また、販売する店舗に
区分陳列や青少年への販売などの制
限をお願いしています。 ※成人向
け雑誌自動販売機の管理は、都への

228店

成人向け雑誌など
を販売している店

48店

230店
45店

税
税の納付の口座振替日が
変更になります
新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、申告・納付の期限が延
長されたことに伴い、口座振替日が
変更になります。▶問合せ：税務署
【 練 馬 東 ☎6371-2332、 練 馬 西 ☎
3867-9711】
税の種類

変更後の口座
振替日

所得税・復興特別所得税

5/31㈪

個人事業者の消費税・地
方消費税

5/24㈪

令 和3年 度 特 別 区 民 税・ 都
民税（住民税）証明書の交付
住民税証明書（昨年中の所得の証
明書）の交付開始日は、給与特別徴
収で納税している方（給料から住民
税が差し引かれる方）と非課税の方
は5月10日㈪、それ以外の方は6月
10日㈭です。▶問合せ：税証明・軽
自動車税担当☎5984-4536

固定資産税に係る土地・家屋
の価格などがご覧になれます
▶対象：令和3年1月1日現在、区内
に土地・家屋をお持ちの方 ※詳し
くは、お問い合わせください。▶期
間：6月30日㈬までの午前8時30分
〜午後5時
（土・日曜、祝休日を除
く）▶場所・問合せ：練馬都税事務所
☎3993-2261

都税の納付はスマートフォ
ン決済アプリで
スマートフォンの決済アプリ
（Pay

成するための学習の場です。高齢者
との接し方や車いすの操作方法な
ど、現場で役立つ技術を学びます。
修了後は、一人ひとりに合った活動
に参加できるよう、コーディネー
ターが支援します。▶対象：区内在
住 の 方 ▶ 定 員：60名（ 先 着 順 ）▶ 申
込：5月12日㈬までに電話で練馬福
祉人材育成・研修センター☎67580145

Pay、LINE Pay）を使って納付書の
バーコードを読み取ると納付できま
す。詳しくは、東京都主税局ホーム
ペ ー ジ（https://www.tax.metro.
tokyo.lg.jp/common/tozei̲nouzei.
html#L16）
をご覧ください。▶問合
せ：練馬都税事務所☎3993-2261

国民年金
令和3年度の学生納付特例
を受け付けます

日程
【７日制】

学生で収入が少なく保険料を納め
られない方は、申請して承認される
と、承認された期間について、保険
料の後払い
（10年以内）
ができます。
※対象にならない学校があります。
※2年度の承認を3年2月中旬までに
受けた方は、4月中旬までに日本年
金機構から申請書が送付されます。
※後払いすると加算額が上乗せされ
る場合があります。詳しくは、お問
い合わせください。▶問合せ：練馬年
金事務所☎3904-5491、国民年金
係
（区役所本庁舎3階）
☎5984-4561

場所

講義

5/13㈭・20㈭・
28㈮、6/11㈮・ ココネリ3階
18㈮

実習

5/29㈯

救命講習 6/4㈮

学校教育支援
センター
光が丘区民セ
ンター5階

※時間はいずれも3〜6時間程度。
※9/2㈭にフォローアップ研修を実施。

働く
特別区
（東京23区）
区立幼稚園の教員採用候補者

ボランティア

▶対象：幼稚園教諭普通免許を持ち
（来年4月1日㈮までに取得見込みも
可）
、昭和62年4月2日以降に生まれ
学校の教育活動を支援していただ
た方▶場所：東京23区
（大田区・足立
く方を募集します。▶場所：区立小
▶一次選考：6月20日㈰▶
中学校・幼稚園▶内容：授業の補助、 区を除く）
申込：教育指導課
（区役所本庁舎12
部活動の指導補助など ※協力内容
階）や特別区人事・厚生事務組合教
により謝礼あり。▶申込：教育指導
育委員会事務局人事企画課
（千代田
課（区役所本庁舎12階）や区ホーム
区飯田橋3-5-1）
にある申込書を、5月
ページにある申込書を、教育指導課
7日
（消印有効）までに特別区人事・
管理係☎5984-5746
厚生事務組合教育委員会事務局人事
高齢者支え合いサポーター
企 画 課 ☎5210-9751 ※同ホーム
育成研修の受講生を募集
ページ
（http://www.tokyo23city.
or.jp/）
からも申し込めます。
地域で高齢者を支える人材を育

学校サポーター【登録制】

長野県上田市の
「稲倉の棚田」
の
オーナーを募集
区の友好都市である長野県上
田市にある、日本の棚田百選
「稲
倉の棚田」のオーナーを募集し
ます。棚田で田植えや稲刈りな
どを体験できます
（水やりや草
刈りなどの日常的な農作業は保
全委員会で行います）
。
申し込み方法など詳しくは、
お問い合わせいただくか、稲倉の棚田保全委員会ホームページ
（https://

20歳未満の方の飲酒は
法律で禁じられています

inaguranotanada.jimdofree.com/）にある募集要項をご覧ください。
▶区の担当：国際・都市交流担当係

コース

4月は20歳未満飲酒防止強調月間です。成
長過程にある20歳未満の方の飲酒は、成人に

棚田サポーター

ご家庭や地域で、20歳未満の方の飲酒防止に
ご協力ください。

特典

申込期限
（必着）

50組
（先着順） コシヒカリ25㎏

棚田ファン

1万円 100組
（先着順） コシヒカリ6合

酒米オーナー

6万円

〈小売店で年齢確認を実施しています〉
東京小売酒販組合加入店などの小売店で
ご理解をお願いします。

3万5000円

募集数

5/8

比べて心身により大きな影響を及ぼします。

は、酒類販売時に年齢確認を実施しています。

年会費

青少年係
問合せ
☎5984-4691

練馬区情報番組

4月の放送内容

問合せ

搾りたての原酒
20組
（抽選）
（4合瓶×12本）

4/23

上田市農産物マーケティング推進室
☎0268-21-0053 FAX 0268-23-5982
Eメール nosanmarket@city.ueda.nagano.jp

【 1日〜15日】 ●
「みどりバス」
で散策

光が丘〜保谷

【16日〜30日】 ●大江戸線全線開通20周年！ 歩みと沿線の魅力を紹介

