4 令和3年（2021年）7月21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、
限度額：5万円▶選考方法：書類選考
▶申込期限：8月20日㈮▶相談先・
問合せ：福祉部管理課ひと・まちづ
くり推進係
（ 区 役 所 西 庁 舎3階 ）☎
5984-1296

お知らせ
皆さまからの寄付（5月分）
＝ありがとうございました＝

税・国民健康保険

いただいた寄付は次の通りです。
※寄付はインターネットからも受け
付けています。▶問合せ：管財係☎
5984-2807
10万1550円
（1件）
練馬みどりの
209万5900円
葉っぴい基金
（18件）
医療機関のため
3万2000円（3件）
まちの安全・安心の
2,000円（1件）
ため
ひとり親家庭の
5万円（1件）
支援のため
生活困窮世帯の高
4万円（1件）
校進学支援のため
人と動物の
2万6000円（6件）
共生のため
南が丘小の自然環
5万円（1件）
境学習のため
子育て支援のため 8,288円（2件）
練馬区社会福祉協議会へ 34万6470円
（8件）
練馬区のため

区へ

まちを笑顔にする地域のアイ
デアに費用を助成=やさしいまち
づくり支援事業
（はじめの一歩部門）
=

これから福祉のまちづくり活動を
始めるための準備を行う区民団体
に、活動費の一部助成や活動への助
言などを行っています。応募する団
体は、事前に相談してください。▶

8月7日㈯に
臨時納付相談窓口を開設

から

働く

〜未納がある方は納付相談を

新しい高齢受給者証を
7月20日㈫に発送しました

70〜74歳の方が病院や薬局で支

高 等 職 業訓練 促進 給付 金の
対 象 資 格などを拡 大します

就労のための資格を養成機関で取得する際に、生活費として給付金を
支給しています。8月からデジタル分野や福祉分野などの資格も支給の
対象になります。また、支給に必要な受講期間を1年以上から、6カ月以
上に緩和します。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
▶対象：児童扶養手当を受給しているまたは同様の所得水準で、令和3
年度中に受講を開始する方

◎総合福祉事務所相談係
〒176の地域…練 馬☎5984-4742
〒179の地域…光が丘☎5997-7714
〒177の地域…石神井☎5393-2802
〒178の地域…大 泉☎5905-5263
◎ひとり親家庭支援係☎5984-1319

問合せ

▶支給額：月額14万円（最大

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15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
（時給）
：①1,341円 ②1,147円
③④1,093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

所得税

4年間） ※事前相談（予約

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

お休みします
〈 勤 労 福 祉 会 館 ☎3923-5511〉…
7月26日㈪【全館清掃のため】

高齢者
ねりまちウォーキングクラブ

失業や新型コロナウイルス感染症
学校生活支援員
の影響による収入減などで納期限内
【会計年度任用職員】
に特別区民税・都民税（住民税）、国
▶対象：次の①〜③のいずれかに当
民健康保険料などの納付が困難な方
てはまる方 ①教員免許がある②保
を対象に、分割納付などの支払いに
育士・介護福祉士・心理士の資格な
関する相談を受け付けます。 ※予
どがある③学校教育や障害者施策な
約不要。 ※電話相談も可。 ※納
どに関する知識・経験がある▶期
付の相談のみ。▶日時：8月7日㈯午
間：9月〜来年3月
（再任する場合あ
前9時〜午後4時
り）▶日時：1日7時間
（月17日）▶場
〈相談がなく未納の場合には、収納
所：区立小中学校▶内容：児童・生徒
対策として次の対応をします〉
①法令に基づき督促状を送付します。 への学習支援、日常生活上の介助な
ど▶採用予定数：15名（書類選考・
②文書、電話、訪問により、納付の
面接）▶報酬：時給1,341円 ※交通
ご案内をします。
費支給。 ※期末手当・社会保険あ
③督促状を送付後、一定期間を過ぎ
り。▶申込：教育指導課（区役所本庁
ても納付がない場合、法令に基づ
き財産調査・滞納処分を行います。 舎12階）や区ホームページにある申
込書(写真貼付）と作文を、7月28日
◎場所・問合せ：収納課納付相談係
（必着）までに教育指導課管理係☎
（区役所本庁舎4階）☎5984-4547
5984-5746

ひとり親家庭向け就労支援

8月

払う医療費の自己負担割合は、特別
区民税・都民税（住民税）の課税状況
などにより毎年判定され、8月1日
㈰から適用されます。対象となる方
に、新しい自己負担割合が記載され
た高齢受給者証を発送しました。7
月末までに届かない場合はご連絡く
ださい。▶問合せ：こくほ資格係☎
5984-4554

〜気軽に健康長寿

▶対象：65歳以上の方▶内容：リハ
ビリ専門職によるウォーキングの指
導、実技など▶定員：各15名
（抽選）
▶申込：8月13日㈮までに電話で介
護予防係☎5984-2094 ※申し込
みは1人1会場です。
場所
（はつらつ
センター）

日時
【6日制】

豊 玉

9/6・13・27、10/4、11/8・
15の月曜15:00〜16:30

光が丘

9/15・22・29、10/6、11/10・
17の水曜9:30〜11:00

関

9/16・30、10/7・14、11/18・
25の木曜13:30〜15:00

大 泉

9/15・22・29、10/6、11/10・
17の水曜13:30〜15:00

「練馬発わかわか かむかむ
元気ごはん」料理教室
高齢者向け料理本「練馬発わかわ
か かむかむ元気ごはん」の料理を作
ります。 ※初めての方には料理本
を差し上げます。▶講師：いきいき
クッキングねりま会員▶定員：各10
名（先着順）▶材料費：600円▶持ち
物：エプロン、三角巾▶申込：電話で
介護予防係☎5984-2094
場所

日時

光が丘区民セ 8/13㈮Ⓐ10:30〜12:30
ンター2階
Ⓑ14:00〜16:00
勤労福祉会館

9/24㈮Ⓐ10:30〜12:30
Ⓑ14:00〜16:00

予定納税（第１期分）の期限は8月2日㈪

制）を受けてか

新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難なときは、猶予でき

ら申し込んでく

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：税務

ださい。

署【練馬東☎6371-2332、練馬西☎3867-9711】

練馬区社会福祉協議会の会員を募集します
練馬区社会福祉協議会は、皆さまが住み慣れたまちで安心して生活で

▶年会費：正会員…500円以上、特別会員…3,000円以上、

きる「福祉のまち」を目指し、地域活動やボランティア活動の支援などを

団体会員…5,000円以上

行っています。活動は、会費や寄付金で支えられています。申し込み方

す。
※会費・寄付金には、税制上の優遇措置があります。

法など詳しくは、お問い合わせいただくか、同ホームページ（https://
www.neri-shakyo.com/）
をご覧ください。

▶問合せ：練馬区社会福祉協議会☎3992-5600
FAX

3994-1224

災害に備える活動をしています
災害ボランティアセンターの運営
大規模災害時に

災害シンポジウムの開催
震災対策や被災

災害ボランティアコーディネーターの育成
災害時に人と

ボランティアの受

地 支 援 の あ り 方、

人、人と地域資源

け入れなどを行い

日頃からの地域の

をつなげる架け橋

ます。

つながりについて

となる人を育成し

考えます。

ます。

世帯と人口【7月1日 現 在】
※（

）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
382,827
（+88）

（+108）外国人
総人口 740,800（+28） 日本人 721,517
男
359,137
男
350,054
男
女
381,663
女
371,463
女

19,283（-80）
9,083
10,200

14歳以下
87,364（+3）

年齢別人口
15〜64歳
491,807（-4）

65歳以上
161,629（+29）

