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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、
します。▶問合せ：情報公開担当係
☎5984-4513

お知らせ

多重債務特別相談
皆さまからの寄付（7月分）
＝ありがとうございました＝

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
54万6728円
（2件）

練馬区のため
練馬みどりの
葉っぴい基金

全国都市交通特性調査に
ご協力を

9,490円（3件）

区へ

新 型コロナウイルス
感染症対策への
50万円（1件）
支援のため
高齢者福祉のため
人と動物の
共生のため

多重債務でお困りの方を対象に、
専門相談員が無料で電話相談を受け
付けます。▶日時：9月29日㈬・30
日㈭午前9時〜午後4時30分▶相談
先・ 問 合 せ：消 費 生 活 セ ン タ ー ☎
5910-4860

10万円（1件）
14万8000円
（11件）

70万6929円
練馬区社会福祉協議会へ
（18件）

令和3年版練馬区勢概要を発行
2年度に実施した事業を中心に、
区政の動向について紹介していま
す。10月1日㈮から閲覧できます。
▶規格：A4判・243ページ▶閲覧場
所：図書館、区民情報ひろば
（区役所
西庁舎10階）など ※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1,700円で販売

全国の都市交通の特性や経年変化
を把握するため、国土交通省が調査
を実施します。調査結果は、今後の
都市交通施策検討の基礎資料として
活用されます。調査は、
区内の2,500
世帯を無作為に選び出して行いま
す。対象となる世帯には、9月下旬
に調査票を発送します。▶区の担当：
交通企画課▶問合せ：国土交通省広
域計画課☎0120-013-875

コミュニティ助成事業で子
ども神輿や山車、太鼓を整備
み

こし

（一財）自治総合センターのコミュ
ニティ助成事業（※）
による宝くじの
助成金を受け、橋戸町会が秋祭りで
使用する子ども神輿や山車、太鼓を
整備しました。 ※コミュニティ活

コロナでお困りの中小企業を支援します
区や都、国では新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる中小企業を応援するため、融資あっせんや補助金、専門
家の派遣などさまざまな支援策を実施しています。詳しくは、
区ホームページをご覧ください。

●何をしたらいいか分からない方も、まずはお電話ください！
練馬ビジネスサポートセンター

☎6757-2020（平日午前9時〜午後5時）

動の促進と健全な発展を図るととも
に、宝くじの社会貢献広報を目的と
しています。▶問合せ：地域コミュ
ニティ支援係☎5984-1039

若者自立支援事業（ねりま若
者 サ ポ ー ト ス テ ー シ ョ ン・
居場所）の若者の声を聞く会
▶対象：15〜49歳の未就労やひき
こもりなどの状態にある方の家族・
支援者▶日時：10月2日㈯午後2時
〜4時▶場所：男女共同参画センター
えーる▶内容：自立に向けて活動す
る方が家族との関わり方を紹介▶定
員：30名
（先着順）▶申込：電話でね
りま若者サポートステーション☎
5848-8341
（木・日曜、祝日を除く）

の事務経験がある方▶期間：11月〜
来 年3月（ 再 任 す る 場 合 あ り ）▶ 日
時：午前8時15分〜午後5時の間の4
時間（月17日）▶場所：区立小中学校
▶内容：一般教員の業務の補助▶採
用予定数：若干名
（書類選考・面接）
▶報酬：時給1,263円 ※交通費支
給。▶申込：教育指導課（区役所本庁
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、9月30日
（必着）までに教育指導課管理係☎
5984-5746

福祉・障害のある方
避難行動要支援者名簿のお
知らせを10月1日㈮に発送
「避難行動要支援者名簿」は災害
時、自力避難が難しいと思われる方
をあらかじめ登録するものです。今
年度から新たに対象となる方へ、お
知らせを発送します。同封の案内を
ご覧の上、返送してください。▶対
象：次の①〜③のいずれかに当ては
まる方 ①要介護3以上の認定を受
けた方②身体障害者手帳1・2級を
お持ちの方③愛の手帳をお持ちの方
※上記以外の方で、名簿への登録を
希望する方は、お問い合わせくださ
い。▶問合せ：福祉部管理課庶務係
☎5984-2706

ハートフェルトのポプリ制
作キットを配布
▶日時：9月30日㈭Ⓐ午前11時〜正
午Ⓑ午後1時〜2時▶配布場所：区役
所アトリウム▶配布数：各25個
（先着
順）
▶申込：9月27日㈪までに電話で
みどり推進課保全係☎5984-1683

働く
スクール・サポート・スタッフ
【会計年度任用職員】
▶対象：教員経験や民間企業などで

国民健康保険料

10/1㈮
から インターネットや窓口で
口座振替の申し込みができます
国民健康保険料の口座振替の申し込みが、インターネットでできる
ようになります。また、窓口にキャッシュカードをお持ちいただくと、
その場で申し込みができます。利用できる金融機関など詳
しくは、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧

「どのような支援策があるのか知りたい」
「 どの補助金が利用できるか

ください。▶受付窓口：収納課（区役所本庁舎3・４階）、こ

分からない」という事業者に対して、随時相談に応じています。ぜひ、

くほ石神井係
（石神井庁舎2階）▶問合せ：こくほ収納係☎

ご利用ください。

5984-4559

インターネッ
トからの申し
込みはコチラ

中小企業向け年末短期貸付のご利用を
事業用資金の融資を低利で受けられるよう、金融機関にあっせんします。
対象や申し込み方法など詳しくは、お問い合わせいただくか、区ホームペー
ジをご覧ください。▶申込期間：10月1日㈮〜11月30日㈫▶貸付内容：運

みどりバス保谷ルートに
停留所を追加

10/1㈮
から

転資金
（限度額300万円）
▶返済期間：11カ月以内
（うち、据え置き期間１カ
月以内）
▶金利：年0.4％▶問合せ：融資係
（ココネリ4階）
☎5984-2673

みどりバス保谷ルートに「清水山の森停
留所」を追加します。なお、ルートや運行

12/31
㈮まで

国民健康保険・後期高齢者医療制度

傷病手当金の適用期間を
延長します

新型コロナウイルスに感染した国民健康保険または後期高齢者医療制

時刻に変更はありません。詳しくは、区
ホームページをご覧ください。▶問合せ：
交通企画課☎5984-1274
別荘橋
停留所

©2011練馬区ねり丸

稲荷山

川

別

白子

荘

橋

憩いの森

通

り

度の加入者に傷病手当金を支給しています。支給には申請が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。▶問合せ：国民健康保険…こくほ給

■ 稲荷山図書館

付係☎5984-4553、後期高齢者医療制度…東京都後期高齢者医療広域
連合お問い合わせセンター☎0570-086-519

清水山の森

対象

国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、給与の支払いを
受けており、次の①②のいずれかに当てはまる方
①新型コロナウイルスに感染し、療養のため働くことができない
②発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため働くことができない

事業

中

新設

夕べの音楽の
放送時刻が変わります

10月1日 ㈮ か ら、 午 後4時30分 に 流 れ

清水山の森
停留所

ます。▶問合せ：青少年係☎5984-4691

世帯と人口【9月1日 現 在】
※（

り

田通

土支

）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
382,625
（-122）

総人口 739,995（-440）日本人 720,830（-354）外国人
男
358,810
男
349,782
男
女
381,185
女
371,048
女

19,165（-86）
9,028
10,137

補助

23

至

0号

線

土支田地
域集会所
停留所

光が

丘

年齢別人口
14歳以下
15〜64歳
65歳以上
87,182（-55） 490,995（-461） 161,818（+76）

