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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、

お知らせ
働く
特別区
（東京23区）区立幼稚
園の臨時的任用教員
【登録制】
▶対象：幼稚園教諭普通免許を持っ
ている方▶場所：東京23区
（大田区・
足立区を除く）▶選考方法：書類選
考・面接▶申込：教育指導課（区役所
本庁舎12階）や特別区人事・厚生事
務組合教育委員会事務局人事企画課
（千代田区飯田橋3-5-1）にある申込
書を、12月7日（消印有効）までに特
別区人事・厚生事務組合教育委員会
事務局人事企画課☎5210-9857

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
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

住まい・まちづくり
用途地域等の一括変更の
原案がご覧になれます
道路整備の進展などにより、用途
地域の境界の基準となる道路の位置

個人
事業税

や形状が変化していることなどから、 着）までに持参または郵送で都市計
都は23区内の用途地域を一括して変
画課へ ※公述人がいない場合は、
更することとしました。区は、都か
公聴会は行いません。傍聴（先着順）
らの依頼を受け、特別用途地区、高
を希望する方は、事前にお問い合わ
度地区、防火地域・準防火地域、地
せください。
区計画を変更する各都市計画原案を
◎問合せ：都市計画課都市計画担当
作成しました。意見のある方は意見
係☎5984-1534
書を提出できます。 ※都が定める
環境・リサイクル
用途地域の変更の区原案もご覧にな
れます。▶縦覧・意見書提出の期間：
不要なアイドリングを
12月2日㈭まで▶縦覧・意見書提出
やめましょう
の場所：都市計画課
（区役所本庁舎16
階） ※区ホームページでもご覧にな
自動車のアイドリングストップ
れます。▶問合せ：都市計画課土地利 （停車時のエンジン停止）は、燃料節
用計画担当係☎5984-1544
約と排ガス削減に効果があるエコド
ライブの一種です。次のようなとき
高松農の風景公園の都市計画
は、アイドリングをやめましょう。

変更原案がご覧になれます

意見のある方は意見書を提出でき
ます。また、説明会と公聴会
（区から
の説明や質疑応答を行わず、変更原
案に対してご意見を伺う場）
を開催し
ます。公述
（意見を述べること）
を希
望する方は申し出てください。▶縦
覧・意見書提出の期間：12月2日㈭ま
で▶縦覧・意見書提出の場所：都市
計画課
（区役所本庁舎16階） ※区
ホームページでもご覧になれます。
〈説明会〉
▶日時：11月18日㈭午後7時から▶
場所：春日町地域集会所▶定員：30
名（ 先 着 順 ）▶ 申 込：電 話 ま た は 電
子メールで参加者全員（2名まで）の
住所・氏名・電話番号を、11月16
日㈫までにみどり推進課☎59841659 Eメール midorisuisin@city.
nerima.tokyo.jp
〈公聴会〉
▶日時：12月15日㈬午後7時から▶
場所：春日町地域集会所▶公述の申
し 出 方 法：都 市 計 画 課 や 区 ホ ー ム
ページにある申出書を、12月2日（必

第2期分の納期限は11/30㈫

● 運転者が車から離れるとき

● 荷物の積み下ろし作業をするとき
● 人を待つとき

● 車内で休憩をするとき

※特 に自動車を使用する事業者は、従業
員などに呼び掛けてください。

▶問合せ：環境規制係☎5984-4712

事業者向け
ひとり暮らし高齢者等実態調
査業務を行う事業者を募集
令和4年度調査の実施にあたり、
調査票の作成や郵送、集計、分析な
どの業務を行う事業者を募集しま
す。事業者の選定は、プロポーザル
（事業提案）方式で行います。応募す
る事業者は、高齢者支援課（区役所
西庁舎3階）や区ホームページにあ
る募集要領をご覧の上、必ず説明会
に参加してください。
〈説明会〉
▶日時：11月22日㈪午後1時30分～
2時30分▶場所：区役所本庁舎19階
▶申込：11月18日㈭までに電話で

国税の
納税証明書

高齢者支援課管理係へ
◎ 問 合 せ：高 齢 者 支 援 課 管 理 係 ☎
5984-4582

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㎜×横㎜）
：55
×185▶料金：3万円▶刷色：2色
（色指
定不可）
▶発行月：来年1月上旬▶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：11月30日㈫▶問
合せ：消費生活係☎5910-3089

お休みします
〈関町図書館☎3929-5391〉…11月
15日㈪～19日㈮【館内整理のため】

高齢者
いつも笑顔！
健康長寿はつらつまつり
▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
日程：12月8日㈬▶場所：はつらつセ
ンター大泉▶定員：各26名（抽選）▶
申込：11月15日㈪〜30日㈫に電話
で同所☎3867-3180
時間
内容
13：00～ わかわか かむかむ 口腔
（こ
13：35
うくう）・栄養講座
かんたん！しっかりトレーニ
13：50～
ング講座～フレイル予防のた
14：20
めの運動
14：35～ 認知症予防講座とフリフリ
15：10
グッパー体操
15：25～ 肩こり・腰痛予防セミナー〜
16：00
元気な身体をつづけるヒケツ
※希 望者は転倒リスク測定と認知機能測
定
（先着40名）
、太鼓のストラップ作り
（先着64名）にも参加できます。

インターネットで受け取れます

スマートフォンの決済アプリを使って納付書のバーコードを読

請求から受け取りまでインターネットでできます。受け取った

み取ると納付できます。新型コロナウイルス感染症の影響で納

電子納税証明書は、印刷して何回でも原本として使うことがで

付が困難なときは、猶予できる場合があります。詳しくは、東京

きます。詳しくは、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.

都主税局ホームページ
（https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/）

jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm）
をご覧ください。

をご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ

粗大ごみ

問合せ

豊島都税事務所☎3981-1211

年末の申し込みはお早めに

年末に向けて粗大ごみが大幅に増えるため、年内に収集・持ち込みがで

税務署
【練馬東☎6371-2332、練馬西☎3867-9711】

就職・家計改善に向けた支援や
住居確保給付金の相談を受け付けます
生活サポートセンターでは、さまざまな理由で経済的にお困りの方の相

きない場合があります。お早めに粗大ごみ受付センターへ申し込んでくだ

談を受け付けています。ぜひ、ご利用ください。 ※生活保護の相談は、

さい。

管轄の総合福祉事務所へお問い合わせください。▶相談日時：平日午前8時

粗大ごみ
受付
センター

ごー なな まる さん

ご

み きゅっきゅっ

☎5 7 0 3 -5 3 9 9

30分～午後5時15分
インターネット
での申し込みが
便利です

⃝住居確保給付金とは
失業などで住居を失った、または失うおそれのある、区内在住の方を対
象に、期間を決めて家賃相当額を給付し、就職に向けた支援を行うもので
す。申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

悪質な事業者にご注意ください
不用品の回収をトラックやチラシで呼び掛ける事業者のほとんどが無許可
の違法事業者です。
「家庭で不用になった家具や家電を処分する」
「無料で引き
取る」
と言いながら、高額な処理費用を請求してくる場合があります。被害
に遭わないためにも、区の粗大ごみ受付センターに処理を依頼してください。

ねりま区報送付サービスのご利用を

相談窓口・ 練馬区社会福祉協議会生活サポートセンター
問合せ （区役所西庁舎3階）
☎3993-9963 ※電話相談もできます。

新聞未購読で、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。▶問合せ：広報係☎5984-2690

