
世帯と人口 【2月1日現在】
※（　）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
381,486
（-344）

年齢別人口
14歳以下 15～64歳 65歳以上
86,809（-46） 489,019（-410） 162,047（-27）

総人口 737,875（-483）日本人 719,133（-396）外国人 18,742（-87）
男 357,528 男 348,769 男 8,759
女 380,347 女 370,364 女 9,983

お知らせ
皆さまからの寄付（12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

区
へ

練馬区のため 1万6056円
（2件）

練馬みどりの
葉っぴい基金

39万760円
（23件）

新型コロナウイルス感染
症対策への支援のため 56万円（3件）

医療機関のため 27万2000円
（25件）

まちの安全・安心のため 1万6000円（4件）
ユニバーサルデザイン
の推進のため 1万円（3件）

障害者福祉のため 2万6000円
（2件）

視覚障害者のため 3万円（1件）

高齢者福祉のため 4万2000円
（3件）

人と動物の共生のため 116万400円
（123件）

大江戸線延伸の
実現のため

7万7000円
（10件）

図書館サービスの
充実のため

28万693円
（11件）

心豊かで健康な子ども
の育ちを支えるため

13万902円
（9件）

子育て支援のため 60万6000円
（16件）

練馬区社会福祉協議会へ 90万5845円
（31件）

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）の家族講演会
▶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：3月5日㈯午後1時30
分～4時30分▶場所：光が丘区民セ
ンター5階▶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）

青少年問題協議会の区民委
員を募集
　区の青少年健全育成の活動方針な
ど、青少年健全育成施策について検
討する会議です。▶対象：区内在住の
20歳以上で、年2回程度、主に平日
の午後に2時間程度開催する会議に
出席できる方▶任期：7月から2年間
▶募集人数：5名（選考）▶申込：履歴書
（写真の貼付は不要）と「練馬区の青少
年健全育成について」をテーマとした
小論文（800～1,200字程度。様式自
由）を、3月22日（必着）までに持参ま
たは郵送で〒176-8501区役所内青
少年係（本庁舎11階）☎5984-4691

税・国民健康保険
3月6日㈰に
臨時納付相談窓口を開設
～未納がある方は納付相談を

　失業や新型コロナウイルス感染症
の影響による収入減などで納期限内
に特別区民税・都民税（住民税）、国
民健康保険料などの納付が困難な方
を対象に、分割納付などの支払いに
関する相談を受け付けます。　※電

話相談も可。　※納付の相談のみ。
▶日時：3月6日㈰午前9時～午後4
時▶申込：当日会場へ
〈相談がなく未納の場合には、収納
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。
② 文書、電話、訪問により、納付の
案内をします。

③ 督促状を送付後、一定期間を過ぎ
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。

◎場所・問合せ：収納課納付相談係
（区役所本庁舎4階）☎5984-4547

国民年金
受け取り金融機関の変更届
はお早めに
　国民年金を受給している方が、支
払いを受ける金融機関を変更する場
合は、「受取機関変更届」を提出して
ください。変更まで1～2カ月かか
ります。早めに提出してください。
▶問合せ：練馬年金事務所☎3904-
5491　※障害基礎年金・遺族基礎
年金・寡婦年金は、国民年金係☎
5984-4561でも受け付けます。

介護保険
平成31年～令和3年度分の
保険料が未納の方へ
～催告書を3月1日㈫に発送

　65歳以上で令和2年1月～3年11
月分の保険料が未納の方が対象で
す。3月15日㈫までに納めてくださ
い。未納の場合、介護サービスを利
用する際、滞納期間に応じて自己負
担割合が3～4割に増えることがあ
ります。一括で納められない方は、
ご相談ください。また、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により収入が
減少した方は、減免の対象となる場
合があります。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。▶問合せ：資格保険
料係☎5984-4593

事業者向け
有料広告を募集～国民健康保
険料の納付書送付用の封筒

　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：封筒の裏面▶広告サイズ（縦
㎜×横㎜）：70×70▶料金：20万円
▶刷色：1色（色指定不可）▶掲載時
期：6月～来年5月▶印刷枚数：約19
万枚▶申込期限：3月11日㈮▶問合
せ：国保年金課管理係☎5984-4551

環境・リサイクル
エコライフチェックの結果
をお知らせします
　エコライフチェックは、身近な行
動で二酸化炭素排出量を減らし、地
球温暖化対策を実践する取り組みで
す。昨年10月には、小中学生など4
万631名と12事業所が参加し、約
2.63トンの二酸化炭素を削減でき
ました。詳しい結果は、区民事務所
（練馬を除く）や図書館、リサイクル
センター、環境課（区役所本庁舎18

階）、区ホームページでご覧になれ
ます。▶問合せ：環境課地球温暖化
対策係☎5984-4705

4月から田柄地域集会所で
古着・古布を回収します
～北町福祉作業所での回収は休止

　施設の改修工事のため、回収場所
を変更します。▶期間：4月1日㈮～
来年3月31日㈮▶回収日時：毎月10
日・20日午後3時30分～4時30分▶
問合せ：リサイクル推進係☎5984-
1097

お休みします
〈大泉図書館☎3921-0991〉…2月28
日㈪～3月4日㈮【館内整理のため】

子ども・教育
3月の1歳児子育て相談・
1歳からの食事講習会
▶対象：おおむね10カ月～1歳4カ
月児▶内容：歯磨き・育児・食事相
談▶持ち物：母子健康手帳▶申込：電
話で各保健相談所へ
場所（保健相談所）・申込先 日程 定員

（先着順）

豊　玉☎3992-1188 10㈭ 30名

　北　☎3931-1347 23㈬ 18名

光が丘☎5997-7722 16㈬ 18名

石神井☎3996-0634 23㈬ 30名

大　泉☎3921-0217 16㈬ 18名

　関　☎3929-5381 24㈭ 18名

※時間はいずれも9：00～11：00。

3月の「赤ちゃんからの飲む
食べる相談」
　少人数のグループで、乳幼児のい
る家庭の食事について相談できま
す。▶対象：0～3歳児と保護者▶申
込：電話で各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先
日時

（いずれも40分程度）
定員

（先着順）
豊　玉
☎3992-1188

  4㈮ ①9:30 ②10:30
14㈪ ①13:30 ②14:30 36組

　北
☎3931-1347   8㈫ ①9:30 ②10:30 32組

光が丘
☎5997-7722 11㈮ ①14:00 ②15:00 32組

石神井
☎3996-0634

  9㈬ ①9:30 ②10:30　
23㈬ ①14:00 ②15:00　36組

大　泉
☎3921-0217   7㈪ ①9:30 ②10:30 24組

　関
☎3929-5381 18㈮ ①9:45 ②10:50 24組

集中型子ども体操教室
▶対象：体操が苦手な区内在住の
小学1～3年生▶日時：3月25日㈮・
26日㈯・28日㈪・29日㈫午後1時
30分～3時【4日制】▶場所：春日町
青少年館▶内容：鉄棒、跳び箱、マッ
ト運動など▶講師：練馬区体操指導
員連絡会代表／犬塚よしみほか▶定
員：20名（初めての方を優先の上、
抽選）▶保険料：200円▶申込：往復
ハガキで①教室名②住所③氏名（ふ
りがな）④学校名・学年⑤性別⑥

電話番号を、3月2日（必着）までに
〒179-0074春日町4-16-9　春日
町青少年館☎3998-5341

健康・衛生
講演会「長引くコロナ禍の
今、こころを助けるために
できること」
▶日時：3月13日㈰午後2時～4時
▶場所：光が丘区民センター3階▶
講師：みどりの杜クリニック院長／
森川すいめい▶定員：80名（先着順）
▶申込：電話で光が丘保健相談所☎
5997-7722

高齢者
地域活動団体にリハビリ専
門職を派遣します
　地域で自主的な活動をしている団
体（運動や文化活動を行っている
サークルなど）に、リハビリ専門職
を派遣します。普段活動しているメ
ンバーと一緒に、健康長寿の取り組
みや健康づくりについて学べます。　
※派遣は1団体につき年度内2回ま
でです。▶対象：65歳以上の方が半
数以上いる区内の団体▶申込：電話
で介護予防係☎5984-2094 

スポーツ
都民体育大会練馬区選考会
▶対象：区内在住、または都内在住
で区内在勤（在学）の方　※小中学
生、高校生、高等専門学校生、体育・
スポーツ団体に登録している大学生
は参加できません。▶問合せ：スポー
ツ振興課事業係☎5984-1947　※
実施要項は、体育館やスポーツ振興
課（区役所本庁舎8階）、区ホーム
ページなどでご覧になれます。
●バレーボール
▶日程：3月13日㈰▶場所：総合体育
館▶内容：9人制一般男子・女子の
部▶保険料など：1チーム1,000円
▶申込：実施要項をご覧の上、3月3
日（必着）までに練馬区バレーボール
連盟・田口へ
●バスケットボール
▶日時・場所：4月3日㈰・17日㈰…
総合体育館、10日㈰…光が丘体育
館、24日㈰…中村南スポーツ交流
センター　いずれも午前9時から
▶費用：1チーム1万円▶申込：実施
要項をご覧の上、3月4日（必着）ま
でに練馬区バスケットボール連盟・
秋田へ

区民体育大会　軟式学童野球
▶日時：4月3日～5月15日の日曜・
祝日　※開会式は4月3日㈰午前10
時から。▶場所：練馬総合運動場公
園▶申込：体育館やスポーツ振興課
（区役所本庁舎8階）、区ホームペー
ジにある実施要項をご覧の上、3月
4日（必着）までに練馬区体育協会へ　
※申し込みは1団体1チームに限り
ます。▶問合せ：スポーツ振興課事
業係☎5984-1947

  令和4年（2022年）2月21日 5区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。


