ス
間に開催します。 ※交通費程度の
謝礼あり。 ※保育あり
（6カ月以上
の未就学児対象）。
7月 1日
㈮現在、1年以上区内に在住・在勤
ねりま区報令和3年縮刷版を発行
（在学）の方 ※過去に 3期以上務め
た方を除く。
7月から 2年間
3年に発行したねりま区報をまと
集
8名（選考）
人
めた冊子です。
図書館、
権・男女共同参画課
（区役所東庁舎 5
区民情報ひろば
（区役所西庁舎10
階）や区ホームページにある申込書
階） ※区民情報ひろばでは、1冊
に応募理由
（400字程度。様式自由）
1,300円で販売します。
を添えて、5月 2日（必着）までに人
広報係☎5984-2690
権・男女共同参画課☎5984-4518

外国人住民向け冊子
「練馬区くらしガイド」
を発行

区の窓口・サービスなどを外国語
で紹介した冊子です。英語・中国
語・韓国語に対応しています。練馬
区に転入する方に窓口でお渡しする
ほか、区民事務所や広聴広報課
（区
役所本庁舎7階）などでも配布しま
す。
広聴広報課庶務係☎
5984-2694

令和3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。
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。
統計係☎5984-2459

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3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
届け出が必要です。
青少
年係☎5984-4691
2

ル
成人向けビデオな
どが置いてある店

6台

6台

6店

6店

6店

6店

236店

24時間営業の店
230店
成人向け雑誌など
45店
を販売している店

男女共同参画センターえーる
の運営委員を募集
男女共同参画センターえーるは、
男女共同参画社会を推進するための
施設です。今回、センターの施設利
用や事業計画などについて検討する
運営委員会の委員を募集します。委
員会は、年 4回程度、主に平日の昼

3

235店

228店
33店

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

石神井公園区民交流センターでテレワークや勉強をしませんか
4月から、個人で利用できるパーソナルスペースを設置し
ました。ぜひご利用ください。 時
5席

午前9時〜午後10時

電話で石神井公園区民交流センター☎5910-

3451 ※利用希望日の2カ月前の月初から予約ができます。

、

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

令和4年度特別区民税・都民
税
（住民税）
証明書の交付

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がある
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、
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
※申し込み期限など詳しくは、同
ホームページ
（https://www.union.
tokyo23city.lg.jp/）
をご覧ください。

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。

会場で受けられない方へ

飼い犬にマイクロチップを装着しておく

学校教育支援
センター
※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。
5/28㈯

令和4年度の学生納付特例
を受け付けます

生活衛生課管理係（区役所東庁舎6階）☎5984-2483

マイクロチップの装着を

6/10㈮

国民年金

動物病院で注射を済ませ、証明書を受け取っ
てください
（注射料金は動物病院により異なり
ます）
。その証明書を保健相談所または生活衛
生課に提示し、注射済票の交付を受けてくださ
い
（交付手数料550円）
。
イク
お
6月からマイクロチップの情報を環境省のデー

と、迷子の時や災害時に離れても、飼い主の タベースで一元管理する制度が始まります。民
もとに戻る可能性が高くなります。会場では、 間機関に登録済みの方は、移行
登録代だけでマイクロチップを装着できる事 サイトから手続きできます。
業の応募用紙を練馬区獣医師会が配布してい
ます（抽選50頭）。

日

7日

5/13㈮・20㈮、
6/3㈮・17㈮
ココネリ3階

スマートフォンの決済アプリやク
レジットカードなどで納付できます。
また、練馬都税事務所では、電子
マネー（交通系ICカード、nanaco、
楽天Edy、WAON）でも納付できま
す。詳しくは、
お問い合わせください。
▶問合せ：練馬都税事務所☎39932071

3,000円

区民事務所や保健相談所、生活衛生課で受
け付けます
（手数料3,000円）
。 ※犬が死んだ
場合や区内に転入、区内で転居した場合など
も前記の登録窓口に届け出が必要です。

日

都税の納付はキャッシュレス
納付が便利です

3,750円（注射料金3,200円、注射済票
料

地域で高齢者を支える人材を育成
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。
区内在住の方
60名（ 先 着 順 ）
5月
12日㈭までに電話で練馬福祉人材
育成・研修センター☎6758-0145

▶対象：令和4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

※ペット相談コーナーあり。

交付手数料550円）、

高齢者支え合いサポーター
育成研修の受講生を募集

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

の狂犬病予防注射と生涯1回の登録が義務付けられています。ぜひこの機会をご利

す。

ボランティア

住民税証明書（3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

4月に狂犬病予防集合注射を行います。生後91日以上の犬は、毎年1回（4〜6月）

する場合

※対象にならない学校があります。
※3年度の承認を4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 ）☎59844561

税

年に一度の狂犬病予防注射をお忘れなく
用ください。

を

犬の登録も受け付けます
時

10 00

12 00

13 30

1 30

4/11

平和台図書館（平和台1-36-17） 西大泉公園（西大泉3-21-4）

4/12

長光寺橋公園（石神井町1-1-58） 高稲荷公園（桜台6-40-1）

4/13

豊玉公園（豊玉北6-8-3）

4/14

大泉井頭公園（東大泉7-34-1） 春日町青少年館（春日町4-16-9）

4/16

石神井公園草地広場（石神井町5-17）

あおい公園（大泉学園町4-18-6）

4/1

北八風の子公園（北町8-31-20） 三原台公園（三原台3-7-34）

4/1

北新井公園（豊玉上1-23-4）

4/20

上石神井公園（石神井台4-5-56） 土支田けやき公園（土支田2-12-2）

4/21

ガラクタ公園（貫井4-2-20）

4/23

関区民センター（関町北1-7-2）

光が丘公園けやき広場（光が丘4-1-1）

・2月28日までに犬の登録をした飼い主の方には、予防注射のお知ら
せを送付しました。問診票に記入の上、お越しください。
・雨天などの場合、開始1時間前に実施の有無を決めますので、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。

は、

