
世帯と人口 【5月1日現在】
※（　）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
384,209
（+1,229）

年齢別人口
14歳以下 15～64歳 65歳以上
86,481（-29） 490,637（+979） 161,979（+16）

総人口 739,097（+966）日本人 719,967（+403）外国人 19,130（+563）
男 357,778 男 348,800 男 8,978
女 381,319 女 371,167 女 10,152

問合せ 議会事務局☎5984-4732 FAX 3993-2424

※ 日程は変更になる場合があります。傍聴や手話通訳を希望する方は、
事前にお問い合わせください。

 6月1日㈬  議会運営委員会、
本会議（会期の決定な
ど）

 6月7日㈫  議会運営委員会、
本会議（議長・副議長
選挙）

 6月8日㈬  議会運営委員会、
本会議（区長所信表明、
議案上程）

6月9日㈭・10日㈮・13日㈪
 本会議（一般質問）
6月14日㈫ 常任委員会
6月15日㈬ 特別委員会
6月16日㈭ 常任委員会
6月17日㈮  常任委員会、

特別委員会
6月21日㈫  議会運営委員会、

本会議（議決）

第二回区議会定例会6/1㈬
～21㈫

　詳しくは、募集案内をご覧ください。　※区ホーム
ページ「電子申請」からも申し込めます。
▶募集案内・申込書の配布期間：5月23日㈪～31日㈫
▶募集案内・申込書の配布場所：区民事務所（練馬を除
く）、図書館（南大泉図書館分室を除く）、区役所庁舎
案内（本庁舎1･2階）、住宅課（同13階）

区営住宅の入居者を募集5/23㈪
～31㈫

問合せ 住宅課住宅係☎5984-1619

区分　※1 戸数 主な申し込み要件 優遇要件　※2

一般世帯 15戸 ●  同居親族がいる
●  区営住宅の落選ハガキ
が3枚ある世帯

●  心身障害者を含む世帯

ひとり親世帯  3戸

●  配偶者（未届け、婚約者
を含む）がいない

●  同居親族が中学生以下
の子のみである　※3 ●  中学生以下の子が3人

以上いる世帯

若年ファミリー　※4  2戸

●  申込者・同居親族全員
が40歳未満である

●  夫婦のみ、または夫婦
と子の世帯である　※3

※1　単身者向けの募集はありません。
※2　優遇要件に当てはまる場合、当選する確率が2倍になります。
※3　同居親族に高齢者（65歳以上）がいても申し込める場合があります。
※4　世帯状況により、入居期間が5～10年になります。

募集区分と戸数
　所得が基準内で区内に1年以上在住し、下表の要件に当てはまる方が
対象です。

お知らせ
皆さまからの寄付（3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 100万円（1件）

練馬みどりの
葉っぴい基金

44万1000円
（7件）

新型コロナウイルス
感染症対策への
支援のため

3万3000円
（2件）

医療機関のため 2,000円（1件）

ひとり親家庭の
支援のため 7,000円（2件）

生活困窮世帯の
高校進学支援のため

3万5000円
（2件）

高齢者福祉のため 10万円（1件）

人と動物の共生のため 1万2000円（2件）

練馬区社会福祉協議会へ 24万3762円
（11件）

国民健康保険運営協議会の
区民委員を募集
　保険給付や保険料など、国民健康
保険事業の運営に関する重要事項を
審議します。区民の方や医師・薬剤
師の代表などで構成され、平日の午
後または夜間に年3回程度開催しま
す。　※謝礼あり。▶対象：国民健
康保険の被保険者で、7月31日㈰現
在、72歳未満の方▶任期：8月から

3年間▶募集人数：7名（選考）▶申
込：「国民健康保険制度について思
うこと」をテーマとした作文（800字
程度。様式自由）と①住所②氏名(ふ
りがな)③年齢④電話番号⑤職業・
経歴⑥応募理由⑦区の委員の経験が
ある方はその名称と任期を記入した
ものを、6月17日（必着）までに持参
または郵送で〒176-8501区役所内
国保年金課管理係（本庁舎3階）☎
5984-4551　※結果は、7月中に
通知します。

特設人権擁護相談窓口を開設
　6月1日の人権擁護委員の日にち
なんで開設します。▶日時：6月2日
㈭午前10時～午後4時▶場所：練馬
区区民相談所（区役所東庁舎5階）▶
申込：5月26日㈭から電話で同所☎
5984-4523

健康増進事業の特定個人情
報保護評価書を作成
　マイナポータルを使用し、保健医
療情報を閲覧・活用できるPHR（パー
ソナルヘルスレコード）制度を開始
するため、特定個人情報保護評価書
を作成しました。作成に当たっては、
区民意見反映制度により区民の皆さ
まからご意見を伺ったほか、専門家
などによる第三者点検を受け、妥当
性・適合性が認められました。
　評価書の全文は、区民事務所（練
馬を除く）や図書館（南大泉図書館分
室を除く）、区民情報ひろば（区役所
西庁舎10階）、健康推進課（同東庁
舎6階）、区ホームページでご覧に
なれます。▶問合せ：健康推進課成
人保健係☎5984-4669

介護保険
令和2・3年度分の保険料の
催告書を5月30日㈪に発送
　令和2年4月～4年2月分の保険料
が未納の方が対象です。6月13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。▶
問合せ：資格保険料係☎5984-4593

福祉・障害のある方
選挙で郵便等投票ができます
（一定の障害のある方）
　下表に当てはまり自書できる方
は、郵便等で投票できます。また、
下表に当てはまり、上肢または視覚
の障害の程度が1級の方は、代理記
載人に投票の記載をさせ、郵便等で
投票できます。いずれも事前に選挙
管理委員会への申請が必要です。▶
問合せ：選挙管理委員会事務局☎
5984-1399 FAX 5984-1226

区分 等級

介護保険被保険者証 要介護5

身
体
障
害
者
手
帳

両下肢・体幹・移動機能 1級・2級

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級

免疫・肝臓 1級～3級

※ 戦傷病者手帳をお持ちで、一定の要件に
当てはまる方も郵便等投票ができます。

〈封筒に点字を付けられます〉
　選挙のお知らせをはじめとする区
から送付する封筒に、点字シールを
貼付できます。希望する方は、お問
い合わせください。▶問合せ：ひと・
まちづくり推進係☎5984-1296
FAX 5984-1214

住まい・まちづくり
ねりまマンションセミナー
「未来塾」
▶対象：区内分譲マンション管理組
合役員・区分所有者▶日時：6月11
日㈯午後2時～4時▶場所：区役所本
庁舎20階▶内容：マンションの迷惑
行為への対処法など▶講師：弁護士／
田村裕樹ほか▶定員：30名（先着順）
▶申込：電話またはファクス、電子メー

ルで①講座名②マンション名③住
所④氏名⑤電話番号を、6月6日㈪
までに住宅課管理係☎5984-1289
FAX 5984-1237 Eメール jutakuka@
city.nerima.tokyo.jp

耐震改修相談会
　（一社）練馬区建築設計事務所協会
の建築士が、耐震改修や助成に関す
る相談にお応えします。　※助成に
関する相談は予約不要。▶日時：6
月12日㈰午後1時～4時の間の30分
間▶場所：東大泉中央地域集会所▶
申込：6月8日㈬までに電話で耐震化
促進係☎5984-1938

練馬区地域公共交通会議
　みどりバスのルート再編に関する
会議です。傍聴を希望する方は申し
込んでください。▶日時：5月31日
㈫午後4時～5時▶場所：区役所本庁
舎19階▶定員：5名（先着順）▶申込：
電話または電子メールで①氏名②電
話番号を、5月27日㈮までに交通企
画課☎5984-1274 Eメール kotsu-k@
city.nerima.tokyo.jp

働く
夏季学校プール水泳補助
指導員【登録制】
▶対象：16歳以上の方▶日時：学校
が指定する日で1日6時間以内▶場
所：区立小中学校▶内容：小中学生へ
の水泳指導の補助▶謝礼：1時間当
たり1,100円　※交通費は支給しま
せん。▶申込：履歴書（写真貼付）に
水泳指導の履歴・健康状態などを記
入の上、6月16日㈭までに本人が直
接、保健給食課学校保健係（区役所
本庁舎11階）☎5984-5729　※郵
送不可。　※簡単な面接を行います。

保育のお仕事フェア　
就職相談・面接会
　保育施設への就職を希望する方を
対象に、区内の保育事業者の紹介や
就職相談・面接会を行います。また、
保育の仕事内容などを展示で分かり
やすく紹介します。▶日時：6月18
日㈯午後1時～4時（展示は午後2時
から）▶場所：ココネリ3階▶定員：
40名（先着順）▶申込：電話または区
ホームページ「電子申請」で保育人材
育成係☎5984-1708

令和4年（2022年）5月21日  4 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、


