
世帯と人口 【12月1日現在】
※（　）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
385,213
（-138）

年齢別人口
14歳以下 15～64歳 65歳以上
86,088（-75） 490,877（-186） 162,228（0）

総人口 739,193（-261）日本人 718,407（-319）外国人 20,786（+58）
男 357,752 男 348,015 男 9,737
女 381,441 女 370,392 女 11,049

　新型コロナに感染した方を対象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。▶問合せ：国民健康保険…こくほ給付係
☎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

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、会社などに雇わ
れて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

児童１人当たり５万円相当

家事支援用品の購入を補助します
コロナ禍の在宅子育てを応援！

傷病手当金の適用期間を傷病手当金の適用期間を
3/313/31㈮㈮まで延長しますまで延長します

国民健康保険・
後期高齢者
医療制度

対象  申込日時点で、次の①②の両方に当てはまる世帯
① 区内在住で、平成31年4月2日～令和4年4月1日生まれのお子さんを
養育している

②対象のお子さんが保育園などの保育サービスを利用していない

申し込み方法

　対象と思われる世帯に、12月下旬に案内を送付します。2月28日㈫ま
でに希望する商品を申し込んでください。

問合せ

練馬区家事支援用品の購入支援事業コールセンター☎0120-702-037
（平日午前9時～午後6時。祝休日、12月31日～1月3日を除く）

　コロナ禍での家事・育児の負担を軽減するため、
ロボット掃除機や食洗機などと交換できるポイント
を付与します。専用サイトから希望する商品を選択
できます。
▶区の担当：児童相談調整担当係

お知らせ
皆さまからの寄付（10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

練馬みどりの
葉っぴい基金

23万1064円
（23件）

ウクライナ避難民支援
のため

12万5000円
（1件）

人も動物も幸せに生き
られるまち実現のため

1万8000円
（4件）

練馬区社会福祉協議会へ 1万9624円
（7件）

条例・計画など
令和5年度食品衛生監視
指導計画（素案）にご意見を
　食品の検査や食品取扱施設への立
ち入り、監視指導の重点項目などを
定めています。3月までに計画を策
定する予定です。
●計画（素案）を配布します
　生活衛生課や同石神井分室（石神
井保健相談所内）で配布します。ま
た、図書館（南大泉図書館分室を除
く）や区民情報ひろば（区役所西庁舎
10階）、区ホームページでもご覧に
なれます。
●ご意見を募集します
　①意見②住所③氏名を、1月13日
（必着）までに持参または郵送、ファ
クス、区ホームページ「電子申請」で
お寄せください。　※ご意見は、匿
名で公表する場合があります。
〈問合せ・ご意見の送付先〉
〒176-8501区役所内生活衛生課食
品衛生担当係（東庁舎6階）☎5984-
4675 FAX 5984-1211

予防接種に関する事務の特定
個人情報保護評価書を再評価
　国が構築したワクチン接種記録シ
ステム（VRS）の使用に伴い、特定個
人情報保護評価書の再評価を行いま
した。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。▶問合せ：
住民接種担当係☎5984-1475

税
中学生の「税についての作文」
と「税の標語」受賞者発表
　税について理解を深めるため、全
国納税貯蓄組合連合会と全国間税会
総連合会が毎年行うコンクールです。
「作文」は区内36校から3,829点、「標
語」は34校から9,888点の応募があ
りました。区が贈呈した賞の受賞者
は下表の通りです。なお、受賞作品
は区ホームページでご覧になれます。
〈受賞作品を展示〉
▶日時：1月27日㈮～30日㈪午前8
時45分～午後8時▶場所：区役所ア
トリウム
◎問合せ：収納課管理係☎5984-4541
税についての作文

賞 氏名（敬称略）学校名・学年

練馬区長賞 岩﨑　光 田柄中3年
徳田　峰 石神井中3年

練馬区議会
議長賞

沖本　結菜 光が丘第三中
3年

竹田　雛乃 大泉西中3年

練馬区
教育委員会
教育長賞

畑中　愛友海 光が丘第一中3年

池田　江里菜 大泉高等学校附属中2年
税の標語

賞 氏名（敬称略）学校名・学年

練馬区長賞
長ヶ部　慶 開進第二中3年
林　花鈴 関中3年

練馬区議会
議長賞

中村　香音 中村中2年
中塚　徹朗 大泉第二中3年

練馬区
教育委員会
教育長賞

大島　実桜 開進第一中2年

岡本　由衣 大泉中2年

事業者向け
練馬ビジネスチャンス交流会
　区内農業者との取引のきっかけづ
くりを目的とした交流会です。▶日
時：2月27日㈪午後1時～3時▶場
所：ココネリ3階▶募集予定数：30社
（抽選）▶申込：経済課（区役所本庁舎
9階）などにある申込書を、1月23
日（必着）までに経済課中小企業振興
係☎5984-1483　※区ホームペー
ジからも申し込めます。

ビジネス講座「小さな事業を
M&Aした経営者のドラマ」
▶対象：経営者、創業を考えている方
▶日時：1月17日㈫午後7時～9時
▶講師：Lumiena Ginzaオーナー／
木下綾子▶費用：500円▶申込：1月
10日㈫までに練馬ビジネスサポー
トセンターホームページ(https://
www.nerima-idc.or.jp/bsc/)から

申し込んでください　※1は電話で
も申し込めます。▶問合せ：練馬ビジ
ネスサポートセンター☎6757-2020
1ココネリ3階で開催
▶定員：30名(先着順)
2Zoomで開催
▶定員：30名(先着順)

住まい・まちづくり
和光都市計画事業に関する
環境影響評価準備書がご覧
になれます
　（仮称）和光北インター東部地区土地
区画整理事業の環境への影響を評価
する準備書です。意見のある方は意
見書を提出できます。また、説明会を
開催します。▶縦覧期間：1月10日㈫
～2月10日㈮▶縦覧場所：環境課（区
役所本庁舎18階）、埼玉県環境政策課
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）、和光
市都市整備課（和光市広沢1-5）　※和
光市ホームページ（http://www.city.
wako.lg.jp/）でもご覧になれます。
▶意見書提出の期間・場所：1月10
日㈫～2月24日㈮に和光市都市整備
課へ▶区の担当：環境課環境規制係
〈説明会〉
▶日時：1月15日㈰午後5時から▶場
所：旭町地域集会所▶申込：当日会場へ
◎問合せ：和光市都市整備課☎048-
424-9158

松山の森緑地の都市計画
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、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：1月4日㈬～25日㈬
▶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：1月18日㈬午後7時から▶場
所：石神井台小▶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、1月4日㈬
～16日㈪にみどり推進課計画係☎
5984-1659 Eメール midorisuisin@
city.nerima.tokyo.jp
〈公聴会〉
▶日時：1月30日㈪午後7時から▶
場所：石神井台みどり地域集会所▶
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、1月
25日（必着）までに持参または郵送
で都市計画課へ　※公述人がいない
場合は、公聴会は行いません。傍聴
（先着順）を希望する方は、事前にお
問い合わせください。
◎問合せ：都市計画課都市計画担当
係☎5984-1534

働く
スクールソーシャルワーカー
【会計年度任用職員】
▶対象：次の①②のいずれかに当て
はまる方　①社会福祉士・精神保健
福祉士・臨床心理士・公認心理師の
いずれかの資格がある②福祉または
教育に関する専門的な知識・経験が
ある▶期間：4月から1年（再任する場
合あり）▶日時：月～土曜午前7時30
分~午後8時15分の間の7時間45分
（月16日）▶場所：学校教育支援セン
ター▶採用予定数：若干名（書類選
考・面接）▶報酬：月額26万748円　
※交通費支給。　※期末手当・社会
保険あり。▶申込：学校教育支援セ
ンターや区ホームページにある申込
書（写真貼付）を、1月5日(必着)ま
でに同所☎6385-9911

保育のお仕事就職相談・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。▶日
時：1月21日㈯午後1時～4時▶場
所：ココネリ3階▶定員：50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）12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、


