
練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

町会・自治会、葬儀、消費生活、ペット、交通など

暮らし

　地域の課題を自らの手で解決している地域最大の住民組
織です。「みんなで住みよいまちづくり」を合言葉に、活動を
行っています。また、会員相互の親睦活動や、行政や地域の
情報伝達活動だけではなく、子どもや高齢者の見守り、資源
回収や地域の清掃、防災・防犯活動など、区と協力して活動し
ています。ぜひ、町会・自治会に加入して、地域の活動にご参
加ください。
問 地域振興課地域コミュニティ支援係�☎5984-1039

町会・自治会
消費生活相談
　専門の相談員が、商品・サービスへの苦情や契約のトラブ
ルなどの相談に応じ、解決のお手伝いをします。
�練馬区消費生活センター相談専用電話� ☎5910-4860
【相談日】月～金曜（土・日・祝休日・年末年始を除く）
【相談時間】午前9時～午後4時30分
東京都消費生活総合センター� ☎3235-1155
【相談日】月～土曜（祝休日・年末年始を除く）
【相談時間】午前9時～午後5時
�国民生活センターの休日相談（消費者ホットライン）�☎188
【相談日】土・日・祝休日（年末年始を除く）
【相談時間】午前10時～午後4時

消費生活

区民葬儀
　祭壇、霊柩車での運送、火葬、遺骨収納容器について料金
表の中で取捨選択して利用できる葬儀です。取扱業者に申
し込み後、死亡届を提出する時に区民葬儀券を請求し、取扱
業者に渡してください。
区民葬儀取扱葬儀店�⇨144p参照
【区民葬儀券発行窓口】戸籍住民課戸籍第一係（本庁舎2
階）、戸籍第二係（石神井庁舎2階）

区指定葬儀場使用料助成金
　区が指定した葬儀場で通夜・葬儀（社葬は除く）を行った場
合、会場使用料の一部を助成します（上限あり）。
区指定葬儀場�⇨144p参照
【助成の対象】通夜・葬儀で使用した会場の使用料を負担した方
【要件】使用料を負担した方または亡くなられた方の住所
が練馬区内にあること
【申請期間】通夜または葬儀の翌日から1年間
【必要なもの】会場使用料の領収書原本（練馬区提出用の
表示があるもの）、要件の確認ができるもの（保険証、免許
証など）、申請者の金融機関の口座番号
【申請者】使用料を負担した方
問 地域振興課事業推進係� ☎5984-1523

葬儀で道路を利用するとき
　最寄りの警察署へお問い合わせください。⇨146p参照

葬�儀

クーリング・オフとは
　消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、
冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、無条
件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
　詳しくは、消費生活センターへお問い合わせください。
� ☎5910-4860

講座・イベントなど
�消費者講座・教室
　消費生活に関するさまざまなテーマを取りあげ、専門の講
師を招いて学習します。
�消費生活展
　消費者団体が企画・運営し、暮らしにかかわるさまざまなテー
マについてパネル展示や実演などを行います。
消費者だより「ぷりずむ」（年6回発行）
　区と消費者団体が協力して企画・編集する消費生活情報
誌です。消費生活センターや図書館などで配布しています。
問 経済課消費生活係（石神井公園区民交流センター内）�
� ☎5910-3089
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練馬区わたしの便利帳

その他
ペットショップなど第一種動物取扱業の登録
　動物の販売・保管（ペットホテル、トリミングなど）・訓練など
を営むときは事前に登録が必要です。
問 東京都動物愛護相談センター業務担当� �
� ☎3302-3507

道路上の動物の死体処理
　死体のある道路により連絡先が異なります。
【区道・都道】管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照
【国道】東京国道事務所万世橋出張所�☎3253-8361

東京都動物愛護相談センター
所在地　世田谷区八幡山2-9-11� ☎3302-3507

犬猫を飼えなくなったら
　新しい飼い主を探してください。やむを得ない事情がある
場合はセンターへ相談してください。

野犬や飼い主不明の犬を見つけたら
　センターへ連絡してください。

センターにて保護されている動物の返還手続き
　生活衛生課（東庁舎6階）で返還申請書の交付を受け、セン
ターで返還手続きをしてください。
【手数料】3,200円
【飼養管理費】1泊につき680円加算

犬猫をお譲りします
　センターでは、引き取った犬・猫を愛情と責任をもって飼え
る方にお譲りしています。条件がありますので必ず事前にお
問い合わせください。
問 東京都動物愛護相談センター� ☎3302-3507

犬や猫の飼育
問 生活衛生課管理係� ☎5984-2483
犬の登録・届出
登録
　生後91日以上の飼い犬は登録をしてください。登録先に
ついてはお問い合わせください。
届出
　次のときは届出が必要です。届出先についてはお問い合
わせください。
　・飼い犬が亡くなったとき
　・�飼い主の住所、飼い犬の所在地を変更したとき（区外へ転

出の場合は、転出先の市区町村へお問い合わせください。）
　・犬を譲り受けたとき
　・登録内容に変更があるとき

狂犬病予防注射
　飼い主は、飼い犬に毎年1回、4月～6月に狂犬病予防注射
（有料）を受けさせることが義務付けられています。動物病院
で注射を受け、「注射済証」を区の窓口に提示し、注射済票の
交付（手数料550円）を受けてください。
　なお、区では毎年4月に公園などで集合注射を行い、その
場で注射済票の交付を行っています。
【届出先】生活衛生課（東庁舎6階）、各保健相談所
※郵送による交付もできます。

飼い犬が人をかんだら
　ただちに届出をしてください。獣医師の診断が必要です。

犬や猫のふんで困っている方
　飼い犬・飼い猫のふんの後始末は飼い主の責任です。区
ではこれを呼びかけるプレートを無料で配布しています。
【配布場所】生活衛生課（東庁舎6階）、各保健相談所

飼い猫の去勢・不妊手術費用の助成
　区内の指定獣医師において飼い猫の去勢・不妊手術をさ
れる飼い主に、手術費用の一部を助成します。必ず、手術前
に申請してください。

飼い主のいない猫対策
　飼い主のいない猫をめぐる問題を解決するために活動す
るグループを登録し、去勢・不妊手術費用の助成や猫保護ケー
ジの貸し出しなどにより活動を支援します。登録されたグルー
プには去勢・不妊手術の実施、猫用トイレの管理などをして
いただきます。

ペット 飼い犬・飼い猫が行方不明になったら
　できるだけ早く、生活衛生課と東京都動物愛護相談セン
ター、お近くの警察署へ連絡してください。
問 東京都動物愛護相談センター� ☎3302-3507

犬や猫などが死んだら
　家庭で飼われていた動物は、飼い主が処理するのが原則
です。処理できない場合は1体25kg未満であれば、飼い主
の届出により清掃事務所が引き取ります（有料）。
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

自転車
自転車駐車場（民営を除く）

　定期利用と時間利用および1回利用の有料施設と、無料施
設があります（定期利用については免除制度があります）。
　利用料金は施設ごとに異なりますのでお問い合わせください。

区内の自転車駐車場
問 自転車問い合わせセンター（練馬区環境まちづくり公社）�
� ☎3993-5100
光が丘ふれあいの径自転車駐車場
問 自転車駐車場整備センター� ☎6262-5322

放置自転車の撤去・返還
問 自転車問い合わせセンター（練馬区環境まちづくり公社）�
� ☎3993-5100
　自転車やバイクの放置は通行の妨げになります。特におと
しよりや身体の不自由な方にとっては、大変危険です。また、
災害時には、避難や救助の妨げにもなります。

放置自転車とは
　道路など公共の場所に置かれている自転車で、利用者が
自転車から離れていて直ちに移動することができない状態
のものをいいます。
※自転車には50cc以下の原動機付自転車も含まれます。

撤去
　区では、安全で住みよい生活環境の維持・向上を図るため、
条例に基づき、放置自転車の撤去に努めています。

練馬区コミュニティバス「みどりバス」
　区内6ルート（保谷・関町・大泉・南大泉・北町・氷川台ルート）
で運行しています。運行ルート、時刻表、運賃などの詳細は、
区ホームページをご覧ください。
【運賃】大人220円、子ども（小学生）110円（現金またはIC
カード共通）
※東京都シルバーパス、Suica、PASMOが利用できます。
【ホームページ】https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/
sumai/bus/index.html
【問合せ】
　・忘れ物、運行、定期券に関する問合せ
　　�西武バス上石神井営業所（保谷・関町・大泉・南大泉ルー
ト）石神井台6-16-1� ☎3867-2525

　　�国際興業練馬営業所（北町・氷川台ルート）�北町1-13-28
� ☎3934-1123

　・その他の問合せ
　　交通企画課交通企画担当係� ☎5984-1274

放置自転車の撤去を依頼するとき
⑴放置禁止区域内（道路）の場合
問 自転車問い合わせセンター（練馬区環境まちづくり公社）�
� ☎3993-5100
⑵放置禁止区域外（道路）の場合
　放置自転車のある場所・道路によって連絡先が異なります。
　区道：自転車問い合わせセンター（練馬区環境まちづくり公社）
� ☎3993-5100
　都道：東京都建設局第四建設事務所管理課� ☎5978-1711
　国道：東京国道事務所万世橋出張所� ☎3253-8361
⑶私有地（私道含む）内の場合
　私有地の所有者（管理者）が処分を行うことになります。
　①警察に盗難照会をしてください。
　②�盗難車でない場合は、貼り紙をし、写真を撮るなど記録
してください。

　　�貼り紙の例：「ここは私有地です。この自転車の所有者は
移動してください。貼付日、土地の所有者（管理者）名」

　③�一定期間経過後も引き取りがない場合は、私有地の所
有者（管理者）の判断で対応してください。処分（有料）
する場合は下記にお問い合わせください。

　・�自転車…管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照
　・�原付・二輪車…二輪車リサイクルコールセンター（050-
3000-0727）や民間の専門業者

⑷その他の相談先
　区立公園：管轄の公園出張所�⇨145p参照
　都立公園：都立公園（管理事務所）�⇨145p参照
　ごみ集積所：管轄の清掃事務所�⇨146p参照

【返還日時】毎日午前9時30分～午後5時30分（年末年始を除く）
【返還時に必要なもの】①身分を証明するもの（運転免許証・
学生証・保険証など）　②自転車・原動機付自転車のカギ　③
撤去手数料（自転車4,000円、原動機付自転車7,000円）　
④返還通知はがき（届いた方のみ）
※代理人が引き取る場合は委任状が必要です。

撤去手数料の免除
　盗難にあった自転車が撤去された場合、撤去日の前日まで
に被害（盗難）届が警察に受理されている場合に限り、免除に
なります。

撤去駅 返還場所
江古田・桜台・練馬・豊島園・新桜台・
小竹向原・新江古田・練馬春日町

中村自転車集積所
（中村1-9-14）

地下鉄赤塚・平和台・氷川台・
東武練馬・光が丘

平和台自転車集積所
（早宮2-18-35）

上井草・上石神井・武蔵関・保谷 石神井台自転車集積所
（石神井台3-17-16）

中村橋・富士見台・練馬高野台・
石神井公園・大泉学園

富士見台自転車集積所
（富士見台3-30-20）

返還
　撤去された自転車は、下表の返還場所で所定の手続きの
上、お引き取りください。なお保管期間（撤去日の翌日から1
か月間）を経過しても引き取りがない場合は法令に基づき処
分します。
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練馬区わたしの便利帳

自動車の臨時運行許可（仮ナンバー）
　未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が切れた自動
車を、新規登録や検査のため運輸支局などへ回送する場合
などに限り、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定し
た上で、特例的に必要最小日数の運行を許可する制度です。
※運行経路に練馬区が含まれていることが必要です。
※�申請できるのは、翌日早朝からの運行や運行日当日が閉庁日である
場合を除き、原則として運行日の当日です。

申請に必要なもの
①�自動車検査証など車名・用途および形状・車台番号がわ
かるもの
②運行期間中の自動車損害賠償責任保険証明書の原本
③運転免許証など本人確認ができるもの（個人申請の場合）

※�自署が困難な場合は、認め印が必要です。
※�法人は社印および代表者印が必要です。
【手数料】1台750円
【窓口】各区民事務所�⇨24・25p参照

バイク（125cc超）
問 �東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所� �
北町2-8-6� ☎050-5540-2032

軽自動車（660cc以下の四輪車など）
問 �軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所� �
板橋区新河岸1-12-24� ☎050-3816-3101

バイク（125cc以下）・ミニカー・小型特殊自動車
手続きに必要なもの
登録・廃車に共通して必要なもの
　来庁者の運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
※�所有者の代理人（区内在住同一世帯の親族を除く）の場合は委任状が
必要です。

　バイクや軽自動車などを取得したり、所有しなくなったり、
氏名や住所が変わった場合は手続きが必要です。

バイク・軽自動車などの手続き（申告）

ねりまタウンサイクル（貸し自転車）
　カード1枚で24時間（大泉学園駅北口は午前4時～翌日午
前1時20分）利用できる貸し自転車です。
　現在7か所（練馬・石神井公園・大泉学園駅北口および南口・
上石神井・練馬春日町・東武練馬）整備されています。
【利用申込】住所の確認できるもの（免許証、健康保険証など）
を持参

利用料金

シェアサイクル
　同じ事業者のサイクルポートであれば、いつでもどこのサ
イクルポートでも、自転車の貸し出し・返却ができるレンタサ
イクルシステムです。
　練馬区内だけでなく、他自治体との相互乗り入れも可能です。
　相互乗り入れ可能な自治体、サイクルポートの場所、利用
方法、料金などは、各シェアサイクル事業者のホームページ
などでご確認ください。
株式会社ドコモ・バイクシェア
問 運営事務局� ☎0570-783-677
【ホームページ】https://docomo-cycle.jp/nerima/
OpenStreet（オープンストリート）株式会社

　※ハローサイクリングのサービス事業者
問 お客様サポート窓口� ☎050-3821-8282
【ホームページ】https://www.hellocycling.jp/

※定期利用については減免制度があります。
※�当日利用については、練馬・練馬春日町・東武練馬の3施設で利用でき
ます。

当日利用の受付時間
　平日� 午前8時～午後8時
　土・日・祝休日�午前9時～午後6時
問 各タウンサイクル�⇨148p参照
問 自転車問い合わせセンター（練馬区環境まちづくり公社）�
� ☎3993-5100

区　分 一　般 学　生
1か月 2,000円 1,500円

3か月 5,700円 4,200円

6か月 9,600円 7,200円

当日利用（4時間以内） 100円

　��〃��　（24時間以内） 200円

※�法人が所有者の場合は、法人所在地が確認できるもの（登記簿謄本）
が必要です。法人の代表者以外が申請する時は、委任状または社員
証も必要です。

登録手続き（新規購入・譲り受け・転入）の場合
　新規購入時は販売証明書、譲り受けた場合は譲渡証明書
と廃車申告受付書、転入時は廃車申告受付書が必要です。
廃車手続き（廃棄処分・譲り渡し・区外転出）の場合
　標識（ナンバープレート）と標識交付証明書が必要です。
紛失している場合はお問い合わせください。
取扱窓口・時間
　・�税務課税証明・軽自動車税担当（本庁舎4階）
　・�石神井区民事務所
　受付時間は平日午前8時30分～午後5時です。

※�平日昼間にお越しになれない方のため、毎週水曜日（祝休日など閉庁
日を除く）に事前の電話予約により、時間外の受付を行っています。手
続きに来られる方は、必ず当日午後5時までに税務課税証明・軽自動
車税担当まで電話予約をしてください。
　・�窓口　�税務課税証明・軽自動車税担当のみ（石神井区民

事務所では行っていません）
　・�時間　水曜午後5時～午後7時30分
問 税務課税証明・軽自動車税担当� ☎5984-4536
問 石神井区民事務所（石神井庁舎1階）� ☎3995-1103
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練馬駅北口地下駐車場
《自動二輪車が駐車できます》� ☎3557-5190
駐車台数 490台

利用時間 24時間

利用料金

【普通自動車など】�460台
基本料金�30分ごと� 200円
夜間料金�60分ごと� �100円� �

（午後10時～翌日午前7時）
1日最大料金（限度額）�1,800円
（入庫当日午前0時まで）
【自動二輪車】 30台
基本料金�60分ごと� 100円
1日最大料金（限度額）�500円（入庫当日午前0時まで）

石神井公園駅北口駐車場（石神井公園ピアレスパーキング）
《自動二輪車が駐車できます》� ☎5910-3981
駐車台数 287台

利用時間 24時間

利用料金

【普通自動車】�262台
基本料金�15分ごと� 100円
夜間料金�60分ごと� �100円� �

（午後11時～翌日午前7時）
1日最大料金（限度額）�1,600円
（入庫当日午前0時まで）
【自動二輪車】 25台
基本料金�60分ごと� 100円
1日最大料金（限度額）�500円（入庫当日午前0時まで）

大泉学園駅北口駐車場（大泉学園ゆめりあ北パーキング）�
� ☎5387-2600
駐車台数 38台

利用時間 午前7時～午後11時
時間外入出庫はできません。

利用料金
【普通自動車】
基本料金�15分ごと� 100円
1日最大料金（限度額）�1,600円（入庫当日午後11時まで）
1泊料金� 800円（午後11時～翌日午前7時）

大泉学園駅南口駐車場（大泉学園ゆめりあ南パーキング）
� ☎5933-1711
駐車台数 242台

利用時間 24時間

利用料金

【普通自動車】
基本料金�15分ごと� 100円
夜間料金�60分ごと� �100円� �

（午後11時～翌日午前7時）
1日最大料金（限度額）�1,600円（入庫当日午前0時まで）

公共駐車場
　障害者割引や、割引サービス券・プリペイドカードおよび定
期利用などがあります。
問 各公共駐車場

自動車・自動二輪車の駐車場

区民交通傷害保険
　区内に住所のある方ならどなたでも加入でき、交通事故に
よるケガでの入院や通院の治療日数に応じて保険金をお支
払いする保険です。令和3年度から犯罪・ひき逃げなどによ
る被害の補償の「被害事故補償プラン」がセットされました。
年齢や職業による加入制限はありません。
　「自転車賠償責任プラン」（自転車を運転中に歩行者にケガ
をさせてしまった場合などの損害賠償金）をつけることがで
きます。
　このご案内は概要を説明したものです。保険料など、詳し
くは引受保険会社までお問い合わせください。
【申込期間】毎年2～3月下旬
【保険期間】加入した年の4月1日～翌年3月31日
【申込場所】郵便局・銀行・信用金庫・農協など
問 �交通安全課安全対策係� ☎5984-1309
問 �引受保険会社�損害保険ジャパン㈱�☎3349-9666
（承認番号SJ22-00408＜令和4年4月12日作成＞）

路外駐車場設置届（自動車・自動二輪車）
　駐車スペース（四輪車・自動二輪車）の総面積が500㎡以
上で誰でも利用できる有料駐車場（時間貸しで商業施設、病
院などを含む。ただし、月極・従業員用は除く）を設置する場合、
駐車場法に定められた路外駐車場の届出が必要です。事前
にご相談ください。
問 交通安全課安全対策係� ☎5984-1309

交通事故

交通事故相談
　損害賠償手続き、各種保険請求方法などの相談
練馬区区民相談所（予約制）�⇨110p参照
石神井庁舎区民相談室（予約制）�⇨110p参照
東京都交通事故相談所� ☎5320-7733
【相談日】月～金曜（祝休日・年末年始を除く）
【時間】午前9時～午後5時

交通事故でけがを負ったとき
　国民健康保険証を使い治療する場合には、必ず国保年金
課こくほ給付係☎5984-4553へ届け出てください。
　後期高齢者医療被保険者証を使い治療する場合には、必ず
国保年金課後期高齢者資格係☎5984-4587へ届け出てく
ださい。
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練馬区わたしの便利帳

中小企業の相談
東京商工会議所練馬支部� ☎3994-6521
　経営に関する相談（融資、法律、税務、労務、IT）

練馬ビジネスサポートセンター
　区内中小企業の経営支援と起業・創業支援の総合窓口で
す。各種無料相談、セミナー開催、補助金や資金融資あっせ
んの受付を行います。
相談事業
　・�総合相談／経営や起業に関するご相談を、随時、受け付
けます。

　・�専門相談／曜日ごとに各分野の専門家が、経営や起業
に関するご相談をお受けします。事前予約制、相談は1
回1時間まで。� �
曜日ごとの相談分野は、⇨110p参照

　・�ワンストップ相談による特定創業支援等事業／創業する
方または創業後間もない方に行う継続的な支援で、経営、
販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業
です。専門家の支援を受け、区から「特定創業支援等事
業による支援を受けたことの証明」の交付を受けることで、
創業に関する優遇措置を受けることができます。

　・�出張相談／登録専門家が実地に出張して相談します。
相談は年度3回まで。原則として来所・電話で練馬ビジ
ネスサポートセンターに相談された方で、事業所などの
実地で相談が必要と判断した方に利用を案内します。
�講座・セミナー
　年間を通じて、経営や起業・創業についてのセミナーを開
催します。
補助金
　区内中小企業向けに次の補助金を受け付けています。各
事業実施前にお問い合わせください。
　・�専門家派遣事業補助金
　・�ホームページ作成費補助金
　・�見本市等出展費用補助金
　・�事業者間連携による製品等開発補助金
　・�各種認証等取得支援事業補助金
　・�産業財産権取得支援事業補助金
　・�商店街空き店舗入居促進事業補助金
�産業情報
　区内の産業振興や中小企業支援、創業支援を目的として、
産業情報誌「neri・made」を発行しています。
問 練馬ビジネスサポートセンター� ☎6757-2020
区の産業融資あっせん窓口
　区内中小企業者の皆さんが、取扱金融機関から運転資金、
設備資金などの貸付を低利で受けられるよう、返済利子の一
部を区が負担する産業融資あっせんの申し込みを受け付け
ています。
　詳しくは、⇨94p参照
問 練馬ビジネスサポートセンター内�経済課融資係� �
� ☎5984-2673

中小企業の事業主の方へ仕事、事業主の方

仕事の相談・紹介および雇用情報
　求職者（パート・高齢者の方を含む）を対象に職業相談・紹
介を行います。

ワークサポートねりま� ☎3904-8609
　全国のハローワークの求人情報が得られます。

ハローワーク池袋
失業給付（サンシャイン庁舎）� ☎5958-8609
求人・事務所の手続き（池袋庁舎）� ☎3987-8609
職業相談（サンシャイン庁舎）� ☎5911-8609

内職求人事業所の情報提供
　家庭外で就業することが困難な区民を対象に内職求人事
業所の情報提供を行います。
　また、内職者を探している事業所の登録を受け付けています。
問 経済課中小企業振興係� ☎5984-1483

求�職

都立職業能力開発センター・校
　技術を身につけて就職したい方、技能の向上を図りたい方
のために、12校の都立職業能力開発センター、1校の東京障
害者職業能力開発校が設置されています。
�募集案内
　職業能力開発センター・東京障害者職業能力開発校やハ
ローワーク（公共職業安定所）などで配布
問 東京都産業労働局雇用就業部能力開発課� �
� ☎5320-4716

技術や能力の習得・向上

　商店会が取り組む事業に対し、さまざまな支援を行ってい
ます。詳しくはお問い合わせください。
問 商工観光課商工係� ☎5984-2675

商店会活動への支援
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あんしん共済
　けがや病気のときに共済金、死亡したときに見舞金が支給
されます（新規加入は75歳まで、80歳まで継続できます）。
【加入対象】①都内在住または在勤の専業的家内労働者　
②都内在住または在勤の製造業・製造小売業個人事業主
（従業員4人以下）
【掛金】年齢、性別により月1,600円～4,500円
　詳しくはお問い合わせください。
問 東京都中小企業振興公社� ☎0120-816093

労働相談
　労働条件・退職トラブル、労災・雇用保険、在職老齢年金な
どに関する相談に応じます。詳しくは、お問い合わせください。
サンライフ練馬（東京中高年齢労働者福祉センター）
従業員向け労働相談
【相談日】休日を除く第1・2・3・5水曜および第4土曜� �
※予約制です。
【相談時間】�午前10時～正午、午後1時～午後4時� �

（受付は午後3時30分まで）　☎3970-0250
勤労福祉会館� ☎3923-5511
従業員向け労働相談
【相談日・相談時間】随時� �
※予約制です。

池袋労働基準監督署
【相談日】平日
【受付時間】午前8時30分～午後5時15分
（賃金、労働時間、解雇などの相談）� ☎3971-1257
（労災保険に関すること）� ☎3971-1259

労働講座
　労働法に関する実務講習会や、労働問題などをテーマとし
た講座を開設しています。
問 勤労福祉会館� ☎3923-5511

勤労者福祉共済事業（ねりまファミリーパック）
　中小企業で働く方のための福利厚生を行う会員制の事業
です。会員になると、レジャー施設やレストランがお得な料金
で利用できるほか、旅行のお申し込みや予防接種の利用補助、
慶弔見舞金の給付などのサービスが受けられます。また、事
業所会員向けに、定期健康診断経費補助や創立記念事業補
助を行っています。
【対象】①事業所会員：練馬区内の事業所で働いている方・事
業主　②個人会員：練馬区内に居住している方で働いている
方・事業主
【入会金】一人当たり200円
【会費】一人当たり月額500円
【ホームページ】https://www.nerima-idc.or.jp/
nerimafamipa/
問 練馬区産業振興公社�ねりまファミリーパック� �
� ☎3993-6600

中小企業退職金共済（中退共）制度
　中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画的に準備で
きる国の退職金制度です。
問 中小企業退職金共済事業本部� ☎6907-1234

建設業退職金共済制度
　加入できる事業主は建設業を営む方です。
【対象となる労働者】建設現場で働くほとんど全ての方
【掛金】日額320円
問 建退共東京都支部� ☎3551-5242

高年齢者等の雇用助成金（特定求職者雇用開発助成金）
　ハローワーク（公共職業安定所）などの紹介で、高年齢者
（60歳以上）や障害者など就職が困難な方を採用した場合、
一定期間助成金を支給する制度です。
問 ハローワーク池袋
� ☎3987-8609（部門コード33♯）

勤労者の方へ

都の生活資金融資
（東京都中小企業従業員生活資金融資制度）

�さわやか（個人融資）
　都内に在勤または在住の中小企業従業員の方で、年間収
入が800万円以下（税込）の方が対象です（事業主、会社役員
などの方は利用できません）。条件など詳しくはお問い合わ
せください。
【融資限度額】70万円（特例100万円）
【利率】年1.8％（令和4年4月1日現在）
問 東京都産業労働局� ☎5320-4653
問 中央労働金庫� ☎0120-86-6956

すくすく・ささえ（子育て・介護支援融資）
　都内に在勤または在住の中小企業従業員の方で、妊娠・子
育て期間（子が20歳に達した日以後の最初の3月31日まで）
中の方、介護休業中の方、要介護認定または要支援認定を受
けた三親等以内の親族のいる方が対象です。条件など詳し
くはお問い合わせください。
【融資限度額】100万円
【利率】年1.5％（令和4年4月1日現在）
問 東京都産業労働局� ☎5320-4653
問 中央労働金庫� ☎0120-86-6956
問 東京都信用組合協会� ☎3567-6211
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練馬区わたしの便利帳

　上記のほか、団体貸付、商店街整備資金貸付、街づくり事
業協調貸付があります。

問 練馬ビジネスサポートセンター内�経済課融資係� �
� ☎5984-2673

　区内中小企業者の皆さんが経営の安定と向上をはかるために必要な事業資金を低利で利用できるよう、取扱金融機関の協
力により融資のあっせんを行っています。これは、区が直接資金をお貸しする制度ではなく、区が利子の一部を負担することで、
中小企業の返済を軽減する制度です。　※資格要件など、詳しくはお問い合わせください。

区の産業融資あっせん

融資の種類 内　容 限度額 融資期間 年　利

普通貸付
区内中小企業者向けの一般的な資金 2,500万円

貸付金額1,000万円以下
84か月（7年）以内
貸付金額1,000万円超
120か月（10年）以内
※内据置期間6か月以内

利用者負担0.9％
区利子補給1.1％

商店会加入者優遇措置 500万円 84か月（7年）以内
※内据置期間6か月以内

利用者負担0.4％
区利子補給1.6％

新旧債務一本化
貸付

区産業融資あっせん制度による融資の借入残高（旧債務）
と新たな借入を一本化するための資金 2,500万円

貸付金額1,000万円以下
84か月（7年）以内
貸付金額1,000万円超
120か月（10年）以内
※内据置期間6か月以内

利用者負担0.9％
区利子補給1.1％

創業支援貸付
（一般）

区内で開業する（開業後1年未満を含む）中小企業者向け
資金 1,000万円 84か月（7年）以内

※内据置期間12か月以内
利用者負担0.4％
区利子補給1.6％

創業支援貸付
（特別）

※�申込受付は令和5
年3月31日まで

特定創業支援事業を受けた証明書がある方で、区内で開
業する（開業後1年未満を含む）中小企業者向け資金

500万円
※�信用保証料半額補
助あり

84か月（7年）以内
※内据置期間12か月以内

利用者負担0.2％
区利子補給0.8％

災害貸付 火災・風水害などにより被害を受けた事業所のための緊
急資金 500万円 84か月（7年）以内

※内据置期間12か月以内 利用者負担0.4％
区利子補給1.6％

年末短期貸付 年末・年始の運転資金
受付期間は、10月から11月まで。

300万円
（運転資金に限る）

11か月以内
※内据置期間1か月以内

小規模企業
小口貸付
国の全国統一
保証制度の対象

従業員が20人以下（卸・小売業・飲食・サービス業は5人以
下）の小規模事業所のための資金で当該融資を含めた保
証協会の保証付融資残高が、2,000万円以下であること
が条件。

2,000万円
※�信用保証協会の保
証付融資残高すべ
て（区産業融資以
外も含む）を含む

貸付金額1,000万円以下
84か月（7年）以内
貸付金額1,000万円超
120か月（10年）以内
※内据置期間6か月以内

利用者負担0.9％
区利子補給1.1％

商店会加入者優遇措置 500万円 84か月（7年）以内
※内据置期間6か月以内

利用者負担0.4％
区利子補給1.6％

景気対策
特別貸付

※�申込受付は令和5
年3月31日まで

申込月の3か月前の月を含む、連続した3か月または1年間
の売上高または利益率（売上総利益率または営業利益率）
が、前年同期と比較して減少している区内中小企業者向け
資金

1,500万円
※�信用保証料半額補
助あり

貸付金額1,000万円以下
84か月（7年）以内
貸付金額1,000万円超
120か月（10年）以内
※内据置期間12か月以内

利用者負担0.2％
区利子補給1.8％

地球温暖化等
環境対策
特別貸付

※�申込受付は令和5
年3月31日まで

⑴�本貸付の使途が、次の①から⑦のうちいずれかに当て
はまること。
　①低公害車の購入
　②アスベストの除去工事
　③�騒音、ばい煙などの公害防止のための設備の導入
　④�再生可能エネルギーを利用した施設整備
　⑤�ＬＥＤ照明・窓遮光フィルムの導入、高反射率塗装工事
　⑥省エネ促進税制対象機器の導入
　⑦屋上、壁面等の緑化工事

500万円
（設備資金に限る）
※�信用保証料半額補
助あり

84か月（7年）以内
※内据置期間6か月以内

デジタル化・
イノベーション等
支援特別貸付

※�申込受付は令和5
年3月31日まで

⑴デジタル化推進のための資金
⑵新技術・新製品開発のための資金
⑶事業転換・新分野進出のための資金

1,000万円
※�信用保証料半額補
助あり

84か月（7年）以内
※内据置期間12か月以内

アニメ産業
特別貸付

※�申込受付は令和5
年3月31日まで

⑴�一般社団法人練馬アニメーションに加入しているか、そ
の他アニメ制作に携わっている事業者であること。
⑵�本貸付の使途が、アニメ事業に係るものであること。

1,000万円
※�信用保証料半額補
助あり

84か月（7年）以内
※内据置期間6か月以内
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住まい

公営住宅（所得の低い方向け）

公共賃貸住宅への入居

その他機関の融資
中小企業向け融資
問 東京都産業労働局金融部金融課�☎5320-4877
�日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル� �
☎0120-154-505

募集期間 対象世帯など（例）

5月下旬
・�一般世帯向け
・�ひとり親世帯向け
・�若年ファミリー向け（いずれも優遇抽選あり）

募集期間 対象世帯など（例）

11月下旬 ・�単身者向け
・�二人世帯向け

　住宅に困っている一定所得以下の方に、低額な家賃でお貸
しする集合住宅で、東京都が管理する都営住宅と、区が管理
する区営住宅・区立高齢者集合住宅があります。募集期間中
にお申し込みされた方を抽せんなどで選び、住宅をあっせん
します。
申し込み方法
　募集期間中に募集案内を区役所、区民事務所（練馬を除
く）、区立図書館（南大泉図書館分室を除く）で受け取り、添付
の申込書を郵送してください。区が行う募集（都営住宅地元
割当、区営住宅・区立高齢者集合住宅）では、住宅課窓口（☎
5984-1619）でも受け付けます。
※�区営住宅や区立高齢者集合住宅の募集では、電子申請によるインター
ネット上からの申し込みができます。詳しくは、区ホームページをご覧
ください。

都営住宅・シルバーピア（高齢者向）
【定期募集】入居者募集は年4回行います。家族向の募集に
は、抽せん方式のほかに、住宅に困っている度合いの高い方
が選ばれるポイント方式があります。ポイント方式には、ひと
り親世帯、高齢者世帯、心身障害者世帯、多子世帯、または特
に所得の低い一般世帯に該当する方が申し込むことができ
ます。
　「ねりま区報」では、それぞれの募集が始まる月の1日号に
掲載してお知らせします。
募集期間������������������������������������������������������ 対象世帯など

5月上旬
11月上旬

・�家族向（優遇抽せんあり）
・�単身者向
・�若年夫婦・子育て世帯向（定期使用住宅）

8月上旬
2月上旬

・�家族向（ポイント方式）

・�単身者向
・�シルバーピア（単身者向、二人世帯向）

募集期間 対象世帯など
毎月中旬 ・�主に一般世帯（家族向）・若年夫婦・子育て世帯向

※�上記の募集と同時に区民の方を対象とした「地元割当」の募集を行う
場合があります。
※定期使用住宅の入居期間は原則10年間です。
※�8月・2月の募集では車いす使用者向（単身者向・家族向）の募集もあり
ます。

【毎月募集】

※�募集方法など詳しくは、東京都住宅供給公社のホームページをお確か
めください。

家族の
人　数����������������������������������������������

一般世帯での
所得基準

高齢者世帯などの
所得基準

1人 0～189万6千円 0～256万8千円

2人 0～227万6千円 0～294万8千円

3人 0～265万6千円 0～332万8千円

4人 0～303万6千円 0～370万8千円
※�1人増えるごとに38万円を加算します。高齢者世帯などは、緩和され
た所得基準が適用されます。
　③申込者（同居親族を含む）が暴力団員でないこと。
　④各募集の東京都内居住年数を満たすこと。
問 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター� �
� ☎3498-8894

区営住宅
　入居者募集は毎年1回行います。「ねりま区報」では、5月
21日号に掲載してお知らせします。

※�若年ファミリー向けは定期使用のため入居期間は最長で10年間です。
※�区内に1年以上居住している単身者（都営住宅と同様の要件がありま
す）向けの募集を行う場合があります。

主な申し込み資格
　①住宅に困っていること。
　②所得の合計が前記の所得基準の範囲内であること。
　③申込者（同居親族を含む）が暴力団員でないこと。
　④区内に1年以上居住し、同居親族がいること。

区立高齢者集合住宅〈単身者向け、二人世帯向け〉
　空き家がある場合のみ、入居者募集は毎年1回行います。
「ねりま区報」では、11月21日号に掲載してお知らせします。

申し込み資格
　①住宅に困っていること。
　②�所得の合計が前記の所得基準の範囲内であること（緩
和された所得基準が適用されます）。

　③申込者（同居親族を含む）が暴力団員でないこと。
　④自立して日常生活を営めること。
　⑤�区内に3年以上居住する65歳以上の方で、単身者また
は60歳以上の同居親族がいる二人世帯であること。

問 住宅課住宅係� ☎5984-1619

主な申し込み資格
　①住宅に困っていること。
　②所得の合計が所得基準の範囲内であること。

公的住宅（中堅所得者向け）
　公営住宅の所得基準を超える方向けの住宅です。民間住
宅と異なり一定の申し込み資格があります。
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練馬区わたしの便利帳

建築確認申請
　建物の新築、増改築などの際には、工事の前に計画内容を
区や指定確認検査機関に申請（確認申請）し、建築基準法と
関係法令に適合しているか、確認を受ける必要があります。
計画地の都市計画制限などをよく調査して設計士の方など
と相談の上、期間に余裕をもって「建築確認申請」を行ってく
ださい。
問 建築審査課建築審査係� ☎5984-1299

ねりまマンションセミナー“未来塾”
　分譲マンション管理組合や区分所有者の方を対象に、各種
の情報提供や大規模な修繕・管理規約などのセミナーを年3
回実施しています。詳しくはお問い合わせください。
問 住宅課管理係� ☎5984-1289

分譲マンション管理運営無料相談（要予約）
　分譲マンションが抱えるさまざまな問題について、管理組
合や区分所有者を対象に、毎月第1・3木曜（祝休日を除く）の
午後に実施しています。
問 住宅課管理係� ☎5984-1289

建物の新築、改築、修繕

分譲マンションの維持・管理

福祉のまちづくり整備
　だれもが住みやすいまちとするために、福祉のまちづくり
推進条例に基づき、建築確認申請の前に区と協議を行うなど
の手続きを定めています。
問 建築課福祉のまちづくり係� ☎5984-1649

　建築基準法において「道路」は、幅員4m以上のものと定め
られています。現況の幅員が4m未満であっても「建築基準
法による道路」となっている道路の場合、道路後退が必要に
なることがあります。
　また、「建築基準法による道路」ではない私道などのみに接
する敷地において建築などを行う場合は、この私道などにつ
いて「建築基準法による道路」とするための手続きが必要と
なります。
　建築などを行う場合には、事前に道路を調べておく必要が
あります。詳しくはお問い合わせください。
問 建築審査課道路調査係� ☎5984-1984

道路の要件

　離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都
合によらない就業機会などの減少により経済的に困窮し、住
居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相
当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行い
ます。
　詳しくはお問い合わせください。
問 生活サポートセンター� ☎3993-9963

住居確保給付金都民住宅
　申し込みを先着順で受け付けます。
問 �都営住宅募集センター� ☎3498-8894

UR賃貸住宅（旧「住宅公団」）
　一定月収額（または一定貯蓄額）のある世帯向けの賃貸住
宅です。新築物件および高齢者向け優良賃貸住宅などの一
部の住宅を除き、申し込みを先着順で受け付けます。
問 �独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部�
� ☎0120-411-363�
（年末年始を除く午前9時30分～午後6時）

公社一般賃貸住宅
　一定月収額（特例あり）のある方向けの賃貸住宅です。新
築住宅などを除き、申し込みを先着順で受け付けます。
問 東京都住宅供給公社�公社住宅募集センター�
� ☎3409-2244

住まいの確保
居住支援
（民間保証会社利用による保証の支援）
　保証人が見つからないために民間賃貸住宅への入居が困
難な世帯に対して、民間保証会社が保証人となり、入居およ
び居住継続を支援します。
　区と協定を締結した保証会社に支払う保証料の一部を区
が補助します。支給には所得制限があります。また、対象となっ
た際には、区の福祉サービスを受けていただきます。
対象
　区内に2年以上居住し、①～③のいずれかに該当する方
①�65歳以上のひとり暮らしの方、または65歳以上を含む
60歳以上の方のみの世帯
②�身体障害者手帳4級以上、愛の手帳3度以上、精神障害
者保健福祉手帳2級以上の方がいる世帯
③�18歳未満の児童と母または父のみで構成される母子お
よび父子世帯

問 �管轄の総合福祉事務所（相談係／高齢者支援係／� �
障害者支援係／知的障害者担当係）�⇨28・149p参照

住まい確保支援事業
（民間賃貸住宅の物件情報を提供）
　高齢などを理由に民間賃貸住宅への入居を断られるなど、
住まい探しでお困りの方に対して、希望条件に基づく物件情報
の有無を区内不動産団体に照会し、その結果をお知らせします。
※�転居先の希望条件によっては、物件情報が提供できない場合があります。
【対象】次のいずれかに該当する世帯
　①65歳以上の方のみで構成される世帯
　②�身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳

の交付を受けた方を含む世帯
　③�子ども（高校生相当の年齢まで）と母または父のみで構
成される母子および父子世帯

問 住宅課管理係� ☎5984-1289
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防音工事助成制度
　環状7号線と笹目通りの沿道30ｍの区域内に建築された
建築物で、道路交通騒音の大きさが夜間65デシベル以上、
または昼間70デシベル以上の居室では、サッシ・ドアや換気
扇などを防音構造に改良する工事に対して、東京都から助成
を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問 東部地域まちづくり課まちづくり担当係� ☎5984-1527
問 東京都建設局道路管理部管理課�☎5320-5279

狭あい道路拡幅整備費用などの助成
狭あい道路を拡幅するための費用の助成
　塀などの撤去や敷地内に新たに設ける塀や緑化に係る費
用の一部を助成しています。
　その他のブロック塀などの撤去費用の助成、融資について
は右記参照。
　なお、公道は後退用地を寄附などして頂いた場合、私道は
関係権利者の同意が得られ区に依頼があった場合、区で狭
あい道路の拡幅を行います。
建築基準法の道路にするための費用の助成
　建築基準法の道路となっていない道を道路にするための
調査、測量、図面の作成、不動産登記など申請に係る費用お
よびすみ切りに係る費用の一部を助成しています。
非常時の通路を設置するための費用の助成
　行き止まりの道において、他の道路などに通行ができる通
路を設置するための塀などの撤去や通路となる土地の舗装、
門扉の設置などに係る費用の一部を助成しています。
すみ切り用地の公道化の奨励
　見通しの確保、歩行者や車両の円滑な通行、災害時の緊急
車両の容易な進入を可能にするため、すみ切り用地を区に寄
附などして頂いた場合、奨励金を交付しています。
※�各事業について、助成制度の対象となるかは、事前にお問い合わせく
ださい。
問 建築課狭あい道路拡幅係� ☎5984-1985

バリアフリー改修などの費用の助成
　店舗、診療所、共同住宅などをバリアフリー改修する場合、
また、簡易スロープなどを設置する場合に、その費用の一部
を助成しています。
問 建築課福祉のまちづくり係� ☎5984-1649

長期優良住宅の認定
　長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じら
れた優良住宅である「長期優良住宅」の認定申請を受け付け
ています。認定を受けると税制の優遇が受けられます。
　工事の完了後は認定を受けた維持保全計画に基づいて維
持保全をする必要があります。
問 建築審査課構造係� ☎5984-1934

低炭素建築物新築等計画の認定
　エネルギー使用の効率性など、二酸化炭素の排出抑制に
役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素建築物の新築
などに関する計画の認定の申請を受け付けています。認定
を受けると所得税や登録免許税の優遇が受けられます。
問 建築審査課設備係� ☎5984-1937

建築物のエネルギー消費性能の認定
性能向上計画認定
　省エネ性能を向上させる建築物の新築などの計画が、誘
導基準に適合することについての認定を受けると、容積率の
優遇を受けることができます。
認定表示制度
　建築物の所有者は申請により、その建築物が省エネ基準
に適合することについて認定を受けるとその旨の表示をす
ることができます。
問 建築審査課設備係� ☎5984-1937

ブロック塀などの撤去費用の助成・融資あっせん
※�要件によって利用できる制度が異なります。詳しくはお問い合わせく
ださい。

要　件 問合せ

ブロック塀などの撤去
ブロック塀等
撤去費用助成
⇨14p参照

危機管理課
防災調整係
☎5984-2438

狭あい道路の拡幅に
あわせた道路沿いの
ブロック塀などの撤去

狭あい道路拡幅整
備費用などの助成
⇨左記参照

建築課
狭あい道路拡幅係
☎5984-1985

ブロック塀などの改良
住宅修築資金の
融資あっせん
⇨99p参照

住宅課管理係
☎5984-1289

生け垣などの
設置にあわせた
ブロック塀などの撤去

緑化費用の助成
⇨107p参照

みどり推進課
協働係
☎5984-2418
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練馬区わたしの便利帳

住宅用家屋証明書
　家屋の購入（中古を含む）、新築などの登録免許税が軽減
される証明書を発行します。
※一定の条件があります。
問 建築課管理係� ☎5984-1294

家屋の工事（修繕・増改築）の業者紹介
　家屋のいたみ・雨もりの修繕などの小規模な工事や、バリ
アフリー、増改築などの工事を行うとき、区内の中小建設業
者で組織する「練馬区住宅サービス協議会」が、相談・見積り・
施工をする業者を紹介します。見積りは原則無料です。なお、
ご紹介できる業者は1社のみとなります。
問 経済課中小企業振興係� ☎5984-1483

建築無料相談
　専門の建築士がお住まいに関するさまざまな相談（新築・
改築、リフォーム、苦情、工事業者とのトラブル、公的融資や
耐震診断に関することなど）にお応えします。
※日時・会場は変わることがあります。
【相談日】毎月第4月曜
【相談時間】午前10時～午後2時
【場所】区役所1階アトリウム（ピアノ前）
問 東京都建築士事務所協会練馬支部� �
� ☎090-4666-7517

耐震診断・耐震改修工事などの費用助成
⇨14p参照

建設リサイクル法に基づく届出
　床面積の合計が80㎡以上の建物を解体する場合など、建
設廃棄物を分別しながら解体し、再資源化することが義務付
けられています。住宅などを解体する計画をお持ちの方は、
工事を行う7日前までに届出書の提出が必要です。
問 建築課監察係� ☎5984-1909

中高層の建築（紛争の予防、調整）
　中高層建築物の建築主は、
①標識の設置、標識設置届の提出
②隣接住民への説明
③住民説明報告書の提出
の3つの手続きを行わなければなりません。紛争が生じた場
合、当事者は互譲の精神で自主的解決に努めてください。当
事者間で解決に至らない場合は、申し出により、「あっせん」「調
停」を行う制度もあります。
問 開発調整課調整係� ☎5984-1641

風致地区内の建築物の新築、改築など
風致地区
　風致地区内で建築物や工作物の新築などや宅地の造成、
木竹の伐採、建築物などの色彩の変更を行う場合は許可を
受ける必要があります。
問 開発調整課緑化審査係� ☎5984-2406

建築協定
　一定地域の住民が、その全員の合意によって建築基準法
よりも厳しい基準を定め、これを互いに守り合うことで、より
住みやすいまちづくりを進める制度です。
　区内には、関町北三丁目、春日町五丁目の2か所で、建築
協定が結ばれています。
問 開発調整課管理係� ☎5984-1081

登記と税金
登記手続き案内
　東京法務局登記電話案内室� ☎5318-0261
不動産取得税、固定資産税についての問合せ
　練馬都税事務所� ☎3993-2261

大規模建築物・特定用途建築物の建築
　良好な自然環境の保全・育成と、周辺の居住環境への配慮
や良好な街並み・居住環境の保全形成を図るため、まちづく
り条例で規定する大規模建築物などの要件に該当する場合、
建築紛争の予防・調整手続きを行う前に、まちづくり条例に
基づく手続きを行うように定めています。
対象となる建築物
①延べ面積3,000㎡以上かつ高さ15ｍ以上の建築物の建築
②�葬祭場などおよび床面積の合計が500㎡以上の集客施
設の建築・増築・用途変更。なお、500㎡超の売場面積を
持つ小売店舗の場合は、別に立地調整の手続きも必要
です。
③�専用床面積40㎡未満の住戸が15戸以上のワンルーム
形式集合住宅の建築
④専用床面積40㎡未満の住室が2室以上の寄宿舎の建築
⑤�大規模長屋など（東京都建築安全条例第5条第1項ただ
し書の規定により、幅員3ｍ以上または4ｍ以上の通路で、
道路に避難上有効に通ずるものを設けた長屋）の建築

※②～④については、条例・施行規則に基準を定めています。
※�②以外の建築物のうち、敷地面積1,000㎡以上かつ住宅戸数が15戸
以上の集合住宅の建築について、一時停車空地の設置基準が設けら
れています。
問 開発調整課管理係� ☎5984-1081
問 経済課中小企業振興係� ☎5984-1483

地下室等設置に係る浸水対策の届出
　建物建築時に地下室などを設置する際は、確認申請を行う
前までにその浸水対策について届け出てください。
問 建築審査課設備係� ☎5984-1937

再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等補助制度
⇨106p参照
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景観の届出・相談
　区は住みやすさを実感でき、住み続けたいと思えるような
まちをつくり、良好な景観の形成を図るため、景観計画およ
び景観条例を定めました。それに伴い、家の新築、増築、改築
などの際には、建築確認申請などの前に届出を行うことが必
要です。また、大規模建築物の建築などを行う際は、事前の
協議も必要となります。
届出の対象となる行為
①�建築物の建築など
　・�高さ10m以上または延べ面積500㎡以上
　・�敷地面積500㎡以上
②�工作物の建設など
　・�高さ10m以上または築造面積500㎡以上
③�開発行為（都市計画法第4条12項に規定するもの）
　・�開発区域面積1,000㎡以上
大規模建築物の建築等に係る事前協議
　高さ15m以上かつ延べ面積3,000㎡以上の建築物の建
築などの場合は、練馬区景観条例に基づき、届出に先立ち事
前の協議が必要です。
※�新築、増築、改築もしくは移転、外観の変更を伴う修繕もしくは模様替
えまたは色彩の変更を含みます。
問 開発調整課管理係（景観担当）� ☎5984-1526
景観まちなみ協定制度

　区民の皆さんが、ご近所同士などでルールを決め、力を合
わせて「まちなみ」の景観を築いていく制度です。取り組む規
模に応じて、「ご近所協定（3～5軒程度）」「小径（こみち）協定（6
～12軒程度）」「まちなみ協定（13軒以上）」の3つの協定があ
ります。ルールづくりや協定の活動に対して、みどりのまちづ
くりセンター（☎3993-5451）が支援を行います。
問 都市計画課都市計画担当係� ☎5984-1534

対象工事
　①�住居の修築・増築／居住部分の床面積が175㎡以下の
もの（居住以外の床面積は、全体の床面積の1/2未満）。
ただし、増築は、同居している65歳以上の方、または心
身障害者福祉手当の受給要件に該当する方が使用する
箇所で、増築する面積が20㎡以下であること
②�ブロック塀などの改良／公道に面していて震災などで
倒壊するおそれのある塀を、法令に定める強固な塀や
金網フェンスなどに改良するもの（生け垣化についての
助成金などは�⇨107p参照）
③�アスベスト対策／アスベストを含有する露出した吹付材
の除去、封じ込め、囲い込みをすること
④�耐震改修工事／区の耐震改修工事助成金交付が決定し
ていること
申し込み資格
・�区内に引き続き1年以上住み、20歳以上で、資金の完済
日に70歳未満であること
・�前年の世帯総所得が1,200万円以下であること
・�連帯保証人を立てられること
・�住民税・軽自動車税種別割の滞納がないこと
融資額
　10万円～500万円（工事見積り金額内）
利子（令和4年4月1日現在、数字は申込者負担分）
　�①住宅の修築・増築　年2.0％～0％
　②ブロック塀などの改良・アスベスト対策　年1.0％
※①の申込者負担分は世帯所得などにより変動

申し込み
　着工前にお申し込みください。
　その他のブロック塀などの撤去費用の助成・融資あっせん
については�⇨97p参照
問 住宅課管理係� ☎5984-1289

住宅修築資金の融資あっせん

町名地番変更証明書
　住居表示を実施する前の町名、地番を証明する「町名地番
変更証明書」については、事前にお問い合わせください。
【手数料】1通300円
問 総務課総務係� ☎5984-2600

住居表示変更証明書
　住居表示実施による住居表示変更証明書を交付します。
【手数料】無料
問 各区民事務所�⇨24・25p参照
問 戸籍住民課住居表示係� ☎5984-4526

住居番号の届出
　建物の新築、改築などをしたときは、住居番号をあらたに
つけるため、届出が必要です。調査の上、住居番号表示板な
どを交付します。詳しくはお問い合わせください。
【手数料】無料
問 戸籍住民課住居表示係� ☎5984-4526

住居表示

　住宅や分譲マンションの改修工事を行う区内住宅改修事
業者について、住所別および登録団体別に情報提供します（区
ホームページに掲載）。
問 住宅課管理係� ☎5984-1289

住宅改修事業者の情報提供
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都心共同住宅供給事業・� �
優良建築物等整備事業の促進

　良質な共同住宅などの建設を促進し、空地の確保により良
好な市街地形成を誘導するため、一定の要件を満たす建築
工事などに対して補助を行います。補助の上限額など詳しく
はお問い合わせください。
問 東部地域まちづくり課まちづくり担当係
� ☎5984-1527

上・下水道工事
　給水装置を新設、増設、改造するときや、家屋の新築、増改
築で上・下水道工事をするときは、都指定の工事店へ依頼し
てください。水道局および下水道局への届出が必要です。

上水道の問合せ
給水装置工事に関する問合せ
　東京都水道局練馬給水管工事事務所� ☎3999-3547
引っ越し、料金などの問合せ
　東京都水道局お客さまセンター
　・�引っ越し・契約の変更� ☎5326-1100
　・�料金・漏水・その他� ☎5326-1101

下水道の問合せ
維持管理（下水道がつまったときなど）
　練馬出張所� ☎5999-5650
排水設備工事に関する問合せ
　東京都下水道局西部第二下水道事務所� ☎3969-3343
助成
　・�私道の排水設備（下水）
　・�雨水浸透施設・雨水タンク
　　土木部計画課総合治水係� ☎5984-2074

総合設備メンテナンスセンター� ☎0120-850-195
　宅地内の水道・下水道や水洗トイレ、私道内の下水道が詰
まったとき、凍結により水道管などが破損したときは、東京都
指定の上・下水道工事店または東京都管工事工業協同組合
（総合設備メンテナンスセンター）へ連絡してください。修繕
工事は有料です。
【受付時間】24時間、年中無休
【ホームページ】http://www.tmc24h.jp/

上・下水道

上・下水道、道路・河川

地価公示・基準地価格
　国や都が、標準的な土地を選んで調査した、公示価格や基
準地価格が閲覧できます。
【閲覧場所】経理用地課（東庁舎3階）、各区民事務所（練馬を
除く）、各図書館
問 経理用地課管財係� ☎5984-2807

「公有地の拡大の推進に関する法律」に
基づく届出、申出について

　都市計画施設などの区域内に所在する土地が含まれる一
定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときには、届出
が必要です。また、一定規模以上の土地について、地方公共
団体などによる買取を希望するときには、その旨を申し出る
ことができます。
問 経理用地課管財係� ☎5984-2807

用途地域について
　都市計画により、用途地域ごとに、建築することのできる
建物の用途、建ぺい率、容積率、高さの最高限度、敷地面積
の最低限度などが定められています。
問 都市計画課（都市計画窓口）� ☎5984-4717

道路などの計画による建築の制限
　道路や公園などの都市計画が定められた区域内では、将
来の円滑な事業の施行を確保するため、建築制限が行われ
ています。
問 都市計画課（都市計画窓口）� ☎5984-4717

宅�地

緑化計画の事前協議
　一定規模以上の敷地に建築物や駐車場などをつくる場合
には、緑化計画の事前協議を行い、庭木や生け垣など樹木を
植栽する必要があります。
問 開発調整課緑化審査係� ☎5984-2406

宅地などの開発調整
　事業者が、500㎡以上の土地で開発行為および建築、また
は区画割などを行う場合に、宅地面積、道路、公園などの設
置について、区と協議を行うようまちづくり条例を定めてい
ます。
問 開発調整課宅地開発係� ☎5984-1648
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河川（石神井川・白子川・千川上水）の問合せ
河川の清掃に関すること
問 管轄の土木出張所�⇨28・132p参照

河川の水質に関すること
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

公道（区道、区有通路）の一時使用
　建築工事の足場や仮囲い、店舗などの突き出し看板で公
道を使用するときは、区の「道路占用許可」と警察署の「道路
使用許可」が必要です。
問 土木部管理課道路占用係� ☎5984-1956
問 警察署�⇨146p参照
葬儀で道路を使用するとき
　最寄りの警察署にお問い合わせください。⇨146p参照
道路などの不法な占用の苦情に関する問合せ
問 管轄の土木出張所�⇨28・132p参照

公道（区道、区有通路）に出入口を新設するとき
　車などの出入りのために、ガードパイプを撤去したり、公道
の工事をするときは、「道路工事施行承認」の申請をしてくだ
さい。承認後、申請者の費用負担で工事をすることができます。
問 土木部管理課管理調整係� ☎5984-1305

私道の整備
　私道の舗装や排水設備（下水）の工事費用を助成していま
す。助成には、一定の条件がありますので、詳しくはお問い合
わせください。
※�幅員が4mに満たない「狭あい道路」の拡幅整備費の助成については�
⇨97pをご覧ください。
問 土木部計画課総合治水係� ☎5984-2074

街路灯の補修、新設
　街路灯のある道路によって問合せ先が異なります。
区道・私道：土木部道路公園課街路灯係� ☎5984-2379
都道：東京都建設局第四建設事務所� ☎5978-1742
国道：東京国道事務所万世橋出張所� ☎3253-8361

道路の陥没、損傷、交通安全施設の補修
区道：管轄の土木出張所�⇨28・132p参照

東部土木出張所� ☎3994-0083
西部土木出張所� ☎3995-0083

都道：�東京都建設局第四建設事務所練馬工区� ☎3933-6121�
東京都建設局第四建設事務所石神井工区� ☎3867-7816

※�夜間、土・日・祝休日などで緊急の場合の問合せ
　東京都建設局都道管理連絡室� ☎3343-4061
国道：東京国道事務所万世橋出張所� ☎3253-8361

浄化槽
清掃・保守点検
　浄化槽は、処理方式により6か月～1年に1回以上の清掃と
年3、4回の保守点検が義務付けられています。清掃・保守点
検は、「浄化槽清掃業」の許可を持つ業者に依頼してください。
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059

法定検査
　浄化槽は、年1回「水質に関する検査」（法定検査）を受ける
ことが義務付けられています。清掃や保守点検が適正に行
われているかなどを公正中立な立場で検査します。
問 東京都環境公社浄化槽検査係�☎042-595-7982

受水槽の管理
　建物の受水槽は、衛生的な管理が必要です。特に有効容
量10㎥を超えるものは、登録機関の立入検査や年1回の槽
内の清掃などが義務付けられています。
問 生活衛生課環境衛生監視担当係�☎5984-2485

私道を公道（区道、区有通路）にするとき
　公道から公道に接続している公共性の高い私道で、道幅
が4m以上、すみ切りが2m以上ある場合は、その道路敷地
を区に寄付していただくと、公道として認定または指定し、維
持管理を区が行います。公道拡幅のために寄付していただ
く場合についても同様です。
問 土木部管理課道路認定係� ☎5984-1960
問 土木部管理課道路整理係（拡幅）�☎5984-1972

道路・河川
公道内の雨水ます

・�区道内の問合せ
　管轄の土木出張所�⇨28・132p参照
・�都道内の問合せ
　東京都建設局第四建設事務所練馬工区� ☎3933-6121
　東京都建設局第四建設事務所石神井工区� ☎3867-7816
　（夜間、土・日・祝休日などで緊急の場合）
　東京都建設局都道管理連絡室� ☎3343-4061
・�国道内の問合せ
　東京国道事務所万世橋出張所� ☎3253-8361
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