
WEB・SNS
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区民の皆さまの暮らしをより楽しく、豊かにするため、
さまざまなメディアを通して最新情報をお伝えしています。練馬が見えてきた！

情報ツールを使って最新情報を手に入れよう

健康推進課　☎5984-4621

ねりま子育て応援ハンドブック

　区の妊娠・子育ての
情報や知っておくと便
利な情報をまとめた冊
子です。母子健康手帳
とともにお渡ししてい
ます。子育てライフにお
役立てください。

問 高齢社会対策課　☎5984-4584

高齢者の生活ガイド

　区が実施している高
齢者向けの保健・福祉
サービスの概要をまと
めた冊子です。

問

危機管理課　☎5984-1027

防犯・防火ハンドブック

空き巣やひったくり、
特殊詐欺など犯罪の手
口と防犯対策、火災被
害の防止策、区が実施
する安全安心施策など
を紹介しています。

問 障害者施策推進課
☎5984-4598　FAX 5984-1215

障害者福祉のしおり

　障害のある方へのさ
まざまな福祉施策、相
談窓口や各種サービス
を紹介。「音声コード」
による音声情報や、点
字版・デイジー版もあ
ります。

問

清掃リサイクル課　☎5984-1059

練馬区 資源・ごみの分け方と出し方

　資源・ごみの分け方
や出し方は自治体に
よって異なります。練
馬区版をわかりやすく
まとめています。地域
ごとの収集曜日一覧も
掲載しています。

問 税務課　☎5984-4532

区税つうしん

　区の税である「住民
税」「軽自動車税種別
割」「特別区たばこ税」
「入湯税」について掲
載しています。ぜひ、ご
活用ください。

問

健康推進課
☎5984-4679

食育実践ハンドブック
「野菜とれとれ！1日5とれとれ！」

　区民が健康的な食
生活を送れるよう、野
菜たっぷりのレシピ、
食事のとり方、区でと
れる野菜の旬などを紹
介しています。

問 都市農業課　☎5984-1403

ねりまの農業

区で行われている都
市農業の魅力をまとめ
た冊子です。日々の暮
らしを豊かにする、練
馬の農業を親しみやす
く紹介しています。

問 都市農業課　☎5984-1403

練馬果樹あるファーム

　区内で生産されたブ
ルーベリー、カキ、ブド
ウなどの果実を四季を
通じて摘み取りやもぎ
取りができる農園・直
売所を紹介しています。

問

危機管理課　☎5984-2762

防災の手引

　いざという時に的確
な対応がとれるよう
に、災害に対する備え
や、災害時の対応、区
が実施している防災活
動などをまとめました。

問

スポーツ振興課　☎5984-1372

スポーツガイドブック

　区立スポーツ施設な
どの案内や利用方法、
スポーツ教室・大会・
講習会の日程などを
紹介しています。各ス
ポーツ施設などで配布
しています。

問

練馬区公式ホームページ

　区政の最新情報や区での手続
きに関する情報、区の各種事務
事業、イベント・観光情報、区
の自然や歴史などの情報を紹介
しています。

※入手方法は　 へ
　お問い合わせください。

問

SNS

　区では、さまざまなSNSアカウン
トを使用して情報を発信しています。
区が運用するアカウント一覧の詳細
は、二次元コードを読み込んでご確
認ください。

ねりまちレポーター
ねりレポ

　道路や公園遊具の破損などの
まちの不具合などを、写真付きで
手軽に区に投稿できます。投稿を
受けた区は、できるだけ早く対応
し、不具合を解決します。

ねりまちてくてくサプリ

　練馬のまちを歩いて巡って楽し
みながら健康づくりができるよう、
歩数計をはじめ健康に関するさま
ざまな機能を搭載しています。

とれたてねりま

　区内の農産物直売所や練馬産
農産物を使用しているお店を調
べられます。販売情報やイベント
情報など旬の情報を、農業者や
お店が発信しています。

ねりますくすくアプリ
（電子母子手帳アプリ）

　妊婦さんやお子さん
向けのお知らせ受信や、
お子さんの予防接種の
スケジュール管理ができ
ます。

練馬区資源・ごみ分別アプリ

　資源・ごみの分別や地
域別の回収・収集日な
ど、資源やごみに関わる
さまざまな情報を手軽に
調べられます。

練馬区公式アプリ

　区では、さまざまなスマートフォン用アプリを公開し
ています。Google Play、App Storeからダウンロー
ドできます。

※一部機能の利用には保健相談所
　窓口での手続きが必要です。
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区民の皆さまの暮らしをより楽しく、豊かにするため、
さまざまなメディアを通して最新情報をお伝えしています。練馬が見えてきた！

情報ツールを使って最新情報を手に入れよう

健康推進課　☎5984-4621

ねりま子育て応援ハンドブック

　区の妊娠・子育ての
情報や知っておくと便
利な情報をまとめた冊
子です。母子健康手帳
とともにお渡ししてい
ます。子育てライフにお
役立てください。

問 高齢社会対策課　☎5984-4584

高齢者の生活ガイド

　区が実施している高
齢者向けの保健・福祉
サービスの概要をまと
めた冊子です。

問

危機管理課　☎5984-1027

防犯・防火ハンドブック

空き巣やひったくり、
特殊詐欺など犯罪の手
口と防犯対策、火災被
害の防止策、区が実施
する安全安心施策など
を紹介しています。

問 障害者施策推進課
☎5984-4598　FAX 5984-1215

障害者福祉のしおり

　障害のある方へのさ
まざまな福祉施策、相
談窓口や各種サービス
を紹介。「音声コード」
による音声情報や、点
字版・デイジー版もあ
ります。

問

清掃リサイクル課　☎5984-1059

練馬区 資源・ごみの分け方と出し方

　資源・ごみの分け方
や出し方は自治体に
よって異なります。練
馬区版をわかりやすく
まとめています。地域
ごとの収集曜日一覧も
掲載しています。

問 税務課　☎5984-4532

区税つうしん

　区の税である「住民
税」「軽自動車税種別
割」「特別区たばこ税」
「入湯税」について掲
載しています。ぜひ、ご
活用ください。

問

健康推進課
☎5984-4679

食育実践ハンドブック
「野菜とれとれ！1日5とれとれ！」

　区民が健康的な食
生活を送れるよう、野
菜たっぷりのレシピ、
食事のとり方、区でと
れる野菜の旬などを紹
介しています。

問 都市農業課　☎5984-1403

ねりまの農業

区で行われている都
市農業の魅力をまとめ
た冊子です。日々の暮
らしを豊かにする、練
馬の農業を親しみやす
く紹介しています。

問 都市農業課　☎5984-1403

練馬果樹あるファーム

　区内で生産されたブ
ルーベリー、カキ、ブド
ウなどの果実を四季を
通じて摘み取りやもぎ
取りができる農園・直
売所を紹介しています。

問

危機管理課　☎5984-2762

防災の手引

　いざという時に的確
な対応がとれるよう
に、災害に対する備え
や、災害時の対応、区
が実施している防災活
動などをまとめました。

問

スポーツ振興課　☎5984-1372

スポーツガイドブック

　区立スポーツ施設な
どの案内や利用方法、
スポーツ教室・大会・
講習会の日程などを
紹介しています。各ス
ポーツ施設などで配布
しています。

問

練馬区公式ホームページ

　区政の最新情報や区での手続
きに関する情報、区の各種事務
事業、イベント・観光情報、区
の自然や歴史などの情報を紹介
しています。

※入手方法は　 へ
　お問い合わせください。

問

SNS

　区では、さまざまなSNSアカウン
トを使用して情報を発信しています。
区が運用するアカウント一覧の詳細
は、二次元コードを読み込んでご確
認ください。

ねりまちレポーター
ねりレポ

　道路や公園遊具の破損などの
まちの不具合などを、写真付きで
手軽に区に投稿できます。投稿を
受けた区は、できるだけ早く対応
し、不具合を解決します。

ねりまちてくてくサプリ

　練馬のまちを歩いて巡って楽し
みながら健康づくりができるよう、
歩数計をはじめ健康に関するさま
ざまな機能を搭載しています。

とれたてねりま

　区内の農産物直売所や練馬産
農産物を使用しているお店を調
べられます。販売情報やイベント
情報など旬の情報を、農業者や
お店が発信しています。

ねりますくすくアプリ
（電子母子手帳アプリ）

　妊婦さんやお子さん
向けのお知らせ受信や、
お子さんの予防接種の
スケジュール管理ができ
ます。

練馬区資源・ごみ分別アプリ

　資源・ごみの分別や地
域別の回収・収集日な
ど、資源やごみに関わる
さまざまな情報を手軽に
調べられます。

練馬区公式アプリ

　区では、さまざまなスマートフォン用アプリを公開し
ています。Google Play、App Storeからダウンロー
ドできます。

※一部機能の利用には保健相談所
　窓口での手続きが必要です。
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